
兵 庫 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 3,490　 小野市
お の し

、加古川市
か こ が わ し

、加東市
か と う し

、高砂市
た か さ ご し

揖保川 揖保川 一般河川改修事業 1,402　 宍粟市
し そ う し

、たつの市
し

円山川 円山川 一般河川改修事業 3,366　 豊岡市
と よ お か し

淀川 猪名川 流域治水整備事業 1,028　
≪大阪府

お お さ か ふ

≫池田市
い け だ し

、豊中市
と よ な か し

≪兵庫県
ひょうごけん

≫尼崎市
あまがさきし

、伊丹市
い た み し

、川西市
か わ に し し

円山川 円山川 河川工作物関連応急対策事業 50　 豊岡市
と よ お か し

淀川 総合水系環境整備事業 778　

≪滋賀県
し が け ん

≫守山市
も り や ま し

、栗東市
り っ と う し

≪京都府
き ょ う と ふ

≫京都市
き ょ う と し

、井手町
い で ち ょ う

、木津川市
き づ が わ し

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
お お さ か ふ

≫池田市
い け だ し

、高槻市
た か つ き し

、寝屋川市
ね や が わ し

、枚方市
ひ ら か た し

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
か わ に し し

≪三重県
み え け ん

≫名張市
な ば り し

加古川 総合水系環境整備事業 65　 加古川市
か こ が わ し

、小野市
お の し

揖保川 総合水系環境整備事業 72　 宍粟市
し そ う し

円山川 総合水系環境整備事業 33　 豊岡市
と よ お か 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・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

八家川 八家川 事業間連携河川事業 384　 姫路市
ひ め じ し

加古川 杉原川 大規模特定河川事業 200　 西脇市
にしわきし

加古川 水田川 大規模特定河川事業 300　 加古川市
か こ が わ し

、播磨町
はりまちょう

揖保川 山根川 大規模特定河川事業 10　 たつの市
し

東川 津門川 大規模特定河川事業 2,108　 西宮市
にしのみやし

新川
新川・東川
（新川水門）

大規模特定河川事業 350　 西宮市
にしのみやし

新川
新川・東川

（統合排水機場）
大規模特定河川事業 40　 西宮市

にしのみやし

明石川 明石川 大規模特定河川事業 200　 明石市
あ か し し

夢前川 夢前川 大規模特定河川事業 10　 姫路市
ひ め じ し

三原川 孫太川 大規模更新河川事業 452　 南
みなみ

あわじ市
し

三原川 倭文川 大規模更新河川事業 150　 南
みなみ

あわじ市
し



兵庫県

　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。

( 374)

河川整備事業費 374 

　治水ダム等建設事業費補助

( 374)

　　実施計画調査 374 

( 374)

引原ダム再生 374 

ダム名 備　　　　考事項



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい ありのがわ みぎしけい からとかながけさぼうえんていぐん こうべし きたく ありのちょうからと

六甲砂防 砂防 六甲山系 有野川 右支渓 唐櫃金懸砂防堰堤群 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 288
ろっこうさんけい やまだがわ おおいけがわみぎしけい ここやまさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうおおいけ

六甲山系 山田川 大池川右支渓 古々山砂防堰堤 神戸市 北区 山田町大池 砂防堰堤工 120
ろっこうさんけい やまだがわ おおいけみやまだいがわ おおいけみやまひがしさぼうえんてい こうべし きたく おおいけみやまだい

六甲山系 山田川 大池見山台川 大池見山東砂防堰堤 神戸市 北区 大池見山台 砂防堰堤工 134
ろっこうさんけい しんみなとがわ からすはらがわ きくすいやまだいよんさぼうえんてい こうべし ひょうごく からすはらちょう

六甲山系 新湊川 烏原川 菊水山第四砂防堰堤 神戸市 兵庫区 烏原町 砂防堰堤工 130
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいさんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第三砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 135
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいよんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第四砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 136
ろっこうさんけい とががわ おばのやまひがしさぼうえんてい こうべし なだく しのはら

六甲山系 都賀川 伯母野山東砂防堰堤 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 288
ろっこうさんけい しゅくがわ なべたにさぼうえんてい にしのみやし じゅうりんじ

六甲山系 夙川 鍋谷砂防堰堤 西宮市 鷲林寺 砂防堰堤工 238
ろっこうさんけい とががわ ろっこうがわ とがだにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはら

六甲山系 都賀川 六甲川 都賀谷砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 100
ろっこうさんけい すみよしがわ じごくだに もみじだにだいごさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしだい

六甲山系 住吉川 地獄谷 紅葉谷第五砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉台 砂防堰堤工 164
ろっこうさんけい とががわ おおつきがわ ひやなぎだいにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはらなかやま

六甲山系 都賀川 大月川 日柳第二砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原仲山 砂防堰堤工 206
ろっこうさんけい すみよしがわ おおつきだに こうじんやまにしさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしやまて９ちょうめ

六甲山系 住吉川 大月谷 荒神山西砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉山手９丁目 砂防堰堤工 197
ろっこうさんけい やまだがわ ひだりしけい ごいけだにかりゅうさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 山田川 左支渓 五池谷下流砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 33
ろっこうさんけい やまだがわ ひだりしけい ごいけだにじょうりゅうさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 山田川 左支渓 五池谷上流砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 33
ろっこうさんけい やまだがわ みのたにがわごいけだに ごいけだにみなみさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 山田川 箕谷川五池谷 五池谷南砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 33
ろっこうさんけい ふなさかがわ ひだりしけい にしふなさかさぼうえんてい にしのみやし やまぐちちょう ふなさか

六甲山系 船坂川 左支渓 西船坂砂防堰堤 西宮市 山口町 船坂 砂防堰堤工 33
ろっこうさんけい あしやがわ こうざがわ おくやまもりさぼうえんてい あしやし おくやま

六甲山系 芦屋川 高座川 奥山森砂防堰堤 芦屋市 奥山 砂防堰堤工 33
ろっこうさんけい たかはしがわ ふろのかわ ほくらだいにさぼうえんていかいちく こうべし ひがしなだく もとやまちょう

六甲山系 高橋川 風呂之川 保久良第二砂防堰堤改築 神戸市 東灘区 本山町 砂防堰堤工 197

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　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわさし たかとりやまさぼうえんていかいちく こうべし すまく みょうほうじ

六甲砂防 砂防 六甲山系 妙法寺川 妙法寺川左支 高取山砂防堰堤改築 神戸市 須磨区 妙法寺 砂防堰堤工 148
ろっこうさんけい しんみなとがわ てんのうだにがわさし みずのみだいにさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 新湊川 天王谷川左支 水呑第二砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 161
ろっこうさんけい てんじょうがわ おおたにがわ にらくじょうりゅうさぼうえんていかいちく こうべし ひがしなだく もとやまちょうおかもと

六甲山系 天上川 大谷川 二楽上流砂防堰堤改築 神戸市 東灘区 本山町岡本 砂防堰堤工 206
ろっこうさんけい やまだがわ やまだがわ きたのみねさぼうえんていかいちいく こうべし きたく やまだちょうかみたにがみ

六甲山系 山田川 山田川 北の嶺砂防堰堤改築 神戸市 北区 山田町上谷上 砂防堰堤工 189
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ すわやまだいにさぼうえんてい こうべし ちゅうおうく こうべこうぢかたくちいちりやま

六甲山系 宇治川 宇治川 諏訪山第二砂防堰堤 神戸市 中央区 神戸港地方口一里山 砂防堰堤工 30
ろっこうさんけい しゅくがわ しゅくがわ しゅくがわぐりーんべると にしのみやし くらくえんちょう

六甲山系 夙川 夙川 夙川グリーンベルト 西宮市 苦楽園町ほか 斜面対策工 21
ろっこうさんけい あしやがわ あしやがわ あしやがわぐりーんべると あしやし さんじょうちょう

六甲山系 芦屋川 芦屋川 芦屋川グリーンベルト 芦屋市 三条町ほか 斜面対策工 21
ろっこうさんけい たかはしがわ たかはしがわ たかはしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 高橋川 高橋川 高橋川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 376
ろっこうさんけい てんじょうがわ てんじょうがわ てんじょうがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 天上川 天上川 天上川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 217
ろっこうさんけい すみよしがわ すみよしがわ すみよしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 住吉川 住吉川 住吉川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 131
ろっこうさんけい いしやがわ いしやがわ いしやがわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 石屋川 石屋川 石屋川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 171
ろっこうさんけい とががわ とががわ とががわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 都賀川 都賀川 都賀川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 264
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ しんみなとがわぐりーんべると こうべし ながたく

六甲山系 新湊川 新湊川 新湊川グリーンベルト 神戸市 長田区 斜面対策工 21
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわ みょうほうじがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 妙法寺川 妙法寺川 妙法寺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 21
ろっこうさんけい しんいくたがわ しんいくたがわ しんいくたがわぐりーんべると こうべし ちゅうおうく

六甲山系 新生田川 新生田川 新生田川グリーンベルト 神戸市 中央区 斜面対策工 21
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ うじがわぐりーんべると こうべし ひょうごく

六甲山系 宇治川 宇治川 宇治川グリーンベルト 神戸市 兵庫区 斜面対策工 21
ろっこうさんけい さかいがわ さかいがわ さかいがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 堺川 堺川 堺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 21

合計 ３５箇所 4,538

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



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 かこがわ かもうちがわ たんばし ひかみちょう けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 加古川 鴨内川 丹波市 氷上町 渓流保全工 20

小計 １箇所 20

事業間連携 まるやまがわ ひらたがわ とよおかし いずしちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 円山川 平田川 豊岡市 出石町 砂防堰堤工 120

まるやまがわ たかせがわ あさごし わだやまちょう さぼうえんていこう

円山川 高瀬川 朝来市 和田山町 砂防堰堤工 120

まるやまがわ かんだきがわ やぶし ながの さぼうえんていこう

円山川 カンダキ川 養父市 長野 砂防堰堤工 140

よどがわ かしはらひがしだにがわ かわべぐん いながわちょう かしはら さぼうえんていこう

淀川 柏原東谷川 川辺郡 猪名川町 柏原 砂防堰堤工 100

かこがわ ふみむろたにがわ たんばし あおがきちょう さぼうえんていこう

加古川 文室谷川 丹波市 青垣町 砂防堰堤工 100

かこがわ かみゆりがわ たんばし ひかみちょう さぼうえんていこう

加古川 上油利川 丹波市 氷上町 砂防堰堤工 50

かこがわ おくやまがわ たんばし かいばらちょう さぼうえんていこう

加古川 奥山川 丹波市 柏原町 砂防堰堤工 100

かこがわ とびよしたにがわ たんばささやまし みやしろ さぼうえんていこう

加古川 飛吉谷川 丹波篠山市 宮代 砂防堰堤工 100

かこがわ ふどうがたにがわ にしわきし くろだしょうちょう さぼうえんていこう

加古川 不動ヶ谷川 西脇市 黒田庄町 砂防堰堤工 110

かこがわ みつもりたにがわ たかぐん たかちょう かみく さぼうえんていこう

加古川 三ツ森谷川 多可郡 多可町 加美区 砂防堰堤工 12

いぼがわ たきたにがわ ひめじし やすとみちょう さぼうえんていこう

揖保川 滝谷川（２） 姫路市 安富町 砂防堰堤工 40

いぼがわ おばながわ しそうし やまさきちょう さぼうえんていこう

揖保川 尾鼻川（１） 宍粟市 山崎町 砂防堰堤工 10

いぼがわ うえのたにがわ しそうし やまさきちょう さぼうえんていこう

揖保川 上ノ谷川 宍粟市 山崎町 砂防堰堤工 20

きしだがわ おくがわ みかたぐん しんおんせんちょう くまだに さぼうえんていこう

岸田川 奥川 美方郡 新温泉町 熊谷 砂防堰堤工 65

きしだがわ あかさきがわ みかたぐん しんおんせんちょう あかさき さぼうえんていこう

岸田川 赤崎川 美方郡 新温泉町 赤崎 砂防堰堤工 60

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（兵庫県　1/4）

事業区分 所在地水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

きしだがわ ささんべがわ みかたぐん しんおんせんちょう くまだに さぼうえんていこう

岸田川 ササンベ川 美方郡 新温泉町 熊谷 砂防堰堤工 65

やだがわ なかみちかわ みかたぐん かみちょう おじろく さぼうえんていこう

矢田川 中道川 美方郡 香美町 小代区 砂防堰堤工 80

やだがわ おおぬかがわ みかたぐん かみちょう むらおかく さぼうえんていこう

矢田川 大糠川 美方郡 香美町 村岡区 砂防堰堤工 5

むこがわ みちくたにがわ たんばささやまし いぬかい さぼうえんていこう

武庫川 道久谷川 丹波篠山市 犬飼 砂防堰堤工 10

むこがわ たかすぎがわ さんだし たかすぎ さぼうえんていこう

武庫川 高次川（２） 三田市 高次 砂防堰堤工 90

いちかわ てらのうえがわ あさごし いくのちょう さぼうえんていこう

市川 寺の上川 朝来市 生野町 砂防堰堤工 8

いちかわ おかざきがわ かんざきぐん かみかわちょう にいの さぼうえんていこう

市川 岡崎川 神崎郡 神河町 新野 砂防堰堤工 40

いちかわ みたにがわ かんざきぐん かみかわちょう みなみおだ さぼうえんていこう

市川 三谷川 神崎郡 神河町 南小田 砂防堰堤工 32

いちかわ やまだしもたにがわ かんざきぐん かみかわちょう やまだ さぼうえんていこう

市川 山田下谷川 神崎郡 神河町 山田 砂防堰堤工 5

いちかわ にしやまがわ あさごし いくのちょう さぼうえんていこう

市川 西山川 朝来市 生野町 砂防堰堤工 5

ゆめさきがわ こせばたがわ ひめじし ゆめさきちょう さぼうえんていこう

夢前川 古瀬畑川 姫路市 夢前町 砂防堰堤工 160

おこくがわ すがはらちょう　がわ あいおいし すがはらちょう さぼうえんていこう

苧谷川 菅原町２川 相生市 菅原町 砂防堰堤工 150

ちくさがわ といのたにがわ しそうし ちくさちょう さぼうえんていこう

千種川 樋の谷川 宍粟市 千種町 砂防堰堤工 190

ちくさがわ そらやまがわ しそうし ちくさちょう さぼうえんていこう

千種川 空山川 宍粟市 千種町 砂防堰堤工 100

ちくさがわ あおきがわ さようぐん さようちょう にししもの さぼうえんていこう

千種川 青木川 佐用郡 佐用町 西下野 砂防堰堤工 5

すもとがわ みやけがわ みなみあわじし やまぞえ さぼうえんていこう

洲本川 三宅川 南あわじ市 山添 砂防堰堤工 20

あわじふつう はまかわ あわじし かまぐち さぼうえんていこう

淡路普通 浜川 淡路市 釜口 砂防堰堤工 60

小計 ３２箇所 2,172

３３箇所 2,192合計

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（兵庫県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 にしほんむら みなみあわじし つい まちうけようへきこう

砂防等事業 西本村 南あわじ市 津井 待受擁壁工 67

しもあきさと さようぐん さようちょう しもあきさと まちうけようへきこう

下秋里（２） 佐用郡 佐用町 下秋里 待受擁壁工 45

いわや かんざきぐん かみかわちょう いわや まちうけようへきこう

岩屋（１） 神崎郡 神河町 岩屋 待受擁壁工 95

たんひがし あこうぐん かみごおりちょう やまのさと まちうけようへきこう

丹東（２） 赤穂郡 上郡町 山野里 待受擁壁工 95

はせ かんざきぐん かみかわちょう はせ まちうけようへきこう

長谷（１） 神崎郡 神河町 長谷 待受擁壁工 152

だいがんじ さようぐん さようちょう えんのうじ まちうけようへきこう

大願寺（３） 佐用郡 佐用町 円応寺 待受擁壁工 48

はやしざき さようぐん さようちょう はやしざき まちうけようへきこう

林崎（２） 佐用郡 佐用町 林崎 待受擁壁工 90

７箇所 592
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

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（兵庫県　3/4）



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 いぼがわ たかのがわ しそうし いちのみやちょう けいりゅうほぜんこう

砂防事業 揖保川 高野川 宍粟市 一宮町 渓流保全工 60

１箇所 60

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（兵庫県　4/4）

合計



近畿地方整備局（兵庫県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 東播海岸 神戸市
こ う べ し

、明石市
あ か し し

674

兵庫県　計 674

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：兵庫県 （単位：千円）

神戸駅周辺地区（神戸駅南地区）下水
道床上浸水対策事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

9,120 4,560

計 9,120 4,560

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

新川（新川排水機場）　特定構
造物改築事業（1-A1-1）

2,000

東川（東川排水機場）　特定構
造物改築事業（1-A1-2)

2,000

水田川（水田川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-4)

50,000

市川（市川潮止堰）　特定構造
物改築事業（1-A1-6）

29,000

野田川（野田川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-7)

35,000

野田川（野田川水門）　特定構
造物改築事業（1-A1-8)

24,000

大谷川（大谷川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-10）

5,000

加里屋川（加里屋川排水機
場）　特定構造物改築事業（1-
A1-12)

23,000

加里屋川（加里屋川水門）　特
定構造物改築事業（1-A1-13）

3,000

加里屋川放水路（加里屋川放
水路排水機場）　特定構造物
改築事業（1-A1-14)

6,000

塩屋川（塩屋川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-17)

13,000

塩屋川（塩屋川防潮水門）　特
定構造物改築事業（1-A1-18)

4,000

富島川（富島川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-19)

5,000

孫太川（孫太川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-23)

2,000

倭文川（倭文川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-24)

1,000

入貫川（入貫川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-25）

8,000

昆陽川捷水路（昆陽川捷水路
排水機場）　特定構造物改築
事業（1-A1-26)

28,000

庄下川（松島排水機場）　特定
構造物改築事業（1-A1-27)

4,000

東川（東川水門）　特定構造物
改築事業（1-A1-31)

10,000

八家川（八家川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-32)

2,000

曇川（曇川排水機場）　特定構
造物改築事業（1-A1-33)

2,000

洗戎川（洗戎川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-34)

9,000

淀川水系猪名川　広域河川改
修事業（1-A1-42)

166,000 140,000

加古川水系別府川　広域河川
改修事業（1-A1-43)

5,000 5,000

法華山谷川水系法華山谷川
広域河川改修事業（1-A1-44)

100,000 40,000

市川水系市川　広域河川改修
事業（1-A1-45)

180,000 175,000

千種川水系千種川　広域河川
改修事業（1-A1-46)

80,000 15,000

大阪地区　地震・高潮対策河
川事業（1-A1-49）

32,000

西播・中播圏域　総合流域防
災事業（1-A1-47)

50,000 50,000

加古川圏域　総合流域防災事
業（1-A1-48)

15,000

895,000 425,000

[重点計画]
頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防
災・安全）緊急対策

小計

兵庫県

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



2,330,000 900,000

30,000

27,000

183,000

3,465,000 1,325,000

※ 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]
高砂市の防災と安全を実現する下水道・河川の連携（防災・安全）（２）

[一般計画]
丹波市における快適な生活環境の実現

[一般計画]
神戸市における浸水対策の推進（防災・安全）

[一般計画]
頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（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）。



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

阪神・淡路圏域総合流域防災
事業（有馬川）

兵庫県 29,000

29,000

29,000 0

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　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
兵庫県における河川環境の保全及び創出（重点）

小計

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）。

※ 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。



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

大谷川通常砂防事業 2,500

下宮垣川通常砂防事業 55,000 55,000

石原川通常砂防事業 27,500

平谷川通常砂防事業 2,500

若宮川通常砂防事業 90,000

小坂川通常砂防事業 15,000 15,000

高屋東川通常砂防事業 2,500

鍛冶屋川通常砂防事業 2,500

三原南谷川通常砂防事業 2,500

太田川左支系第３川通常砂防
事業

2,500

上溝谷川通常砂防事業 6,000

雨森山南谷川通常砂防事業 40,000

平井小谷川通常砂防事業 5,000

南多田田中谷川通常砂防事
業

5,000

野田川通常砂防事業 5,000

岩崎川通常砂防事業 45,000

丁田谷川通常砂防事業 55,000

ｶﾂｶ谷右支渓通常砂防事業 50,000

湯の郷川通常砂防事業 2,500

ウバガ谷川通常砂防事業 2,500

南山谷川通常砂防事業 15,000

福田川（１）通常砂防事業 1,500

松尾川通常砂防事業 1,500

小又川（１）通常砂防事業 1,000

上計川（1）通常砂防事業 30,000

上計川（２）通常砂防事業 500

中宮北谷川通常砂防事業 1,000

中尾谷川通常砂防事業 100,000

中の谷川左支渓通常砂防事
業

30,000

ウルシ谷川通常砂防事業 5,000

旭6川通常砂防事業 30,000

旭7川通常砂防事業 60,000

東町２川通常砂防事業 2,500

兵庫県[重点計画]
兵庫県における土砂災害対策の推進（防災・安全）
（重点）

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



奥休治川通常砂防事業 2,500

大鹿谷川通常砂防事業 2,500

新生田川05緊急改築事業 47,000

船坂川緊急改築事業 40,000

馬頭川緊急改築事業 15,000

井笹堰堤緊急改築事業 2,500

下塚（１）急傾斜地崩壊対策事
業

2,375

秋葉台（２）急傾斜地崩壊対策
事業

90,000 90,000

出合（２）急傾斜地崩壊対策事
業

67,500 67,500

西急傾斜地崩壊対策事業 13,775 13,775

桃島（１）（１）急傾斜地崩壊対
策事業

950

万葉台急傾斜地崩壊対策事
業

9,500 9,500

小谷急傾斜地崩壊対策事業 2,250

内海（6）急傾斜地崩壊対策事
業

2,250

山田（２）急傾斜地崩壊対策事
業

2,375

岡（１）急傾斜地崩壊対策事業 28,500 28,500

戸谷急傾斜地崩壊対策事業 47,500 47,500

北之町急傾斜地崩壊対策事
業

47,500

目坂（２）急傾斜地崩壊対策事
業

47,500

1,167,975 326,775

2,940,275 40,000

110,000

4,218,250 366,775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]　兵庫県における土砂災害対策の推進（防災・安全）

小計

[一般計画]　土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（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）。



SP作成イメージ

兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

淡路海岸　海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

兵庫県 110,000 0

110,000 0

217,000 161,000

327,000 161,000

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　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

※ 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]
南海トラフ地震等に備える地震・津波対策の推進（防
災・安全）

小計

[一般計画]　安全・安心な兵庫の海岸づくり（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）。



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
施設の長寿命化と防災・減災対策に向けた下水道の整備（防災・安全）

兵庫県 7,180,000 1,942,640

[重点計画]
神戸市公共下水道事業　～浸水に強い安全なまちづくり～
（防災・安全）（重点計画）

神戸市 684,295 194,663

[一般計画]　神戸市公共下水道事業～安全・安心のまちづくり～（防災・安全） 神戸市 3,738,095 469,185

[一般計画]　姫路市における循環のみち実現に向けた安全・防災対策（３）（防災・
安全）

姫路市 1,048,000 0

[重点計画]　姫路市における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画） 姫路市 1,608,000 13,200

[一般計画]　尼崎市における安全・安心のための下水道整備（２）（防災・安全） 尼崎市 3,101,000 51,840

[一般計画]
明石市公共下水道　～「安心・安全のまちづくり」と「安定した機能の維持」～（２）
（防災・安全）

明石市 372,000 0

[重点計画]
西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（２）（防災・安全）（重点計画）

西宮市 80,000 0

[一般計画]　西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（２）（防災・安全） 西宮市 2,797,000 213,000

[重点計画]　洲本市における防災・減災対策の推進（３）（防災・安全）（重点計画） 洲本市 99,000 0

[一般計画]　洲本市における防災・減災対策の推進（３）（防災・安全） 洲本市 85,000 0

[一般計画]　芦屋市における市街地の浸水及び地震対策（２）（防災・安全） 芦屋市 112,800 0

[一般計画]
伊丹市における市街地の浸水対策、老朽施設等の改築（R2‐R6）（防災・安全）

伊丹市 341,000 1,400

[一般計画]　下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（２）（防災・安全） 相生市 164,000 0

[一般計画]
コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の防災・安全・安心基盤整備（３）
（防災・安全）

豊岡市 756,400 0

[一般計画]　加古川市における下水道の安全・安心の推進（３）（防災・安全） 加古川市 331,000 0

[一般計画]　赤穂市における循環のみちの実現（３）（防災・安全） 赤穂市 314,000 160,000

[一般計画]
西脇市における快適な暮らしの安全を守り、安心が実感できる
まちづくりの推進（２）（防災・安全）

西脇市 109,000 0

[一般計画]
宝塚市における浸水対策と下水道施設等の老朽化対策と耐震化の推進
（防災・安全）

宝塚市 30,000 0

[一般計画]　三木市における安全・安心な下水道施設の構築（３）（防災・安全） 三木市 82,000 0

[重点計画]
高砂市の防災と安全を実現する下水道の推進（防災・安全）（２）（重点計画）

高砂市 219,992 0

[一般計画]　高砂市の防災と安全を実現する下水道・河川の連携（防災・安全）（２） 高砂市 197,995 0

[一般計画]
川西市域における流域一体となった総合的な汚水・浸水対策の推進(2)(防災・安全)

川西市 256,000 34,600

[重点計画]　小野市における水環境の整備（2）（防災・安全）（重点計画） 小野市 136,000 81,600

[一般計画]　次世代に引き継ぐ三田の下水道に向けて（３）（防災・安全） 三田市 37,500 0

[一般計画]　加西市における下水道施設の安心・安全まちづくり(2)（防災・安全） 加西市 30,000 0

[一般計画]　丹波篠山市における災害のないまちづくりの実現(3)（防災・安全） 丹波篠山市 144,178 0

[一般計画]
養父市における効率的な施設改築による健全運営の実現（防災・安全）

養父市 68,000 0

[一般計画]　淡路市下水道再構築・資質向上（３）（防災・安全） 淡路市 70,100 0

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



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

計画名 事業実施主体

想定国費

[一般計画]　宍粟市における良好な水環境の創出（２）(防災・安全) 宍粟市 51,000 0

[一般計画]　たつの市下水道整備事業(3)（防災・安全） たつの市 153,000 0

[一般計画]　猪名川町水環境再生施設整備事業（２）（防災・安全） 猪名川町 200 0

[一般計画]　多可町における持続可能な下水道の整備(2)（防災・安全） 多可町 126,000 0

[一般計画]
稲美町における雨水の有効利用による水循環の改善（３）（防災・安全）

稲美町 1,200 0

[重点計画]　播磨町における循環のみちの実現（３）（防災・安全）（重点計画） 播磨町 40,100 7,714

[一般計画]　播磨町における循環のみちの実現（３）（防災・安全） 播磨町 100 0

[重点計画]
福崎町における安全でうるおいのあるまちづくり（防災・安全）（重点計画）

福崎町 160,000 72,000

[一般計画]　福崎町における安全でうるおいのあるまちづくり（防災・安全） 福崎町 40,000 0

[重点計画]
太子町における安全・安心のための下水道整備の推進（防災・安全）（重点計画）

太子町 75,000 45,000

[一般計画]
太子町における快適な暮らしを実現する下水道整備の推進（防災・安全）

太子町 7,100 0

[一般計画]　上郡町における安全安心で快適な都市環境の創出（防災・安全）（2） 上郡町 18,000 0

[一般計画]　新温泉町における持続可能な下水道施設の改築更新（防災・安全） 新温泉町 12,500 0

[一般計画]
播磨高原広域事務組合における長寿命化対策による改築更新事業（その２）
（防災・安全）

播磨高原広域事務組合（事業
会計分）

15 0

24,876,570 3,286,842

※ 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



兵庫県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　良好な水環境の創造に向けた下水道の整備 兵庫県 318,000 0

[一般計画]
神戸市公共下水道事業～ひと・都市・地球環境を守り育てる下水道を目指して～

神戸市 749,050 0

[重点計画]　姫路市における循環のみち実現（３）（重点計画） 姫路市 300,000 0

[一般計画]　姫路市における循環のみち実現（３） 姫路市 55,000 0

[一般計画]
明石市公共下水道　～「快適な暮らしへの貢献」と「良好な水環境の創出」～（２）

明石市 2,500 0

[重点計画]　浸水対策の推進と良好な洲本市の水環境形成（２）（重点計画） 洲本市 210,000 0

[一般計画]　下水処理施設の効率的な運営のための施設計画策定事業 相生市 17,000 0

[一般計画]　コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の安全・安心基盤整備（３） 豊岡市 307,700 0

[重点計画]　加古川市における安心で快適な暮らしを支える下水道（重点計画） 加古川市 174,000 0

[一般計画]　赤穂市における循環のみちの実現（３） 赤穂市 14,000 0

[重点計画]　西脇市における持続可能な生活環境基盤の整備 西脇市 17,500 0

[一般計画]　三木市における下水道の効率的な事業の推進（２） 三木市 13,000 0

[一般計画]　高砂市における循環のみちの実現（３） 高砂市 500 0

[一般計画]　川西市域における流域一体となった総合的な汚水・浸水対策の推進
(2)

川西市 14,000 0

[一般計画]　小野市における水環境の整備（２） 小野市 10,000 0

[一般計画]　小野市における水環境の整備（３） 小野市 100,000 0

[一般計画]　三田市における循環のみちの実現（３） 三田市 11,710 0

[一般計画]　加西市における良好な水環境のまちづくり（３） 加西市 10,000 0

[一般計画]　丹波篠山市における下水道健全経営の実現(3) 丹波篠山市 41,126 0

[一般計画]　養父市における下水道効率化による健全運営の実現 養父市 45,000 0

[一般計画]　丹波市における快適な生活環境の実現（３） 丹波市 157,000 0

[一般計画]　南あわじ市次代へつなぐ持続可能な下水道の構築と長寿命化対策 南あわじ市 344,270 0

[一般計画]
朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた
整備計画　【２】

朝来市 23,000 0

[一般計画]　淡路市における循環のみち実現（３） 淡路市 129,200 0

[一般計画]　宍粟市における循環のみち実現 宍粟市 2,500 0

[重点計画]　加東市における持続可能な効率的汚水処理整備計画（重点計画） 加東市 224,000 0

[一般計画]　たつの市下水道整備事業（3） たつの市 125,000 0

[一般計画]　多可町における持続可能な水環境の整備(2) 多可町 6,000 0

[一般計画]　稲美町における雨水の有効利用による水循環の改善（３） 稲美町 15,000 0

[一般計画]　播磨町における循環のみちの実現（３） 播磨町 4,590 0

[一般計画]　市川町における環境に配慮した快適な生活環境の推進 市川町 250,000 0

[一般計画]　兵庫のまんなかで守ろう残そう循環のみち、キラリと光る
神河町の実現（その２）

神河町 52,300 0

[一般計画]　佐用町における循環のみちの実現（3） 佐用町 319,550 0

[一般計画]　香美町における循環のみちの実現（３） 香美町 55,000 0

4,117,496 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。

合計

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]

計画名 事業実施主体

想定国費


