
福 島 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 640　
こおりやまし

郡山市

阿賀野川 阿賀川 一般河川改修事業 899　
き た か た し ゆがわむら

喜多方市、湯川村

阿武隈川 阿武隈川上流 河川維持修繕事業 854　
やぶきまち たまかわむら だ て し

矢吹町、玉川村～伊達市

阿賀野川 阿賀川 河川維持修繕事業 163　
あいづみさとまち あいづわかまつし きたかたし あいづばんげまち

会津美里町、会津若松市～喜多方市、会津坂下町

（※）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。



令和２年度補正予算　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 500　
こおりやまし

郡山市

阿武隈川 塩野川 大規模特定河川事業 220　
だ て し

伊達市

阿武隈川 濁川 大規模特定河川事業 400　
ふ く し ま し

福島市

阿武隈川 谷田川 大規模特定河川事業 1,000　
こおりやまし

郡山市

阿賀野川 只見川 大規模特定河川事業 640　
かねやままち

金山町

夏井川 右支夏井川 大規模特定河川事業 260　
お の ま ち

小野町



福島県

　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 阿賀野川大川ダム 100

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ まつかわ まえかわ まえかわだい１さぼうえんてい ふくしまし おおざそう

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川 松川 前川 前川第１砂防堰堤 福島市 大笹生 砂防堰堤工 350

合計 1 箇所 350

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福島県　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



令和２年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（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 はいすいとんねるこう

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 100

１箇所 100

所在地

合計



令和２年度第３次補正予算　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）

246,200 123,100

計 246,200 123,100

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ あらかわ しおのかわ しおのかわだい８さぼうえんてい ふくしまし さはら

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川 荒川 塩の川 塩の川第８砂防堰堤 福島市 佐原 砂防堰堤工 350
あぶくまがわ すかわ あまどがわ あまどがわだい２さぼうえんてい ふくしまし ざいにわさか

阿武隈川 須川 天戸川 天戸川第２砂防堰堤 福島市 在庭坂 砂防堰堤工 150

合計 2 箇所 500

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（福島県　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



防災・安全交付金（河川事業）

福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

A1-12　阿武隈川水系東根
川流域治水対策事業

67,500

A1-13　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（伝樋川）

45,000

A1-15　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（蛭川）

15,000

A1-35阿武隈川水系八反田
川外広域河川改修事業

35,000

A1-36阿武隈川水系小浜川
外広域河川改修事業

70,000

A1-16　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（百日川）

65,000

A1-47　阿武隈川水系濁川
外広域河川改修事業

30,000

A1-1　阿武隈川水系広瀬川
広域河川改修事業

70,000

A1-45　阿武隈川水系安達
太良川外広域河川改修事業

360,000

A1-54　阿武隈川水系五百
川外広域河川改修事業

50,000

A1-43　阿武隈川水系滝川
外広域河川改修事業

115,000

A1-49　阿武隈川水系佐久
間川外広域河川改修事業

25,000

A1-56　阿武隈川水系安達
太田川外広域河川改修事業

55,000

A1-114 阿武隈川水系石田
川外広域河川改修事業

25,000

A1-23　阿武隈川水系桜川
広域河川改修事業（桜川）

15,000

A1-14　阿武隈川水系滑川
広域河川改修事業

50,000

A1-9　阿武隈川水系大滝根
川広域河川改修事業（大滝
根川）

37,500

A1-28　阿武隈川水系今出
川・北須川広域河川改修事

260,000

A1-10　阿武隈川水系大滝
根川広域河川改修事業（谷
田川）

35,000

A1-58　阿武隈川水系釈迦
堂川外広域河川改修事業

15,000

A1-115 阿武隈川水系取上
川外広域河川改修事業

5,000

A1-65　阿武隈川水系矢武
川外広域河川改修事業

10,000

A1-116 阿武隈川水系谷津
田川外広域河川改修事業

25,000

A1-2　久慈川水系久慈川広
域河川改修事業

110,000

A1-67　久慈川水系川上川
外広域河川改修事業

25,000

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）



A1-66　阿武隈川水系藤野
川外広域河川改修事業

10,000

A1-117 阿武隈川水系黄金
川外広域河川改修事業

10,000

A1-64　阿武隈川水系社川
外広域河川改修事業

35,000

A1-118 那珂川水系黒川外
広域河川改修事業

75,000

A1-26　阿賀野川水系只見
川広域河川改修事業

115,000

A1-3　阿賀野川水系湯川広
域河川改修事業（旧湯川）

140,500

A1-38阿賀野川水系藤川外
広域河川改修事業

75,000

A1-20　阿賀野川水系田付
川広域河川改修事業

25,000

A1-24　阿賀野川水系長瀬
川広域河川改修事業（長瀬

69,000

A1-29　阿賀野川水系濁川
広域河川改修事業

50,000

A1-119 阿賀野川水系高橋
川外広域河川改修事業

15,000

A1-74　阿賀野川水系一ノ戸
川外広域河川改修事業

90,000

A1-73　阿賀野川水系滝尻
川外広域河川改修事業

75,000

A1-120 阿賀野川水系境見
川外広域河川改修事業

5,000

A1-69　阿賀野川水系阿賀
川外広域河川改修事業

100,000

A1-77　阿賀野川水系舘岩
川外広域河川改修事業

25,000

A1-78　阿賀野川水系伊南
川外広域河川改修事業

139,500

A1-121 阿賀野川水系叶津
川外広域河川改修事業

15,000

A1-122 阿賀野川水系舟岐
川外広域河川改修事業

25,000

A3-16 阿武隈川水系八反田
川外応急対策事業（河川構
造物）

86,000

A3-17 阿武隈川水系佐久間
川外応急対策事業（河川構
造物）

50,000

A3-18 阿武隈川水系白岩川
外応急対策事業（河川構造
物）

50,000

A3-19 阿武隈川水系逢瀬川
外応急対策事業（河川構造
物）

77,000

A3-20 阿武隈川水系大滝根
川外応急対策事業（河川構
造物）

66,500

A3-21 阿武隈川水系釈迦堂
川外応急対策事業（河川構
造物）

61,500

A3-22 鮫川水系鮫川外応急
対策事業（河川構造物）

43,000

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）

福島県



A3-23 阿武隈川水系阿武隈
川外応急対策事業（河川構
造物）

83,000

A3-24 久慈川水系久慈川外
応急対策事業（河川構造物）

41,000

A3-25 阿賀野川水系氷玉川
外応急対策事業（河川構造
物）

57,500

A3-26 阿賀野川水系滝谷川
外応急対策事業（河川構造
物）

66,500

A3-27 阿賀野川水系鬼光頭
川外応急対策事業（河川構
造物）

85,000

A3-28 阿賀野川水系長瀬川
外応急対策事業（河川構造
物）

39,000

A3-29 阿賀野川水系阿賀川
外応急対策事業（河川構造
物）

60,000

A3-30 阿賀野川水系蒲生川
外応急対策事業（河川構造
物）

64,000

A3-31 小高川水系小高川外
応急対策事業（河川構造物）

48,000

A3-32 請戸川水系請戸川外
応急対策事業（河川構造物）

75,000

A3-33 夏井川水系新川外応
急対策事業（河川構造物）

89,000

A3-34 鮫川水系鮫川外応急
対策事業（河川構造物）

35,000

A3-35 阿賀野川水系猪苗代
湖（十六橋水門）応急対策事
業（河川構造物）

20,000

A1-17　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（徳定川）

郡山市 72,000

A1-18　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（愛宕川）

郡山市 1,000

A1-30　阿武隈川圏域総合
流域防災事業（笹平川）

須賀川市 160,000

- 計 4,139,000
堰堤改良事業（高柴ダム） 148,368
堰堤改良事業（四時ダム） 125,020
堰堤改良事業（真野ダム） 17,676
堰堤改良事業（堀川ダム） 28,896
堰堤改良事業（木戸ダム） 32,040
堰堤改良事業（東山ダム） 12,000

- 計 364,000

4,503,000

※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

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

福島県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西田面沢通常砂防事業 福島県 20,000
備前作通常砂防事業 福島県 22,000
慶山沢通常砂防事業 福島県 15,000
院内沢通常砂防事業 福島県 20,000
坊が沢通常砂防事業 福島県 10,000
熱塩沢通常砂防事業 福島県 15,000
宮ノ沢通常砂防事業 福島県 50,000
阿武隈川圏域総流防事業
（緊急改築・坊田沢外）

福島県 102,900

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・蛇沢川外）

福島県 112,100

久慈川圏域総流防事業（緊
急改築・台宿沢外）

福島県 143,000

いわき・相双圏域総流防事
業（緊急改築・九竜川外）

福島県 75,000

阿武隈川圏域総流防事業
（緊急改築・須川１）

福島県 7,500

阿武隈川圏域総流防事業
（緊急改築・松川１）

福島県 7,500

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・加藤谷川）

福島県 10,000

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・西根川）

福島県 10,000

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・渡実川）

福島県 25,000

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・栗生沢川）

福島県 25,000

阿賀野川圏域総流防事業
（緊急改築・村杉外）

福島県 100,000

福島県総流防事業（長寿命
化計画）

福島県 15,000

- 計 785,000
大石沢通常砂防事業 福島県 50,000
下泉沢通常砂防事業 福島県 15,000
長沢通常砂防事業 福島県 25,000
沼尻沢右支通常砂防事業 福島県 15,000
諏訪沢通常砂防事業 福島県 50,000
阿賀野川圏域総流防事業
（砂防・御伊勢の宮沢）

福島県 25,000

土砂災害ハザードマップ作
成支援業務

福島県 50,000

土砂災害危機意識向上事業 福島県 10,000
土砂災害警戒区域標識設置
事業

福島県 30,000

久慈川圏域総流防事業（土
砂・洪水氾濫対策計画）

福島県 52,000

藤沢地区地すべり対策事業 福島県 125,000
- 計 447,000

1,232,000

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）

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）

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

※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（海岸事業（河川））

福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

老朽化対策事業（勿来海岸外）福島県 25,000
- 計 25,000

25,000

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）

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

※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）

福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

阿武隈川上流流域　田村処
理区　処理場　地震対策

福島県 154,000

- 計 154,000
福島市　県北処理区　ポンプ
場　老朽化対策

福島市 12,500

福島市　土湯温泉町処理区
処理場　地震対策

福島市 15,000

福島市　堀河処理区　管渠
等　老朽化対策

福島市 15,000

- 計 42,500
会津若松市　会津若松処理
区　管渠等　地震対策

会津若松市 9,000

会津若松市　会津若松処理
区　処理場　地震対策

会津若松市 16,000

喜多方市　喜多方処理区
処理場　地震対策

喜多方市 57,700

喜多方市　熱塩・山都処理
区　処理場　地震対策

喜多方市 4,000

相馬市　相馬処理区　ポンプ
場　地震対策

相馬市 1,050

南相馬市　原町第一処理区
ポンプ場　地震対策

南相馬市 5,000

南相馬市　原町第一処理区
管渠等　地震対策

南相馬市 33,350

南相馬市　原町第一処理区
処理場　地震対策

南相馬市 205,700

西会津町　野沢処理区　処
理場　地震対策

西会津町 1,500

西会津町　野沢処理区及び
大久保処理区　管渠等　地
震対策

西会津町 500

磐梯町　磐梯処理区　管渠
等　地震対策

磐梯町 1,000

磐梯町　磐梯処理区　処理
場　地震対策

磐梯町 12,500

矢吹町　県中流域　管渠等
地震対策

矢吹町 10,000

棚倉町　棚倉処理区　処理
場　地震対策

棚倉町 15,400

- 計 372,700

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）

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）

福島市の美しい水環境とくらしを守る施策
の推進（防災・安全）

1　ふくしまの美しい水環境とくらしを守る
施策の推進（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

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）

会津若松市　会津若松処理
区　管渠等　流域治水対策

会津若松市 99,000

喜多方市　喜多方・塩川処
理区　ポンプ場　流域治水対
策

喜多方市 5,000

本宮市　高木排水区　ポンプ
場　流域治水対策

本宮市 94,500

本宮市　高木排水区　ポンプ
場　老朽化対策

本宮市 2,000

本宮市　万世排水区　外　ポ
ンプ場　流域治水対策

本宮市 10,500

鏡石町　釈迦堂川第5排水
区　管渠等　流域治水対策

鏡石町 53,000

- 計 264,000
郡山市　大河原排水区　管
渠等　流域治水対策

郡山市 21,900

郡山市　東部第五排水区
管渠等　流域治水対策

郡山市 12,000

郡山市　八雲排水区　管渠
等　流域治水対策

郡山市 7,000

- 計 40,900
郡山市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

郡山市 3,750

- 計 3,750
郡山市　県中処理区　管渠
等　地震対策

郡山市 24,810

- 計 24,810
いわき市　東部処理区　ポン
プ場　老朽化対策

いわき市 262,500

- 計 262,500
いわき市　中部処理区　管
渠等　流域治水対策

いわき市 55,000

いわき市　南部排水区　ポン
プ場　流域治水対策

いわき市 63,000

- 計 118,000

1,283,160

※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

2　ふくしまの雨水対策事業（防災・安全）

郡山市の雨水対策事業（防災・安全）

郡山市の下水道施設の強靭化に関する
事業（防災・安全）

郡山市の美しい水環境とくらしを守る施策
の推進（防災・安全）

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）

2　いわき市の雨水対策事業（防災・安全）

合計



福島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 いわき市 150,000
- 計 150,000

150,000

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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

１　いわき市の下水汚泥等利活用事業

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


