
岩 手 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北上川 北上川上流 一般河川改修事業 7,447　 一関市
いちのせきし

、北上市
き た か み し

、奥州市
おうしゅうし

、紫波町
し わ ち ょ う

、平泉町
ひらいずみちょう

北上川 北上川上流 河川工作物関連応急対策事業 50　 盛岡市
も り お か し

北上川 総合水系環境整備事業 292　
≪岩手県

い わ て け ん

≫盛岡市
も り お か し

、北上市
き た か み し

≪宮城県
み やぎ けん

≫石巻市
いしのまきし

、登米市
と め し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和２年度当初予算　河川事業（補助・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

小本川 小本川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,560　 岩泉町
いわいずみちょう

安家川 安家川 河川災害復旧等関連緊急事業 816　 岩泉町
いわいずみちょう

北上川 北上川 大規模特定河川事業 320　 岩手町
いわてまち

北上川 木賊川 大規模特定河川事業 130　 盛岡市
も りおか し

、滝沢市
たきざわし

北上川 南川 大規模特定河川事業 462　 盛岡市
も りおか し

馬淵川 安比川 大規模特定河川事業 108　 二戸市
に の へ し



岩手県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 北上川北上川上流ダム再生 413 438



岩手県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 3,915)

河川整備事業費 3,903 

　河川総合開発事業費補助

( 3,915)

　　建設工事 3,903 

( 3,915)

簗川ダム 3,903 

備　　　　考事項 ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（岩手県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい まつかわ ふたまたさわ ふたまたさわさぼうえんてい はちまんたいし ひらかさ

岩手河川国道 火山砂防 八幡平山系 松川 二双沢 二双沢砂防堰堤 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 394 0 394
はちまんたいさんけい りゅうかわ しがくらさわ しがくらさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 シガクラ沢 シガクラ沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 0 138 138
はちまんたいさんけい りゅうかわ りゅうかわ りゅうかわだいさんさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 竜川 竜川第３砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 30 270 300
はちまんたいさんけい りゅうかわ りゅうかわ りゅうかわだいにさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 竜川 竜川第２砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 21 0 21
はちまんたいさんけい りゅうかわ こやなぎさわ こやなぎさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 小柳沢 小柳沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 48 0 48
はちまんたいさんけい かっこんだがわ かっこんだがわ うさぎだいらにしざわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう ながやま

八幡平山系 葛根田川 葛根田川 うさぎ平西沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 長山 砂防堰堤工 51 0 51

合計 ６箇所 544 408 952

工　種 事業費
事業費
(臨特）

事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 つがるいしがわ あかまえかみのさわ（２） みやこし あかまえ けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 津軽石川 赤前上の沢（２） 宮古市 赤前 渓流保全工 10
そのた おざきしらはまのさわ（３） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（３） 釜石市 平田 砂防堰堤工 20

そのた てんじんのさわ（４） かまいしし てんじん さぼうえんていこう

その他 天神の沢（４） 釜石市 天神 砂防堰堤工 46

小計 ３箇所 76

大規模更新 きたかみがわ おおなかさい いちのせきし だいとうちょう えんていかいりょうこう

砂防等事業 北上川 大中斉 一関市 大東町 堰堤改良工 100

小計 １箇所 100

事業間連携 きたかみがわ そとみずさわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

砂防等事業 北上川 外水沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 10

きたかみがわ いわのめのさわ はなまきし おおはさまちょう さぼうえんていこう

北上川 岩の目の沢 花巻市 大迫町 砂防堰堤工 10

きたかみがわ ひらかさひがしざわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

北上川 平笠東沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 10

きたかみがわ 　　　　　じょうみなみさわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

北上川 スキー場南沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 10

小計 ４箇所 40

８箇所 216

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岩手県　1/3）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 あっかがわ まつばやしのさわ（４） しもへいぐん いわいずみちょう あっかあざまつばやし さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 安家川 松林の沢（４） 下閉伊郡 岩泉町 安家字松林 砂防堰堤工 70
あっかがわ まつばやしのさわ（しん） しもへいぐん いわいずみちょう あっかあざまつばやし さぼうえんていこう

安家川 松林の沢（新） 下閉伊郡 岩泉町 安家字松林 砂防堰堤工 130
おもとがわ まつはしがわ しもへいぐん いわいずみちょう にしょういしあざたきの さぼうえんていこう

小本川 松橋川 下閉伊郡 岩泉町 二升石字滝野 砂防堰堤工 300
おもとがわ まつはしのさわ（６） しもへいぐん いわいずみちょう にしょういしあざひかげ さぼうえんていこう

小本川 松橋の沢（６） 下閉伊郡 岩泉町 二升石字日陰 砂防堰堤工 20
おもとがわ みなみみたがいのさわ（２） しもへいぐん いわいずみちょう かどあざみたがい さぼうえんていこう

小本川 南三田貝の沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 門字三田貝 砂防堰堤工 20
おもとがわ ほんどうぐちのさわ しもへいぐん いわいずみちょう ほろわたあざたばた さぼうえんていこう

小本川 本銅口の沢 下閉伊郡 岩泉町 袰綿字田畑 砂防堰堤工 155
おもとがわ しもじょうのさわ（２） しもへいぐん いわいずみちょう おおかわあざまいのこ さぼうえんていこう

小本川 下町の沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 大川字舞の子 砂防堰堤工 5
おもとがわ もとまちのさわ しもへいぐん いわいずみちょう おおかわあざてらにわ さぼうえんていこう

小本川 本町の沢 下閉伊郡 岩泉町 大川字寺庭 砂防堰堤工 5
おもとがわ おおさわ（１１） しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（１１） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 5
おもとがわ おおさわ（７） しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（７） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 5
おもとがわ おおさわ（６） しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひかげ さぼうえんていこう

小本川 大沢（６） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日陰 砂防堰堤工 40
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 5
おもとがわ おおさわ（２） しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 20
おもとがわ おおさわ（８） しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（８） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 20

１４箇所 800

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（岩手県　2/3）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ひらいががわ ひらいがのさわ しもへいぐん たのはたむら わの さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 平井賀川 平井賀の沢 下閉伊郡 田野畑村 和野 砂防堰堤工 100
おもとがわ しもなかののさわ２ しもへいぐん いわいずみちょう おもと さぼうえんていこう

小本川 下中野の沢２ 下閉伊郡 岩泉町 小本 砂防堰堤工 35
おもとがわ たるみずのさわ３ しもへいぐん いわいずみちょう なかじま さぼうえんていこう

小本川 垂水の沢３ 下閉伊郡 岩泉町 中島 砂防堰堤工 32
しもへいたがわ へいたのさわ（４） かまいしし へいた さぼうえんていこう

下平田川 平田の沢（４） 釜石市 平田 砂防堰堤工 30
そのた ふなこしのさわ しもへいぐん やまだまち ふなこし さぼうえんていこう

その他 船越の沢 下閉伊郡 山田町 船越 砂防堰堤工 53
そのた たのはまざわ しもへいぐん やまだまち ふなこし さぼうえんていこう

その他 田ノ浜沢 下閉伊郡 山田町 船越 砂防堰堤工 53
そのた たのはまざわ（３） しもへいぐん やまだまち ふなこし さぼうえんていこう

その他 田ノ浜沢（３） 下閉伊郡 山田町 船越 砂防堰堤工 75
そのた きりきりのさわ（３） かみへいぐん おおつちちょう きりきり さぼうえんていこう

その他 吉里吉里の沢（３） 上閉伊郡 大槌町 吉里吉里 砂防堰堤工 50
そのた さすのさわ（３） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 佐須の沢（３） 釜石市 平田 砂防堰堤工 100
そのた かりやどひがしのさわ（２） かまいしし はこざき さぼうえんていこう

その他 仮宿東の沢（２） 釜石市 箱崎 砂防堰堤工 15
そのた くわのはまざわ（３） かまいしし はこざき さぼうえんていこう

その他 桑ノ浜沢（３） 釜石市 箱崎 砂防堰堤工 15
そのた くわのはまざわ（５） かまいしし はこざき さぼうえんていこう

その他 桑ノ浜沢（５） 釜石市 箱崎 砂防堰堤工 15
そのた おざきしらはまのさわ（４） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（４） 釜石市 平田 砂防堰堤工 30
そのた おざきしらはまのさわ（６） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（６） 釜石市 平田 砂防堰堤工 15
そのた おざきしらはまのさわ（８） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（８） 釜石市 平田 砂防堰堤工 20
そのた おざきしらはまのさわ（９） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（９） 釜石市 平田 砂防堰堤工 50
そのた おざきしらはまのさわ（１１） かまいしし へいた さぼうえんていこう

その他 尾崎白浜の沢（１１） 釜石市 平田 砂防堰堤工 15

１７箇所 703合計

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（岩手県　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



岩手県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,726,000 1,402,000

1,726,000 1,402,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]
第２期 いわての社会資本の事前防災・減災対策と戦略的な維持管理（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



岩手県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

上町の沢通常砂防事業 37,250

石切所の沢通常砂防事業 10,000

下中居の沢２通常砂防事業 22,500

高浜の沢(2)通常砂防事業 4,000

岩突張沢緊急改築事業 45,000 45,000

高森の沢通常砂防事業 5,000

上鵜飼の沢通常砂防事業 5,000

浅内の沢通常砂防事業 5,000

日蔭の沢（２）通常砂防事業 5,000

効果促進事業 22,000

八幡舘急傾斜地崩壊対策事
業

64,125

224,875 45,000

348,125 154,000

95,000

668,000 199,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費

合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　第２期いわての社会資本の事前防災・減災対策と戦略的な維持管理（防災・安全）

[重点計画]　いわての社会資本の事前防災・減災対
策と戦略的な維持管理（重点）

岩手県

小計

[一般計画]　第２期岩手県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（防災・
安全）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

岩手県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

29,000 0

29,000 0

[一般計画]　第２期　いわての社会資本の事前防災・減災対策と戦略的な維持管理（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



岩手県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

盛岡市 174,700 0

宮古市 25,000 15,000

久慈市 30,000 0

一関市 19,950 11,970

釜石市 26,150 0

花巻市 7,500 0

紫波町 10,000 0

計 293,300 26,970

[一般計画]　岩手県北上川流域の汚水処理の推進（防災・安全）【第3期】 岩手県 602,200 0

[一般計画]　良好な生活環境と健全な下水道の創出（第２次）（防災・安全） 盛岡市 34,250 0

[一般計画]　宮古市における良好な水環境の実現（防災・安全）（第２次） 宮古市 107,050 50,000

[一般計画]　きれいな海へのみずの道しるべ（防災・安全） 大船渡市 11,550 0

[一般計画]
花巻市における、くらしかいてき　リフレッシュプラン（防災・安全）（第２次）

花巻市 51,243 0

[一般計画]　北上市における循環みちの実現（防災・安全）（第３次） 北上市 52,200 0

[一般計画]　一関市における循環のみちの実現（防災・安全）第３期 一関市 3,245 0

[一般計画]　釜石市における循環のみちの実現（防災・安全）（第２次） 釜石市 198,000 0

[一般計画]　二戸市公共下水道整備計画（防災・安全）（第３期） 二戸市 6,000 0

[一般計画]
奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現【第２期】（防災・安全）

奥州市 20,986 0

[一般計画]　滝沢市における循環のみちの実現（防災・安全）第３期 滝沢市 26,850 0

[一般計画]
豊かな環境をつくり快適な生活を未来につなげる下水道（防災・安全）第２期

紫波町 65,000 0

[一般計画]　矢巾町における防災・安全に関する下水道事業（第２期） 矢巾町 22,000 0

[一般計画]　金ケ崎町における公共下水道改築計画（防災・安全）第２期 金ケ崎町 5,000 0

[一般計画]　山田町における循環のみちの実現（防災・安全） 山田町 6,510 0

[一般計画]　岩泉町における循環のみちの実現（防災・安全） 岩泉町 23,076 0

[一般計画]　一戸町「水のきれいなまちづくり（第3次）」（防災・安全） 一戸町 11,080 0

1,539,540 76,970

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

[重点計画]　岩手県における浸水不安のない街の実現（防災・安全）(重点計画)

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



岩手県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

岩手県 80,700 0

大船渡市 475,502 0

花巻市 307,600 0

北上市 232,632 0

久慈市 164,850 0

一関市 481,000 0

釜石市 115,000 0

二戸市 70,000 0

八幡平市 50,000 0

奥州市 433,800 0

滝沢市 50,500 0

雫石町 71,000 0

矢巾町 7,500 0

大槌町 50,000 0

山田町 116,000 0

計 2,706,084 0

[一般計画]　岩手県における快適で豊かに暮らせる生活環境の早期実現

岩手県、宮古市、岩手町、紫波町、平泉
町、岩泉町、軽米町、野田村、洋野町、二
戸市、滝沢市、金ケ崎町、一関市、一戸
町、、雫石町、盛岡市

470,423 0

3,176,507 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]　岩手県における快適で豊かに暮らせる生活環境の早期実現（重点計
画）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]


