
福 島 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿武隈川 阿武隈川上流 一般河川改修事業 3,488　 福島市
ふ く し ま し

、郡山市
こおりやまし

、二本松市
に ほ ん ま つ し

、伊達市
だ て し

、国見町
く に み ま ち

阿賀野川 阿賀川 一般河川改修事業 724　 喜多方市
き た か た し

、会津坂下町
あ い づ ば ん げ ま ち

阿武隈川 総合水系環境整備事業 100　 桑折町
こ お り ま ち

阿賀野川 総合水系環境整備事業 129　
≪福島県

ふくしまけん

≫会津坂下町
あ い づ ば ん げ ま ち

、湯川
ゆ が わ

村
むら

≪新潟県
にいがたけん

≫阿賀野市
あ が の 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・福島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿武隈川 逢瀬川 事業間連携河川事業 398　 郡山市
こおりやまし

阿武隈川 逢瀬川（上流） 事業間連携河川事業 40　 郡山市
こおりやまし

阿武隈川 塩野川 大規模特定河川事業 200　 伊達市
だ て し

阿武隈川 濁川 大規模特定河川事業 196　 福島市
ふ く し ま し

阿武隈川 谷田川 大規模特定河川事業 200　 郡山市
こおりやまし

阿賀野川 只見川 大規模特定河川事業 600　 金山町
かねやままち

夏井川 右支夏井川 大規模特定河川事業 200　 小野町
お の ま ち



福島県

　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。

( 584)

河川整備事業費 584 

　治水ダム等建設事業費補助

( 584)

　　建設工事 584 

( 584)

千五沢ダム再開発 584 

事項 備　　　　考ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（福島県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい あらかわ しおのかわ しおのかわだいはちさぼうえんてい ふくしまし さばら、つちゆおんせんまち

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川水系 荒川 塩の川 塩の川第８砂防堰堤 福島市 佐原、土湯温泉町 砂防堰堤工 307
あぶくまがわすいけい すかわ しもたかゆさわ しもたかゆさわだいいちさぼうえんてい ふくしまし まちにわさか

阿武隈川水系 須川 下高湯沢 下高湯沢第１砂防堰堤 福島市 町庭坂 砂防堰堤工 314
あぶくまがわすいけい すかわ あまどがわ あまどがわだいにさぼうえんてい ふくしまし まちにわさか

阿武隈川水系 須川 天戸川 天戸川第２砂防堰堤 福島市 町庭坂 砂防堰堤工 20
あぶくまがわすいけい すかわ かじやがわ かじやがわだいいちさぼうえんていかいちく ふくしまし さばら

阿武隈川水系 須川 鍛冶屋川 鍛冶屋川第１砂防堰堤改築 福島市 佐原 砂防堰堤工 80
あぶくまがわすいけい すかわ ふどうさわ ふどうさわだいにさぼうえんてい ふくしまし ざいにわさか

阿武隈川水系 須川 不動沢 不動沢第２砂防堰堤 福島市 在庭坂 砂防堰堤工 236
あぶくまがわすいけい まつかわ まえかわ まえかわだいいちさぼうえんてい ふくしまし おおざそう

阿武隈川水系 松川 前川 前川第１砂防堰堤 福島市 大笹生 砂防堰堤工 94

合計 ６箇所 1,051

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



令和2年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（福島県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

たきさか やまぐん にしあいづまち とよす はいすい　　　 　 こう

阿賀野川河川 地すべり対策 滝坂 耶麻郡 西会津町 豊洲 排水トンネル工

しゅうすいせいこう

集水井工 693

１箇所 693

所在地

合計



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あぶくまがわ だいさくさわ だてぐん かわまたまち おおさく さぼうえんていこう

砂防等事業 阿武隈川 大作沢 伊達郡 川俣町 大作 砂防堰堤工 42

あぶくまがわ びぜんさくさわ たむらし ときわまちときわ さぼうえんていこう

阿武隈川 備前作沢 田村市 常葉町常葉 砂防堰堤工 40

くじがわ ながさわ ひがししらかわぐん たなぐらまち やつき さぼうえんていこう

久慈川 長沢 東白川郡 棚倉町 八槻 砂防堰堤工 50

あがのがわ かのうづがわ みなみあいづぐん ただみまち かのうづ さぼうえんていこう

阿賀野川 叶津川 南会津郡 只見町 叶津 砂防堰堤工 80

４箇所 212

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（福島県　1/1）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福島県 （単位：千円）

郡山地区事業間連携下水道事業 郡山市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

2,834,000 1,417,000

泉町滝尻地区大規模雨水処理施設整
備事業

いわき市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

490,000 245,000

相馬北町地区大規模雨水処理施設整
備事業

相馬市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

55,000 27,500

計 3,379,000 1,689,500

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



福島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

A1-114　いわき相双圏域総合
流域防災事業（小泉川）

福島県 339,000

A1-115　いわき相双圏域総合
流域防災事業（移動式排水設
備等）

相馬市 149,000

488,000 0

A1-1　阿武隈川水系逢瀬川
広域河川改修事業

福島県 17,000 17,000

17,000 17,000

A2-11　堰堤改良事業（高柴ダ
ム）

46,300

A2-12　堰堤改良事業（堀川ダ
ム）

21,600

A2-13　堰堤改良事業（四時ダ
ム）

19,300

A2-14　堰堤改良事業（東山ダ
ム）

16,800

104,000 0

1,693,000 1,338,000

11,000

66,000 66,000

2,379,000 1,421,000

※ 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。

[重点計画]
郡山市ゲリラ豪雨対策9年プラン（防災・安全）緊急
対策 小計

[重点計画]
浸水対策重点地域における緊急治水対策の推進
（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
水災害から安全で安心して暮らせる地域づくりの推進（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）。

[一般計画]
福島県における安全で安心できる快適な住まいとまちづくり（防災・安全）

[重点計画]
河川管理施設（ダム等を含む）の戦略的な維持管理
の推進（防災・安全）緊急対策

小計

福島県

[一般計画]
河川管理施設（ダム等を含む）の戦略的な維持管理（ダム＿３カ年緊急対策）

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



福島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

西田面沢通常砂防事業 21,000

慶山沢通常砂防事業 55,000

坊が沢通常砂防事業 35,000

院内沢通常砂防事業 15,000 15,000

熱塩沢通常砂防事業 40,000

宮ノ沢通常砂防事業 39,300 39,300

阿賀野川圏域緊急改築事業 11,000 11,000

阿賀野川圏域緊急改築事業 77,000 77,000

阿武隈川圏域緊急改築事業 57,200 57,200

久慈川圏域緊急改築事業 33,000 33,000

いわき・相双圏域緊急改築事
業

22,000 22,000

西根川緊急改築事業 15,000 15,000

新川緊急改築事業 10,000 10,000

村杉外緊急改築事業 25,000

林内緊急改築事業 19,000

474,500 279,500

235,898 95,000

20,000

730,398 374,500

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

福島県[重点計画]
土砂災害から人命を守る土砂災害対策事業の推進
（防災・安全）（重点）

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]　水災害から安全で安心して暮らせる地域づくりの推進

小計

[一般計画]　土砂災害から命を守る基礎調査の推進（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）。



福島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　1　福島県の美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全） 福島県 652,305 0

会津若松市 29,000 0

須賀川市 150,000 0

南相馬市 60,000 0

本宮市 40,000 0

浅川町 23,250 0

計 302,250 0

[重点計画]　福島市の雨水対策事業（防災・安全） 福島市 117,000 0

[重点計画]　郡山市の雨水対策事業（防災・安全） 郡山市 299,900 0

[重点計画]　2　いわき市の雨水対策事業（防災・安全） いわき市 64,500 0

[一般計画]　1　いわき市の美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全） いわき市 112,500 0

[一般計画]
3　ふくしまの防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策下水道事業
（防災・安全）

福島市、会津若松市、いわき
市、相馬市、南相馬市、棚倉町

157,500 157,500

1,705,955 157,500

※ 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]　2　ふくしまの雨水対策事業（防災・安全）

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



福島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]　２　福島県の下水道未普及対策等事業 福島県 363,400 0

[一般計画]　１　ふくしまの美しい水環境整備の推進

会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方
市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬
市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡
石町、檜枝岐村、南会津町、北塩原村、西
会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、
湯川村、柳津町、金山町、昭和村、会津美
里町、西郷村、矢吹町、棚倉町、塙町、浅
川町、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、
浪江町、新地町

499,740 0

会津若松市 145,000 0

白河市 62,800 0

須賀川市 175,000 0

喜多方市 150,000 0

田村市 21,500 0

南相馬市 56,000 0

伊達市 46,000 0

本宮市 4,800 0

桑折町 3,500 0

鏡石町 10,000 0

南会津町 50,600 0

西会津町 10,500 0

会津坂下町 150,000 0

会津美里町 74,800 0

西郷村 51,400 0

浅川町 50,000 0

三春町 16,060 0

矢吹町 26,700 0

富岡町 15,000 0

計 1,119,660 0

[重点計画]　福島市の下水道未普及対策等事業 福島市 331,500 0

[一般計画]　福島市の美しい水環境整備の推進 福島市 33,250 0

[一般計画]　郡山市の美しい水環境整備の推進 郡山市 13,202 0

[重点計画]　郡山市の未普及対策事業 郡山市 431,800 0

[重点計画]　いわき市の下水道未普及対策事業 いわき市 20,000 0

[重点計画]　いわき市の汚水処理施設統廃合事業 いわき市 687,045 0

[一般計画]　いわき市の美しい水環境整備の推進 いわき市 55,000 0

3,554,597 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]　２　ふくしまの下水道未普及対策等事業

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]


