
茨 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・茨城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川下流 一般河川改修事業 3,884　

いばらきけん か み す し と ね ま ち

《茨城県》神栖市、利根町
ち ば け ん ち ょ う し し

《千葉県》銚子市

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 6,711　

いばらきけん こ が し ご か ま ち

《茨城県》古河市、五霞町
ぐんまけん お お た し

《群馬県》太田市
とちぎけん と ち ぎ し の ぎ ま ち

《栃木県》栃木市、野木町
さいたまけん く き し か ぞ し はにゅ う し

《埼玉県》久喜市、加須市、羽生市

利根川 鬼怒川 一般河川改修事業 4,196　

いばらきけん も り や し じょうそうし し もつ ま し ち く せ い し

《茨城県》守谷市、常総市、下妻市、筑西市
とちぎけん も お か し う つ の み や し しおやまち

《栃木県》真岡市、宇都宮市、塩谷町

利根川 小貝川 一般河川改修事業 2,148　

と り で し じょうそうし し し し もつ ま し

取手市、常総市、つくばみらい市、つくば市、下妻市、
ち く せい し

筑西市

利根川 常陸利根川 一般河川改修事業 1,845　

いばらきけん い た こ し いなし き し か み す し か し ま し なめがたし

《茨城県》潮来市、稲敷市、神栖市、鹿嶋市、行方市
ち ば け ん か と り し

《千葉県》香取市

那珂川 那珂川 一般河川改修事業 734　
ひたちおおみやし し

常陸大宮市、ひたちなか市

久慈川 久慈川 一般河川改修事業 302　
ひ た ち お お た し

常陸太田市

利根川 利根川下流 河川維持修繕事業 428　
とりでし あびこ し かこう

取手市、我孫子市～河口

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 1,157　
いせさき し たまむらまち とりでし あびこ し

伊勢崎市、玉村町～取手市、我孫子市

利根川 江戸川 河川維持修繕事業 739　
ごかまち かこう

五霞町～河口

利根川 鬼怒川 河川維持修繕事業 598　
うつのみやし しおやまち もりやし

宇都宮市、塩谷町～守谷市

利根川 小貝川 河川維持修繕事業 348　
ましこ まち とりでし とねまち

益子町　～取手市、利根町

利根川 常陸利根川 河川維持修繕事業 210　
かすみがうら かみすし

霞ヶ浦～神栖市

那珂川 那珂川 河川維持修繕事業 267　
なかがわ まち かこう

那珂川町　～河口

久慈川 久慈川 河川維持修繕事業 284　
ひたちおおみやし かこう

常陸大宮市～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・茨城県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

那珂川 沢渡川 事業間連携河川事業 100　
み と し

水戸市

那珂川 中丸川 事業間連携河川事業 50　
し

ひたちなか市

那珂川 中丸川 大規模特定河川事業 200　
し

ひたちなか市



茨城県

　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 利根川渡良瀬遊水池 33

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



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 なかがわ なかじまいりさわ ひたちおおみやし とりのこ さぼうえんていこう

砂防等事業 那珂川 中嶋入沢 常陸大宮市 鷲子 砂防堰堤工 40
くじがわ かがんだいらさわ ひたちおおたし ひがしぞめ さぼうえんていこう

久慈川 鍬柄平沢 常陸太田市 東染 砂防堰堤工 40

２箇所 80合計

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（茨城県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・茨城）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川下流 一般河川改修事業 200　
か み す し

神栖市

利根川 総合水系環境整備事業 147　
か み す し

神栖市

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

久慈川広域河川改修事業 200,000
久慈川圏域総合流域防災事
業（玉川）

10,000

久慈川圏域総合流域防災事
業（浅川）

150,000

里川広域河川改修事業 65,000
久慈川圏域総合流域防災事
業（茂宮川）

70,000

涸沼川広域河川改修事業 375,000
那珂川圏域総合流域防災事
業（石川川）

75,000

中丸川流域治水対策河川事
業

70,000

那珂川圏域総合流域防災事
業（早戸川）

65,000

桜川（水戸）流域治水対策河
川事業

100,000

那珂川圏域総合流域防災事
業（田野川）

175,000

那珂川圏域総合流域防災事
業（緒川）

25,000

恋瀬川広域河川改修事業 150,000
桜川（一般）広域河川改修事
業

400,000

乙戸川流域治水対策河川事
業

100,000

巴川（青柳）広域河川改修事
業

200,000

霞ケ浦圏域総合流域防災事
業（山田川）

100,000

霞ケ浦圏域総合流域防災事
業（前川）

60,000

小貝川圏域総合流域防災事
業（北浦川）

60,000

利根川圏域総合流域防災事
業（相野谷川）

100,000

新利根川流域治水対策河川
事業

5,000

利根川圏域総合流域防災事
業（八間堀川）

225,000

田川広域河川改修事業 58,000
飯沼川広域河川改修事業 100,000
利根川圏域総合流域防災事
業（西仁連川）

35,000

利根川圏域総合流域防災事
業（東仁連川堤防質的）

35,000

利根川圏域総合流域防災事
業（女沼川）

170,000

久慈川圏域総合流域防災事
業（十王川）

35,000

大北川広域河川改修事業 60,000
久慈川圏域総合流域防災事
業（花貫川）

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）

茨城県における総合的な浸水・土砂災害
対策の推進（防災・安全）

茨城県



里根川広域河川改修事業 25,000
江戸上川広域河川改修事業 25,000
小石川広域河川改修事業 30,000
鉾田川特定構造物改築事業
（鉾田川排水機場）

50,000

谷田川特定構造物改築事業
（八間堰水門）

5,000

新川特定構造物改築事業
（新川排水機場）

5,000

上備前川特定構造物改築事
業（上備前川水門）

5,000

備前川特定構造物改築事業
（備前川排水機場）

5,000

飯沼川特定構造物改築事業
（幸田排水機場）

65,000

矢作川特定構造物改築事業
（法師戸排水機場）

5,000

総合流域防災事業（情報基
盤）

15,000

十王ダム堰堤改良事業 46,000
- 計 3,579,000

3,579,000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）

茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

通常砂防事業　中嶋入沢 茨城県 30,000
通常砂防事業　諏訪ノ入沢 茨城県 4,050
久慈川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画策定）

茨城県 47,000

那珂川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画策定）

茨城県 11,500

霞ヶ浦圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画策定）

茨城県 16,500

小貝川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画策定）

茨城県 7,500

利根川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画策定）

茨城県 500

- 計 117,050
通常砂防事業　立野沢 茨城県 5,000
通常砂防事業　鍬柄平沢 茨城県 25,000
通常砂防事業　椎木平沢 茨城県 40,000
急傾斜地崩壊対策事業 日
向前

茨城県 15,750

霞ヶ浦圏域総合流域防災事
業（急傾斜）

茨城県 80,200

久慈川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

茨城県 10,000

那珂川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

茨城県 6,000

- 計 181,950

299,000

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）

茨城県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）（重点）

茨城県における総合的な浸水・土砂災害
対策の推進（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））

茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

五浦海岸侵食対策事業 茨城県 25,000
神岡上・磯原海岸堤防老朽
化対策緊急事業

茨城県 40,000

鹿嶋海岸侵食対策事業 茨城県 50,000
磯浜海岸侵食対策事業 茨城県 25,000
大洗海岸侵食対策事業 茨城県 25,000

- 計 165,000

165,000

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）

茨城県における総合的な浸水・土砂災害
対策の推進（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）

茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

霞ケ浦湖北流域　湖北処理
区　管渠等　地震対策

茨城県 5,000

霞ケ浦湖北流域　湖北処理
区　処理場　地震対策

茨城県 178,000

霞ケ浦常南流域　常南処理
区　管渠等　地震対策

茨城県 40,000

鬼怒小貝流域　鬼怒小貝処
理区　管渠等　地震対策

茨城県 19,000

鹿島臨海特定公共　深芝処
理区　管渠等　地震対策

茨城県 75,000

那珂久慈流域　那珂久慈処
理区　管渠等　地震対策

茨城県 67,500

水戸市　水戸北処理区　処
理場　地震対策

水戸市 120,000

日立市　中央処理区　ポンプ
場　地震対策

日立市 51,040

日立市　中央処理区　管渠
等　地震対策

日立市 34,188

日立市　日立処理区　管渠
等　地震対策

日立市 10,945

古河市　古河処理区　処理
場　地震対策

古河市 5,500

古河市　総和処理区　処理
場　地震対策

古河市 24,750

龍ケ崎市　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

龍ケ崎市 17,400

北茨城市　北茨城処理区
管渠等　地震対策

北茨城市 3,500

笠間市　友部・笠間処理区
処理場　地震対策

笠間市 57,550

牛久市　下水道区域全体
管渠等　地震対策

牛久市 31,000

つくば市　霞ヶ浦常南　ポン
プ場　地震対策

つくば市 60,000

ひたちなか市　全域（計画策
定等）　処理場　地震対策

ひたちなか市 25,000

潮来市　水郷処理区　ポンプ
場　地震対策

潮来市 50,000

守谷市　守谷処理区　管渠
等　地震対策

守谷市 18,500

かすみがうら市　全域（計画
策定等）　ポンプ場　地震対
策

かすみがうら市 4,350

神栖市　深芝処理区　ポンプ
場　地震対策

神栖市 8,500

行方市　玉造処理区　管渠
等　地震対策

行方市 21,720

つくばみらい市　小絹処理区
管渠等　地震対策

つくばみらい市 1,000

つくばみらい市　小絹処理区
処理場　地震対策

つくばみらい市 5,500

小美玉市　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

小美玉市 19,000

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）

茨城県における防災安全の下水道整備
計画（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

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）

東海村　東海処理区　管渠
等　地震対策

東海村 8,000

阿見町　阿見　管渠等　地震
対策

阿見町 1,700

- 計 963,643
霞ケ浦湖北流域　湖北処理
区　処理場　地震対策

茨城県 51,000

水戸市　那珂川第1排水区
管渠等　流域治水対策

水戸市 13,800

日立市　中央処理区　処理
場　地震対策

日立市 96,250

古河市　古河処理区　処理
場　地震対策

古河市 20,000

古河市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

古河市 11,500

結城市　結城処理区　管渠
等　流域治水対策

結城市 23,000

常陸太田市　中央第１排水
区　管渠等　流域治水対策

常陸太田市 40,000

つくば市　霞ヶ浦常南　管渠
等　流域治水対策

つくば市 15,015

ひたちなか市　高場排水区
管渠等　流域治水対策

ひたちなか市 40,250

ひたちなか市　大島排水区
管渠等　流域治水対策

ひたちなか市 55,250

ひたちなか市　那珂川第3・
第4排水区　管渠等　流域治
水対策

ひたちなか市 3,500

ひたちなか市　湊第1排水区
管渠等　流域治水対策

ひたちなか市 12,500

鹿嶋市　鹿嶋処理区　管渠
等　流域治水対策

鹿嶋市 10,000

潮来市　水郷処理区　ポンプ
場　地震対策

潮来市 14,000

守谷市　守谷処理区　管渠
等　地震対策

守谷市 34,500

筑西市　全域（計画策定等）
処理場　流域治水対策

筑西市 3,500

神栖市　北公共埠頭第1排
水区　管渠等　流域治水対

神栖市 240,000

茨城町　茨城処理区　処理
場　流域治水対策

茨城町 3,500

取手地方広域下水道組合
城根　処理場　地震対策

取手地方広域下
水道組合

44,022

日立・高萩広域下水道組合
日立・高萩処理区　処理場
地震対策

日立・高萩広域
下水道組合

231,000

- 計 962,587

1,926,230

茨城県における災害に強い下水道整備計
画（重点）

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



茨城県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 水戸市 50,000
- 計 50,000

50,000

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）

茨城県における未普及解消に向けた下水
道整備計画（重点）

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


