
千 葉 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・千葉県）
（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 江戸川 一般河川改修事業 4,065　

さいたまけん よしかわし まつぶしまち

《埼玉県》吉川市、松伏町
ち ば け ん の だ し ながれやまし いちかわ し

《千葉県》野田市、流山市、市川市

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

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 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

（※）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・千葉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

一宮川 一宮川 河川激甚災害対策特別緊急事業 2,500　 茂原市
も ば ら し

、睦沢町
むつざわまち

、長生村
ちょうせいむら

一宮川 一宮川 事業間連携河川事業 638　 茂原市
も ば ら し

一宮川 一宮川 大規模特定河川事業 132　 一宮町
いちのみやまち

、長生村
ちょうせいむら

南白亀川 赤目川 大規模特定河川事業 86　 茂原市
も ば ら し



千葉県

　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 利根川北千葉導水路 46

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



防災・安全交付金（河川事業）

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

A3 真間川総合治水対策特
定河川事業

44,000

A7-2 印旛沼広域河川改修
事業

14,000

A23 作田川流域治水対策河
川事業

74,000

A25 一宮川流域治水対策河
川事業

40,000

A35 特定構造物改築事業
（柳原排水機場）

11,000

A37 特定構造物改築事業
（秣川排水機場）

27,000

A56 特定構造物改築事業
（境川排水機場）

2,000

A39 特定構造物改築事業
（豊排水機場）

17,000

A53 特定構造物改築事業
（座生川排水機場）

50,000

A52 特定構造物改築事業
（葭川排水機場）

4,000

A81 根木名川流域応急対策
事業

35,000

A68 江戸川圏域総合流域防
災事業（二和川）

鎌ケ谷市 76,000

- 計 394,000
A7 印旛沼広域河川改修事 50,000
A2 境川広域河川改修事業 13,000
A46 利根川圏域総合流域防
災事業(大津川)

15,000

A10 利根川圏域総合流域防
災事業（小野川）

75,000

C25効果促進事業（江戸川
圏域、利根川圏域、東京湾
河川圏域、九十九里河川圏
域、房総河川圏域）

26,500

A16 都川流域治水対策河川
事業(上流)

157,000

A83　小中川流域治水対策
河川事業

40,000

A24 南白亀川流域治水対策
河川事業

60,000

A42 特定構造物改築事業
（猫実排水機場）

9,000

A73 亀山ダム堰堤改良事業 66,645
A74 高滝ダム堰堤改良事業 2,982
A75 黒部川貯水池堰堤改良
事業

151,373

A72 支川都川都市基盤河川
改修事業

千葉市 78,000

A45 大柏川都市基盤河川改
修事業

市川市 23,000

A69 利根川圏域総合流域防
災事業（駒込川）

船橋市 96,000

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）

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防
災・安全）

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防
災・安全）緊急対策

千葉県

千葉県



A4 江戸川圏域総合流域防
災事業（くり堀川）

野田市 31,000

A59 利根川圏域総合流域防
災事業（上大津川）

柏市 6,000

- 計 900,500

1,294,500

※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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

房総河川圏域総合流域防災
事業（緊急改築事業）

千葉県 66,000

東京湾河川圏域総合流域防
災事業（急傾斜地崩壊対策
事業）

千葉県 30,600

- 計 96,600
平久里下地区地すべり対策
事業

千葉県 7,850

平久里中地区地すべり対策
事業

千葉県 21,500

大井地区地すべり対策事業 千葉県 18,000
大厩地区急傾斜地崩壊対策
事業

千葉県 33,200

谷地区急傾斜地崩壊対策事
業

千葉県 20,000

房総河川圏域総合流域防災
事業（通常砂防事業）

千葉県 12,000

利根川圏域総合流域防災事
業（急傾斜地崩壊対策事業）

千葉県 191,850

東京湾河川圏域総合流域防
災事業（急傾斜地崩壊対策
事業）

千葉県 36,000

基礎調査総合流域防砂事業 千葉県 150,000
- 計 490,400

587,000

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）

千葉県における土砂災害防止の推進（防
災・安全）（重点）

千葉県における土砂災害防止の推進（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））

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

北九十九里～一宮海岸高潮
対策事業

千葉県 200,000

- 計 200,000

200,000

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）

千葉県おける総合的な高潮・津波・侵食対
策の推進

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）

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

印旛沼流域　印旛沼　管渠
等　地震対策

千葉県 12,500

印旛沼流域　印旛沼　処理
場　地震対策

千葉県 34,000

手賀沼流域　手賀沼　処理
場　地震対策

千葉県 10,000

- 計 56,500
江戸川左岸流域　江戸川左
岸　処理場　地震対策

千葉県 25,000

手賀沼流域　手賀沼　処理
場　地震対策

千葉県 12,500

- 計 37,500
千葉市　印旛　ポンプ場　地
震対策

千葉市 80,100

千葉市　印旛　管渠等　地震
対策

千葉市 92,200

千葉市　中央・南部　管渠等
地震対策

千葉市 139,200

千葉市　中央・南部・印旛
管渠等　流域治水対策

千葉市 22,500

千葉市　中央・南部・印旛
処理場　流域治水対策

千葉市 9,000

千葉市　都第１　管渠等　流
域治水対策

千葉市 126,000

千葉市　南部　ポンプ場　地
震対策

千葉市 144,000

- 計 613,000
千葉市　東寺山　管渠等　流
域治水対策

千葉市 175,000

- 計 175,000
銚子市　芦崎処理区　ポンプ
場　地震対策

銚子市 190,000

銚子市　芦崎処理区　管渠
等　地震対策

銚子市 42,000

- 計 232,000
市川市　江戸川左岸処理区
管渠等　流域治水対策

市川市 38,000

市川市　全域（計画策定等）
ポンプ場　流域治水対策

市川市 6,750

市川市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

市川市 5,000

- 計 49,750
市川市　菅野処理区　管渠
等　老朽化対策

市川市 10,000

- 計 10,000

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）

千葉県における流域下水道の地震対策と
老朽化対策（防災・安全）

千葉県における流域下水道の地震対策
（防災・安全）（重点計画）

千葉市公共下水道事業（防災・安全）

千葉市公共下水道事業（防災・安全）（重
点計画）

銚子市における下水道施設の防災・安全
対策の推進（防災・安全）

市川市における安全・安心で快適な魅力
あるまちの実現（防災・安全）(重点計画)

市川市における安全・安心で快適な魅力
あるまちの実現（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

船橋市　印旛処理区　管渠
等　地震対策

船橋市 6,750

船橋市　印旛処理区　管渠
等　老朽化対策

船橋市 30,381

船橋市　高瀬処理区　管渠
等　地震対策

船橋市 2,000

船橋市　高瀬処理区　管渠
等　老朽化対策

船橋市 24,335

船橋市　高瀬処理区　処理
場　地震対策

船橋市 11,475

船橋市　西浦処理区　管渠
等　老朽化対策

船橋市 1,650

船橋市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

船橋市 9,100

- 計 85,691
船橋市　西浦処理区　管渠
等　流域治水対策

船橋市 12,980

- 計 12,980
館山市　館山処理区　処理
場　地震対策

館山市 30,250

- 計 30,250
木更津市　清見台排水区
管渠等　流域治水対策

木更津市 59,100

- 計 59,100
松戸市　長津川排水区　管
渠等　流域治水対策

松戸市 8,000

松戸市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

松戸市 54,400

- 計 62,400
松戸市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

松戸市 20,000

- 計 20,000
茂原市　川中島処理区　ポ
ンプ場　地震対策

茂原市 49,000

茂原市　川中島処理区　管
渠等　地震対策

茂原市 78,000

茂原市　川中島処理区　処
理場　流域治水対策

茂原市 28,000

- 計 155,000
茂原市　川中島処理区　処
理場　地震対策

茂原市 27,000

- 計 27,000
成田市　印旛沼処理区　管
渠等　地震対策

成田市 4,773

成田市　成田ニュータウン排
水区　管渠等　老朽化対策

成田市 7,268

- 計 12,041
佐倉市　印旛処理区　管渠
等　地震対策

佐倉市 35,520

佐倉市　上高野排水区　管
渠等　流域治水対策

佐倉市 82,550

- 計 118,070

木更津市における下水道整備による防
災・安全の実現（防災・安全）（重点計画）

船橋市における下水道整備による良好な
環境の創造（防災・安全）

船橋市における下水道整備による良好な
環境の創造（防災・安全）（重点計画）

館山処理区における下水道整備による良
好な環境の創造（防災・安全）

松戸市における安全安心で快適な都市環
境の創出（防災・安全）（重点計画）

松戸市における安全安心で快適な都市環
境の創出（防災・安全）

茂原市における快適で魅力ある都市環境
の形成（防災・安全）

茂原市における快適で魅力ある都市環境
の形成（防災・安全）（重点計画）

成田市における循環のみちの実現（防災・
安全）

佐倉市における安全・安心な下水道整備
（防災・安全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

佐倉市　印旛処理区　ポンプ
場　地震対策

佐倉市 8,000

佐倉市　印旛処理区　管渠
等　地震対策

佐倉市 41,000

佐倉市　印旛処理区　管渠
等　老朽化対策

佐倉市 6,000

- 計 55,000
習志野市　津田沼　処理場
地震対策

習志野市 355,850

- 計 355,850
習志野市　津田沼　管渠等
流域治水対策

習志野市 173,000

- 計 173,000
柏市　全域　管渠等　地震対
策

柏市 340,000

- 計 340,000
市原市　菊間処理区　ポンプ
場　地震対策

市原市 3,700

市原市　菊間処理区　管渠
等　地震対策

市原市 34,800

市原市　菊間処理区　処理
場　地震対策

市原市 18,200

市原市　松ヶ島処理区　ポン
プ場　地震対策

市原市 7,200

市原市　松ヶ島処理区　管渠
等　地震対策

市原市 11,500

市原市　南総処理区　管渠
等　地震対策

市原市 4,000

市原市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

市原市 1,300

- 計 80,700
市原市　菊間処理区　ポンプ
場　地震対策

市原市 9,200

市原市　松ヶ島排水区　管渠
等　流域治水対策

市原市 58,100

市原市　白旗排水区　管渠
等　流域治水対策

市原市 2,600

市原市　全域（計画策定等）
処理場　流域治水対策

市原市 6,600

- 計 76,500
流山市　江戸川左岸流域
管渠等　流域治水対策

流山市 64,150

- 計 64,150
流山市　江戸川左岸流域
管渠等　地震対策

流山市 18,000

- 計 18,000
流山市　江戸川左岸流域
管渠等　地震対策

流山市 7,300

- 計 7,300

市原市における公共下水道の推進(防災・
安全）（重点計画）

佐倉市における安全・安心な下水道整備
（防災・安全）

習志野市における安全で安心な下水道整
備（防災・安全）

習志野市における安全で安心な下水道整
備（防災・安全）（重点計画）

災害に強い柏市の下水道整備（防災・安
全）

市原市における公共下水道の推進(防災・
安全)

流山市における下水道環境整備の実現
（防災・安全）（重点計画）

流山市における下水道ストックマネジメン
トの推進（防災・安全）

流山市における下水道減災対策の推進
（防災・安全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

我孫子市　若松地区　管渠
等　流域治水対策

我孫子市 29,300

我孫子市　手賀沼処理区
管渠等　地震対策

我孫子市 19,800

我孫子市　布佐排水区　管
渠等　流域治水対策

我孫子市 10,400

我孫子市　全域（計画策定
等）　ポンプ場　流域治水対
策

我孫子市 4,800

- 計 64,300
我孫子市　市内　管渠等　地
震対策

我孫子市 6,880

我孫子市　市内　管渠等　老
朽化対策

我孫子市 2,720

- 計 9,600
鎌ケ谷市　手賀沼処理区
管渠等　地震対策

鎌ケ谷市 8,140

- 計 8,140
浦安市　江戸川左岸処理区
管渠等　地震対策

浦安市 32,530

- 計 32,530
浦安市　江戸川左岸処理区
管渠等　流域治水対策

浦安市 2,360

- 計 2,360
四街道市　印旛　管渠等　地
震対策

四街道市 20,500

- 計 20,500
袖ケ浦市　袖ケ浦処理区
管渠等　地震対策

袖ケ浦市 2,330

- 計 2,330
八街市　印旛処理区　管渠
等　地震対策

八街市 20,000

- 計 20,000
白井市　神崎第8排水区　管
渠等　流域治水対策

白井市 65,000

- 計 65,000
白井市　印旛沼処理区　手
賀沼処理区　管渠等　地震
対策

白井市 8,800

- 計 8,800
香取市　佐原・小見川処理
区　管渠等　地震対策

香取市 17,565

香取市　佐原・小見川処理
区　処理場　流域治水対策

香取市 16,200

香取市　佐原処理区　ポンプ
場　地震対策

香取市 3,350

香取市　小見川処理区　処
理場　地震対策

香取市 7,900

- 計 45,015

白井市下水道における浸水対策・改築更
新の推進（防災・安全）（重点計画）

あびこのうるおいと安心を支える下水道整
備事業の効率的推進（防災・安全）(重点
計画)

あびこのうるおいと安心を支える下水道整
備事業の効率的推進（防災・安全）

鎌ケ谷市における下水道減災対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

浦安市における安心安全な暮らしを支え
る下水道（防災・安全）

浦安市における下水道の地震対策及び浸
水対策（防災・安全）（重点計画）

四街道市における安心・安全で快適な都
市環境の整備（防災・安全）

袖ケ浦市における防災・安全対策強化に
貢献する下水道整備（Ⅱ期）（防災・安全）

八街市における流域関連公共下水道の
推進（防災・安全）

白井市下水道における改築更新の推進
（防災・安全）

香取市における公共用水域の水質改善
計画（防災・安全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

香取市　佐原・小見川処理
区　管渠等　地震対策

香取市 15,600

香取市　佐原・小見川処理
区　管渠等　老朽化対策

香取市 2,500

香取市　佐原処理区　ポンプ
場　老朽化対策

香取市 11,500

香取市　佐原処理区　処理
場　地震対策

香取市 11,015

- 計 40,615
栄町　栄町処理区　管渠等
地震対策

栄町 3,000

- 計 3,000
君津富津広域下水道組合
君津富津処理区　処理場
地震対策

君津富津広域下
水道組合

59,750

- 計 59,750

3,308,722

※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

香取市における公共用水域の水質改善
計画（防災・安全）

栄町における公共水域の水質保全の推
進（防災・安全）

君津市・富津市における公共下水道整備
計画（防災・安全）

合計



千葉県 （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 市川市 227,300
- 計 227,300

下水道施設の整備 流山市 4,200
- 計 4,200

231,500
※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）

市川市における安全・安心で快適な魅力
あるまちの実現（重点計画）

流山市における下水道環境整備の実現

合計


