
宮 城 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿武隈川 阿武隈川下流 一般河川改修事業 1,947　 柴田町
し ば た ま ち

、亘理町
わたりちょう

、丸森町
まるもりまち

名取川 名取川 一般河川改修事業 116　 仙台市
せ ん だ い し

鳴瀬川 鳴瀬川 一般河川改修事業 608　 大崎市
お お さ き し

、松島町
まつしままち

北上川 北上川下流 一般河川改修事業 599　 登米市
と め し

、石巻市
いしのまきし

鳴瀬川 鳴瀬川 床上浸水対策特別緊急事業 2,137　 大和
た い わ

町
ちょう

、大衡村
おおひらむら

阿武隈川 阿武隈川下流 河川工作物関連応急対策事業 44　 亘理町
わたりちょう

鳴瀬川 鳴瀬川 河川工作物関連応急対策事業 24　 大崎市
お お さ き し

北上川 北上川下流 河川工作物関連応急対策事業 30　 石巻市
いしのまきし

名取川 総合水系環境整備事業 10　 名取市
な と り 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《復興》（直轄・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北上川 北上川下流 一般河川改修事業 1,257　 石巻市
いしのまきし

（※）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・宮城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

鳴瀬川 大江川 床上浸水対策特別緊急事業 420　 大崎市
おおさき し

鳴瀬川 吉田川 床上浸水対策特別緊急事業 1,750　 大和町
たいわちょう

阿武隈川 白石川 事業間連携河川事業 122　 柴田町
しばたまち

阿武隈川 雉子尾川 大規模特定河川事業 150　 丸森町
まるもりまち

鳴瀬川 渋井川 大規模特定河川事業 62　 大崎市
おおさき し

北上川 長沼川 大規模特定河川事業 416　 登米市
と め し

北上川 南沢川 大規模特定河川事業 100　 登米市
と め し

七北田川 七北田川 大規模特定河川事業 100　 仙台市
せんだいし



宮城県

　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

多目的ダム建設事業 鳴瀬川鳴瀬川総合開発 1,686 2,294



宮城県

　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。

( 957)

河川整備事業費 957 

　治水ダム等建設事業費補助

( 957)

　　建設工事 957 

( 957)

川内沢ダム 957 

事項 備　　　　考ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（宮城県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい うちかわ うちかわ うちかわさぼうえんていぐん いぐぐん まるもりまち

宮城南部復興 特定緊急砂防 阿武隈川水系 内川 内川 内川砂防堰堤群 伊具群 丸森町 砂防堰堤工 305
あぶくまがわすいけい うちかわ ごふくやがわ ごふくやがわさぼうえんていぐん いぐぐん まるもりまち

阿武隈川水系 内川 五福谷川 五福谷川砂防堰堤群 伊具群 丸森町 砂防堰堤工 480
あぶくまがわすいけい うちかわ しんかわ しんかわさぼうえんていぐん いぐぐん まるもりまち

阿武隈川水系 内川 新川 新川砂防堰堤群 伊具群 丸森町 砂防堰堤工 240

合計 ３箇所 1,025 0

工　種
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



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 あぶくまかわ あぶくまかわさがん（いち） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざかたくら さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 阿武隈川 阿武隈川左岸(1) 伊具郡 丸森町 大張川張字片倉 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（に） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざかたくら さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(2) 伊具郡 丸森町 大張川張字片倉 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（さん） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざかたくら さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(3) 伊具郡 丸森町 大張川張字片倉 砂防堰堤工 20
あぶくまかわさがん（よん） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざかたくら さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(4) 伊具郡 丸森町 大張川張字片倉 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（ご） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざかたくら さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(5) 伊具郡 丸森町 大張川張字片倉 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（ろく） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざたて さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(6) 伊具郡 丸森町 大張川張字舘 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（しち） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざうそこ さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(7) 伊具郡 丸森町 大張川張字ウソコ 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（はち） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざつちや さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(8) 伊具郡 丸森町 大張川張字槌屋 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（きゅう） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざつちや さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(9) 伊具郡 丸森町 大張川張字槌屋 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（じゅう） いぐぐん まるもりまち おおはりかわはりあざならいさわ さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(10) 伊具郡 丸森町 大張川張字西風沢 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（じゅういち） いぐぐん まるもりまち こうやあざぬま さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(11) 伊具郡 丸森町 耕谷字沼 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（じゅうに） いぐぐん まるもりまち こうやあざぬま さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(12) 伊具郡 丸森町 耕谷字沼 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（じゅうよん） いぐぐん まるもりまち こうやあざいわ さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(14) 伊具郡 丸森町 耕谷字岩 砂防堰堤工 20

あぶくまかわさがん（じゅうご） いぐぐん まるもりまち たてやまやまだあざながさく さぼうえんていこう

阿武隈川左岸(15) 伊具郡 丸森町 舘矢間山田字永作 砂防堰堤工 20

あぶくまかわうがん（いち） いぐぐん まるもりまち あざやまざき さぼうえんていこう

阿武隈川右岸(1) 伊具郡 丸森町 字山崎 砂防堰堤工 20

15箇所 300

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（宮城県　1/1）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



東北地方整備局（宮城県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 仙台湾南部海岸 山元町
やまもとちょう

、亘理町
わたりちょう

1,080

宮城県　計 1,080

令和２年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 備考事業費



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：宮城県 （単位：千円）

仙台駅西口地区大規模雨水処理施設
整備事業

仙台市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

200,000 100,000

丸森地区大規模雨水処理施設整備事
業

丸森町
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

10,000 5,000

計 210,000 105,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



宮城県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,076,000 759,000

332,000 332,000

52,000

1,460,000 1,091,000

※ 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]
再度の浸水等氾濫防止対策の推進（防災・安全）

[一般計画]
洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進（防災・安全）

[一般計画]
河川整備による都市の対策推進（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



宮城県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

966,000 455,500

966,000 455,500

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]　総合的な土砂災害対策のための社会資本整備（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）。



宮城県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
宮城県における下水道の防災・安全を実現するための整備推進計画（防災・安全）

宮城県 1,283,564 139,333

塩竈市 8,000 0

多賀城市 388,000 33,000

利府町 62,200 37,320

白石市 30,000 18,000

名取市 58,500 35,100

角田市 48,000 27,300

岩沼市 87,000 0

大河原町 53,770 32,262

柴田町 41,230 24,738

亘理町 81,450 15,900

大崎市 256,500 153,900

美里町 2,500 1,500

大和町 5,000 0

石巻市 600,000 125,000

登米市 50,000 30,000

涌谷町 13,500 0

計 1,785,650 534,020

[一般計画]
下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり（防災・安全）

仙台市 1,247,000 582,440

[重点計画]
下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり（防災・安全）
（重点計画）

仙台市 543,300 85,800

4,859,514 1,341,593

※ 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]　宮城県における雨水下水道整備推進計画（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



宮城県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

宮城県 13,709 0

石巻市 305,000 0

気仙沼市 150,000 0

角田市 38,000 0

登米市 87,000 0

栗原市 160,000 0

東松島市 40,000 0

大崎市 128,000 0

柴田町 50,000 0

亘理町 131,500 0

松島町 10,000 0

大衡村 5,000 0

美里町 228,500 0

計 1,346,709 0

[一般計画]　宮城県における下水道の整備推進計画

塩竈市，多賀城市，七ヶ浜町，利府町，白
石市，名取市，角田市，岩沼市，蔵王町，
大河原町，村田町，柴田町，丸森町，亘理
町，大崎市，美里町，富谷市，大和町，大
郷町，東松島市，栗原市，石巻市，女川
町，登米市，七ヶ宿町，川崎町，山元町，
松島町，加美町，涌谷町，南三陸町，気仙
沼市，色麻町

697,700 0

[一般計画]　宮城県における安心・安全な下水道整備推進計画 宮城県 24,210 0

[一般計画]　下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり 仙台市 1,290,700 0

3,359,319 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]　人～水～地球　甦る水環境みやぎ整備推進計画（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]


