
栃 木 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・栃木県）
（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 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 2,785　

とちぎけん さ の し あしかがし

《栃木県》佐野市、足利市
ぐんまけん たてばやしし いたくらまち

《群馬県》館林市、板倉町

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 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 渡良瀬川 河川維持修繕事業 552　
き り ゅ う し し こ が し か ぞ し

桐生市、みどり市～古河市、加須市

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

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

（※）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・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業 620　
さ の し

佐野市

利根川 巴波川 河川激甚災害対策特別緊急事業 300　
と ち ぎ し

栃木市

利根川 武名瀬川 大規模特定河川事業 458　
かみのかわまち

上三川町

利根川 武子川 大規模特定河川事業 50　
か ぬ ま し

鹿沼市

利根川 杣井木川 大規模特定河川事業 470　
お や ま し

小山市

那珂川 熊川 大規模特定河川事業 432　
な す し お ば ら し

那須塩原市



栃木県

　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 鬼怒川ダム統合管理 70

利根川五十里ダム 34

利根川川俣ダム 51

利根川川治ダム 20

利根川渡良瀬遊水池 33

水資源開発事業 利根川思川開発 6,703

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ だいやがわ だいやがわ だいやがわとこかたぐん にっこうし いなりまち　ほか

日光砂防 火山砂防 利根川 大谷川 大谷川 大谷川床固群 日光市 稲荷町　他 床固工 450
とねがわ きぬがわ のかどさわ のかどさわさぼうえんてい にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 野門沢 野門沢砂防堰堤 日光市 野門 砂防堰堤工 200

合計 2 箇所 650

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　１／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせかわ まつきさんぷくこう にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 松木山腹工 日光市 足尾町 山腹工 220
とねがわ わたらせかわ にたもとかわ にたもとかわさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 仁田元川 仁田元川砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 110
とねがわ わたらせかわ まつきかわ まつきかわじょうりゅうさぼうえんていぐんかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川上流砂防堰堤群改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 110

合計 3 箇所 440

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（栃木県　２／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ だいやがわ あらさわ にのさわさぼうしせつかいちく にっこうし にっこう

日光砂防 火山砂防 利根川 大谷川 荒沢 二ノ沢砂防施設改築 日光市 日光 砂防堰堤工 100
とねがわ きぬがわ きぬがわりゅういきしせつかいちく にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 鬼怒川流域施設改築 日光市 川俣 砂防堰堤工 300

合計 2 箇所 400

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）（栃木県　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）

栃木県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根川水系思川広域河川改
修事業（大芦川）

125,000

利根川水系思川広域河川改
修事業（思川、姿川、武子
川、黒川）

710,000

利根川水系田川広域河川改
修事業（田川、武名瀬川）

200,000

利根川水系旗川広域河川改
修事業（旗川）

100,000

利根川水系姥川広域河川改
修事業（姥川）

35,000

利根川水系小藪川広域河川
改修事業（小藪川）

100,000

那珂川水系荒川広域河川改
修事業（荒川）

100,000

特定構造物改築事業（杣井
木川）

8,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業（名草川）

75,000

那珂川・久慈川圏域総合流
域防災事業（鹿島川）

70,000

那珂川・久慈川圏域総合流
域防災事業（熊川）

100,000

思川圏域総合流域防災事業
（巴波川（上流））

15,000

小貝川圏域総合流域防災事
業（百目鬼川放水路）

40,000

利根川水系釜川施設機能向
上事業（釜川放水路）

100,000

那珂川・久慈川圏域総合流
域防災事業（武茂川・大内

30,000

那珂川・久慈川圏域総合流
域防災事業（大内川）

50,000

那珂川・久慈川圏域総合流
域防災事業（情報基盤）

30,000

鬼怒川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

30,000

思川圏域総合流域防災事業
（情報基盤）

30,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業（情報基盤）

30,000

小貝川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

30,000

洪水浸水想定区域図等作成 25,000
利根川水系田川流域治水対
策河川改修事業（田川）

75,000

利根川水系小貝川流域治水
対策河川事業（五行川）

115,000

利根川水系小藪川流域治水
対策河川事業（小藪川）

10,000

思川圏域総合流域防災事業
（新川）

40,000

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）

栃木県における総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）

栃木県



鬼怒川圏域総合流域防災事
業（大久保谷地川）

102,000

思川圏域総合流域防災事業
（西川田川）

13,000

利根川水系奈坪川都市基盤
河川改修事業（奈坪川）

42,000

- 計 2,430,000
中禅寺ダム施設保全事業 7,812
三河沢ダム施設保全事業 14,992
西荒川ダム施設保全事業 23,600
塩原ダム施設保全事業 37,517
寺山ダム施設保全事業 18,087
東荒川ダム施設保全事業 4,248

松田川ダム施設保全事業 40,744
- 計 147,000

2,577,000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

宇都宮市

栃木県における総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）（重点）

栃木県



防災・安全交付金（砂防事業）

栃木県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

台沢　火山砂防事業 栃木県 5,500
上郭内　砂防事業 栃木県 15,000
西宮二号沢　砂防事業 栃木県 15,000
思川　砂防事業 栃木県 25,000
自由ヶ丘沢　砂防事業 栃木県 5,000
蛇尾川　砂防事業 栃木県 40,000
名草川　砂防事業 栃木県 5,000
両崖三号沢　砂防事業 栃木県 15,000
和田耕地沢　砂防事業 栃木県 15,000
高原沢　砂防事業 栃木県 15,000
小岩花沢　砂防事業 栃木県 12,500
島田沢　砂防事業 栃木県 12,500
付木沢　砂防事業 栃木県 5,000
井戸ノ沢　砂防事業 栃木県 12,500
新谷沢　砂防事業 栃木県 12,500
下小網中沢　砂防事業 栃木県 7,500
河又関根－１　砂防事業 栃木県 12,500
西耕地一号沢　砂防事業 栃木県 12,500
天頂下沢　砂防事業 栃木県 7,500
田町一号沢　砂防事業 栃木県 12,500
田町二号沢　砂防事業 栃木県 12,500
山中沢　砂防事業 栃木県 12,500
木下沢　砂防事業 栃木県 7,500
新屋敷三号沢　砂防事業 栃木県 7,500
馬場沢　砂防事業 栃木県 12,500
五十部四号沢　砂防事業 栃木県 7,500
川東沢三号　砂防事業 栃木県 7,500
曲屋沢　砂防事業 栃木県 12,500
藤倉沢　砂防事業 栃木県 12,500
仲丸　地すべり対策事業 栃木県 12,500
上塩原　地すべり対策事業 栃木県 12,500
宮入A　急傾斜地崩壊対策
事業

栃木県 22,500

行人塚峠Ⅰ-A 急傾斜地崩
壊対策事業

栃木県 14,250

荷田Ⅰ-A 急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 13,500

横山町ⅡA 急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 40,000

下の沢A　急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 14,250

広久保ⅡA 急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 23,750

鮎田　急傾斜地崩壊対策事 栃木県 34,000
上神井２号　急傾斜地崩壊
対策事業

栃木県 31,500

北向ⅡA　急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 4,500

山下A　急傾斜地崩壊対策
事業

栃木県 23,750

旭表Ⅰ-A　急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 22,500

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）

土砂災害に強い防災基盤整備計画（防
災・安全）



陸橋北　急傾斜地崩壊対策
事業

栃木県 18,000

梅ヶ丘２　急傾斜地崩壊対
策事業

栃木県 31,500

本城一丁目A　急傾斜地崩
壊対策事業

栃木県 14,250

足利工高西　急傾斜地崩壊
対策事業

栃木県 23,750

山根A　急傾斜地崩壊対策
事業

栃木県 23,750

三反畑Ⅰ-A　急傾斜地崩壊
対策事業

栃木県 23,750

神谷　急傾斜地崩壊対策事 栃木県 23,750
鷺ノ宮A　急傾斜地崩壊対策
事業

栃木県 14,250

九桜沢ほか　総合流域防災
事業

栃木県 15,000

釜ヶ入沢ほか　総合流域防
災事業

栃木県 7,500

大蛇尾川ほか　総合流域防
災事業

栃木県 7,500

長寿命化計画　総合流域防
災事業

栃木県 16,000

土砂・洪水氾濫対策計画
総合流域防災事業

栃木県 5,000

砂防基礎調査 栃木県 80,000
警戒避難情報周知支援 栃木県 40,000

- 計 969,000

969,000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（下水道事業）

栃木県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鬼怒川上流流域　中央処理
区　管渠等　地震対策

栃木県 14,000

鬼怒川上流流域　中央処理
区　処理場　地震対策

栃木県 88,000

渡良瀬川下流流域　大岩藤
処理区　管渠等　地震対策

栃木県 5,000

渡良瀬川下流流域　大岩藤
処理区　処理場　地震対策

栃木県 105,160

渡良瀬川下流流域　大岩藤
処理区　処理場　流域治水
対策

栃木県 5,000

北那須流域　北那須処理区
管渠等　地震対策

栃木県 15,000

北那須流域　北那須処理区
処理場　地震対策

栃木県 118,000

北那須流域　北那須処理区
処理場　流域治水対策

栃木県 5,000

宇都宮市　田川第1処理区
管渠等　地震対策

宇都宮市 8,000

宇都宮市　田川第２処理区
管渠等　地震対策

宇都宮市 19,000

宇都宮市　田川第２処理区
処理場　地震対策

宇都宮市 44,000

佐野市　佐野処理区　処理
場　地震対策

佐野市 159,990

鹿沼市　黒川処理区　管渠
等　地震対策

鹿沼市 10,000

小山市　小山処理区　処理
場　地震対策

小山市 14,850

真岡市　真岡処理区　管渠
等　地震対策

真岡市 2,500

真岡市　真岡処理区　管渠
等　老朽化対策

真岡市 2,500

真岡市　二宮処理区　管渠
等　地震対策

真岡市 2,500

真岡市　二宮処理区　管渠
等　老朽化対策

真岡市 2,500

- 計 621,000

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）

栃木県における災害に強い下水道整備
（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

栃木県 （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）

宇都宮市　鬼怒川第1排水
区　管渠等　流域治水対策

宇都宮市 60,000

小山市　大行寺排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

小山市 25,000

真岡市　真岡市
水処理センター　処理場　流
域治水対策

真岡市 5,000

下野市　仁良川第二排水区
管渠等　流域治水対策

下野市 22,000

上三川町　武名瀬川第三排
水区　管渠等　流域治水対
策

上三川町 10,000

壬生町　北部処理区　管渠
等　流域治水対策

壬生町 4,000

- 計 126,000

747,000

栃木県における災害に強い都市をつくる
下水道整備（防災・安全）（重点計画）

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



栃木県 （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 宇都宮市 16,000
- 計 16,000

下水道施設の整備 那須塩原市 10,000
下水道施設の整備 益子町 5,000

- 計 15,000
31,000

※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

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）

栃木県における安全で快適な生活をつく
る下水道整備

栃木県における快適な生活をつくる下水
道整備（重点計画）

合計


