
宮 城 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 400　
わたりちょう

亘理町

名取川 名取川 一般河川改修事業 120　
せんだいし

仙台市

鳴瀬川 鳴瀬川 一般河川改修事業 1,685　
おおさき し ひがしまつしまし まつしままち みさとまち

大崎市、東松島市、松島町、美里町

北上川 北上川下流 一般河川改修事業 2,750　
いしのまきし おお さ き し みさと まち

石巻市、大崎市、美里町

鳴瀬川 鳴瀬川 床上浸水対策特別緊急事業 500　
たいわちょう

大和町

阿武隈川 阿武隈川下流 河川維持修繕事業 560　
まるもりまち か こ う

丸森町～河口

名取川 名取川 河川維持修繕事業 150　
せんだいし な と り し か こ う

仙台市、名取市～河口

鳴瀬川 鳴瀬川 河川維持修繕事業 786　
おおさき し か こ う

大崎市～河口

北上川 北上川下流 河川維持修繕事業 792　
と め し か こ う

登米市～河口

（※）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年度補正予算　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 吉田川 床上浸水対策特別緊急事業 1,750　
たいわちょう

大和町

北上川 南沢川 大規模特定河川事業 100　
と め し

登米市

七北田川 七北田川 大規模特定河川事業 100　
せんだいし

仙台市



宮城県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 阿武隈川七ケ宿ダム 188

多目的ダム建設事業 鳴瀬川鳴瀬川総合開発 668

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



宮城県

　令和２年度補正予算補助ダム事業
（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。

( 170)

河川整備事業費 170 

　治水ダム等建設事業費補助

( 170)

　　建 設 工 事 170 

( 170)

川内沢ダム 170 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ うちかわ しんかわ つちがもりさぼうえんてい いぐぐん まるもりまち いいづか

宮城南部復興 特定緊急砂防 阿武隈川 内川 新川 土ヶ森砂防堰堤 伊具郡 丸森町 飯塚 砂防堰堤工 300

合計 1 箇所 300

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（宮城県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



東北地方整備局（宮城県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

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

250

宮城県　計 250

令和2年度第3次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　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 150　
かくだし しばたまち

角田市、柴田町

（※）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。



東北地方整備局（宮城県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 仙台湾南部海岸
やまもとちょう

山元町 300

宮城県　計 300

令和2年度第3次補正予算（ゼロ国）
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



防災・安全交付金（河川事業）

宮城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

北上川圏域総合流域防災事
業（迫川ほか58河川）

50,000

名取川圏域総合流域防災事
業（広瀬川ほか21河川）

50,000

迫川流域治水対策河川事業 410,000
北上川圏域総合流域防災事
業（迫川ほか58河川）

20,000

名取川圏域総合流域防災事
業（広瀬川ほか21河川）

10,000

阿武隈川圏域総合流域防災
事業（高倉川ほか15河川）

10,000

北上川圏域総合流域防災事
業（迫川ほか58河川）

463,000

名取川圏域総合流域防災事
業（広瀬川ほか21河川）

138,000

阿武隈川圏域総合流域防災
事業（高倉川ほか15河川）

74,000

北上川圏域総合流域防災事
業（迫川ほか58河川）

390,000

名取川圏域総合流域防災事
業（広瀬川ほか21河川）

39,000

阿武隈川圏域総合流域防災
事業（高倉川ほか15河川）

108,000

北上川圏域総合流域防災事
業（迫川ほか58河川）

75,000

樽水ダム堰堤改良事業 69,146
宮床ダム堰堤改良事業 426
漆沢ダム堰堤改良事業 95,425
化女沼ダム堰堤改良事業 8,800
花山ダム堰堤改良事業 8,169
小田ダム堰堤改良事業 2,356
荒砥沢ダム堰堤改良事業 5,147
長沼ダム堰堤改良事業 22,531

- 計 2,049,000

2,049,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

宮城県

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（砂防事業）

宮城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

瀬見原沢通常砂防事業 宮城県 20,000
畑向沢通常砂防事業 宮城県 20,000
人石沢通常砂防事業 宮城県 20,000
北上川圏域総合流域防災事
業（砂防）

宮城県 90,000

松川火山砂防事業 宮城県 275,000
情報基盤整備事業 宮城県 188,000
緊急改築事業 宮城県 59,000
基礎調査 宮城県 90,000

- 計 762,000

762,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

総合的な土砂災害対策のための社会資
本整備（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

宮城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

仙台市　秋保温泉処理区　
処理場　地震対策

仙台市 18,000

仙台市　南蒲生処理区　管
渠等　地震対策

仙台市 234,000

仙台市　南蒲生処理区　管
渠等　老朽化対策

仙台市 193,000

- 計 445,000
石巻市　北上川下流処理区　
管渠等　流域治水対策

石巻市 125,000

石巻市　北上川下流東部処
理区　管渠等　流域治水対
策

石巻市 225,000

塩竈市　仙塩中央処理区　
管渠等　流域治水対策

塩竈市 9,000

多賀城市　仙塩中央処理区　
管渠等　流域治水対策

多賀城市 55,000

大崎市　古川処理区　管渠
等　流域治水対策

大崎市 15,000

大崎市　志田処理区　管渠
等　流域治水対策

大崎市 10,000

大河原町　阿武隈川下流処
理区　管渠等　流域治水対
策

大河原町 76,410

柴田町　阿武隈川下流処理
区　管渠等　流域治水対策

柴田町 58,590

丸森町　阿武隈川下流処理
区　ポンプ場　流域治水対策

丸森町 63,500

- 計 637,500
塩竈市　仙塩中央処理区　
管渠等　地震対策

塩竈市 32,000

登米市　米谷・錦織処理区　
処理場　地震対策

登米市 18,100

岩沼市　阿武隈川下流処理
区　管渠等　地震対策

岩沼市 77,000

山元町　山元処理区　管渠
等　地震対策

山元町 5,000

大和町　黒川処理区　管渠
等　老朽化対策

大和町 5,950

涌谷町　涌谷処理区　処理
場　地震対策

涌谷町 37,900

- 計 175,950

1,258,450

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

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）

宮城県における下水道の防災・安全整備
推進計画（防災・安全）


