
静 岡 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 2,781　
《山梨県

やまなしけん

》　韮崎市
に ら さ き し

、甲斐市
か い し

、甲府市
こ う ふ し

、市川
いちかわ

三郷町
みさとちょう

、富士川
ふ じ か わ

町
ちょう

、身延
み の ぶ

町
ちょう

《静岡
しずおかけん

県 》　富士市
ふ じ し

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 870　 伊豆
い ず

の国市
く に し

、清水町
しみずちょう

、沼津市
ぬ ま づ し

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 830　 静岡市
し ずお かし

大井川 大井川 一般河川改修事業 802　 島田市
し ま だ し

、焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 280　 掛川市
かけが わし

、菊川市
き く が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 982　 磐田市
い わ た し

、浜松市
は ままつし

富士川 富士川 河川維持修繕事業 487　 韮崎市
にらさきし

、山梨市
やまなしし

～河口
かこう

狩野川 狩野川 河川維持修繕事業 461　 伊豆
いず

市
し

～河口
かこう

安倍川 安倍川 河川維持修繕事業 116　 静岡市
しずおかし

～河口
かこう

大井川 大井川 河川維持修繕事業 95　 島田市
しまだし

～河口
かこう

菊川 菊川 河川維持修繕事業 74　 菊川
きくかわ

市
し

～河口
かこう

天竜川 天竜川下流 河川維持修繕事業 343　 浜松市
はままつし

、豊根村
とよねむら

～河口
かこう

（※）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・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

太田川 太田川 事業間連携河川事業 380　
い わ た し ふ く ろ い し

磐田市、袋井市

富士川 小潤井川 事業間連携河川事業 20　
ふ じ し

富士市

坂口谷川 坂口谷川 事業間連携河川事業 330　
ま き の は ら し よしだちょう

牧之原市、吉田町

富士川 沼川 大規模特定河川事業 1,700　
ぬ ま づ し

沼津市



静岡県

　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 大井川長島ダム 90

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 866

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ あべがわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 砂防堰堤工 290

合計 1 箇所 290

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　１／３）

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

かのがわ かのがわりゅうぼくたいさくしせつかいちく いずし

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川流木対策施設改築 伊豆市 流木対策工 480

合計 1 箇所 480

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　２／３）

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

ふじさん あしどりかわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士砂防 火山砂防 富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 170
ふじさん しばかわ いのくぼがわ くりのきさわさぼうえんていこうぐんかいちく ふじのみやし ひとあな

富士山 芝川 猪の窪川 栗ノ木沢砂防堰堤工群改築 富士宮市 人穴 砂防堰堤工 460
ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地工 1,030
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 200
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 200

合計 5 箇所 2,060

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　３／３）

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）（静岡県 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）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ しんそこう

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 250

１箇所 250

所在地

合計



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 せとがわ ゆやきたざわ ふじえだし おかべ さぼうえんていこう

砂防等事業 瀬戸川 湯谷北沢 藤枝市 岡部 砂防堰堤工 45

かのがわ やとざわみぎしせん いずし しゅぜんじ けいりゅうほぜんこう

狩野川 谷戸沢右支川 伊豆市 修善寺 渓流保全工 50

2箇所 95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（静岡県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 おおたがわ かみにしのや かけがわし かみにしのや よこぼーりんぐこう

砂防等事業 太田川 上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 12

1箇所 12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（静岡県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



中部地方整備局（静岡県） （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 富士海岸
ふ じ し し ず お か し ぬ ま づ し

富士市、静岡市、沼津市 707

海岸保全施設整備事業 駿河海岸
や い づ し よ し だ まち ま き の は ら し

焼津市、吉田町、牧之原市 818

静岡県　計 1,525

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）



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備連携事業 浜松五島海岸 浜松市
は ま ま つ し

180

静岡県　計 180

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　補助海岸事業）



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 100　
しみずちょう

清水町

大井川 大井川 一般河川改修事業 250　
や い づ し よしだちょう

焼津市、吉田町

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 100　
い わ た し はままつし

磐田市、浜松市

（※）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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 100

合計 1 箇所 100

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）（静岡県　１／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 280

合計 1 箇所 280

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）（静岡県　２／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん うるいがわ かざまつりがわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 風祭川 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 200
ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地 300

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）（静岡県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



中部地方整備局（静岡県） （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 駿河海岸
や い づ し よ し だ まち ま き の は ら し

焼津市、吉田町、牧之原市 166

静岡県　計 166

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）

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

殿田川特定構造物改築事業 5,000
五十鈴川特定構造物改築事
業

20,000

巴川（大谷川放水路）総合治
水対策特定河川事業

25,000

巴川総合治水対策特定河川
事業

400,000

須々木川特定構造物改築事
業

3,000

瀬戸川（当目大橋陸閘）特定
構造物改築事業

20,000

栃山川特定構造物改築事業 32,000
萩間川特定構造物改築事業 10,000
堀留川広域河川改修事業 130,000
狩野川圏域総合流域防災事
業（高橋川上流域）

沼津市 3,000

- 計 648,000
狩野川圏域総合流域防災事
業（青野川ほか）

704,000

富士川圏域総合流域防災事
業（潤井川）

325,000

狩野川圏域総合流域防災事
業（韮山古川）

5,000

富士川圏域総合流域防災事
業（江尾江川）

35,000

安倍川圏域総合流域防災事
業（足久保川ほか）

344,000

大井川圏域総合流域防災事
業（朝比奈川ほか）

698,000

菊川圏域総合流域防災事業
（上小笠川ほか）

90,000

萩間川広域河川改修事業 25,000
天竜川圏域総合流域防災事
業（阿多古川ほか）

718,000

太田川広域河川改修事業 380,000
垂木川広域河川改修事業 30,000
総合流域防災事業（情報基
盤）

100,000

青野大師ダム堰堤改良事業 74,000

狩野川圏域総合流域防災事
業（大平江川）

沼津市 11,000

富士早川都市基盤河川改修
事業

富士市 7,000

興津川・藁科川・足久保川洪
水ハザードマップ作成

静岡市 5,000

- 計 3,551,000

4,199,000

※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）

静岡県における安全安心で魅力ある県土
づくりを目指した事前防災・減災対策の推
進（防災・安全）（緊急対策）

静岡県

静岡県における安全安心で魅力ある県土
づくりを目指した浸水対策の推進（防災・
安全）

静岡県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大坂沢通常砂防事業 静岡県 25,000
坊主渕川通常砂防事業 静岡県 10,000
黒石南沢通常砂防事業 静岡県 10,000
立花寺沢通常砂防事業 静岡県 10,000
手水ヶ谷沢通常砂防事業 静岡県 10,000
小坂沢川通常砂防事業 静岡県 10,000
千歳川支川冥加沢火山砂防
事業

静岡県 11,000

土肥山川支川水口川火山砂
防事業

静岡県 7,700

品鉢川火山砂防事業 静岡県 11,000
半経寺沢火山砂防事業 静岡県 11,000
玉沢火山砂防事業 静岡県 11,000
狩野川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 80,000

安倍川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 35,000

大井川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 90,000

天竜川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 66,500

狩野川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 17,500

富士川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 2,500

安倍川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 7,500

大井川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 7,500

天竜川圏域緊急改築事業
（砂防）

静岡県 15,000

天竜川圏域緊急改築事業
（地すべり）

静岡県 13,500

高林花ノ木急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 31,500

丸子井尻急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 21,600

竹原B急傾斜地崩壊対策事 静岡県 6,650
小立野No.3急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 9,405

丸子赤目ヶ谷B急傾斜地崩
壊対策事業

静岡県 22,500

西久保急傾斜地崩壊対策事
業

静岡県 18,900

下薮田山崎急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 15,750

女池ヶ谷急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 9,000

- 計 597,005
御神川通常砂防事業 静岡県 10,000
不動様沢通常砂防事業 静岡県 9,000
奥沢通常砂防事業 静岡県 13,000
原南沢通常砂防事業 静岡県 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）

豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安
全社会」の構築　（防災・安全）（重点）



修善寺川支川大下沢火山砂
防事業

静岡県 3,300

稲荷沢火山砂防事業 静岡県 11,000
東久留女木地すべり対策事 静岡県 9,500
青谷地すべり対策事業 静岡県 10,000
平野地すべり対策事業 静岡県 16,500
西本郷一丁目急傾斜地崩壊
対策事業

静岡県 9,000

徳倉三丁目谷戸B急傾斜地
崩壊対策事業

静岡県 4,000

谷田押切No.4急傾斜地崩壊
対策事業

静岡県 8,000

市山No.4急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 4,500

新田No.2急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 8,595

間門峯山急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 13,500

羽鮒南田急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 6,750

関の沢No.2急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 17,100

手越公園横急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 3,200

大沢寺急傾斜地崩壊対策事
業

静岡県 18,000

牛ヶ谷B急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 9,000

身成川口急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 22,500

大日堂急傾斜地崩壊対策事
業

静岡県 20,000

出本急傾斜地崩壊対策事業 静岡県 27,000
抜里山海戸急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 6,650

水川橋向急傾斜地崩壊対策
事業

静岡県 23,750

水川西急傾斜地崩壊対策事
業

静岡県 7,600

平松藪下B急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 18,050

大久保安井谷急傾斜地崩壊
対策事業

静岡県 15,200

下平田急傾斜地崩壊対策事
業

静岡県 22,800

両島山本A急傾斜地崩壊対
策事業

静岡県 9,500

効果促進事業 静岡県 160,000
狩野川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

静岡県 43,000

富士川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

静岡県 6,000

安倍川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

静岡県 314,000

大井川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

静岡県 26,000

天竜川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

静岡県 37,000

- 計 952,995

1,550,000

豪雨等による土砂災害に備えた「安心・安
全社会」の構築　（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））

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

清水西海岸高潮対策事業 静岡県 50,000
- 計 50,000

静岡海岸高潮対策事業 静岡県 285,000
相良海岸高潮対策事業 静岡県 570,000

- 計 855,000

905,000

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）

静岡県における安全で潤いと憩いのある
海岸づくりの推進（防災・安全）

静岡県における地震・津波から命を守る
海岸づくりの推進（防災・安全）緊急対策

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）

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

狩野川流域　西部処理区
ポンプ場　地震対策

静岡県 2,000

狩野川流域　西部処理区
処理場　地震対策

静岡県 310,000

狩野川流域　東部処理区
処理場　地震対策

静岡県 166,000

- 計 478,000
狩野川流域　東部処理区
処理場　地震対策

静岡県 68,000

- 計 68,000
静岡市　城北排水区　管渠
等　流域治水対策

静岡市 375,000

- 計 375,000
静岡市　高松処理区　処理
場　地震対策

静岡市 6,000

静岡市　三保第一排水区
ポンプ場　老朽化対策

静岡市 30,000

静岡市　土場川排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

静岡市 3,000

静岡市　北部処理区　ポンプ
場　老朽化対策

静岡市 33,000

静岡市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

静岡市 40,000

- 計 112,000
浜松市　西遠処理区　ポンプ
場　地震対策

浜松市 25,300

浜松市　西遠処理区　管渠
等　地震対策

浜松市 4,850

浜松市　西遠処理区　処理
場　地震対策

浜松市 14,630

浜松市　中部処理区　ポンプ
場　老朽化対策

浜松市 93,665

浜松市　中部処理区　処理
場　地震対策

浜松市 197,560

- 計 336,005
沼津市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

沼津市 22,500

- 計 22,500
三島市　三島処理区　管渠
等　地震対策

三島市 44,000

三島市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

三島市 10,000

- 計 54,000
伊東市　伊東処理区　ポンプ
場　地震対策

伊東市 11,000

伊東市　伊東処理区　管渠
等　地震対策

伊東市 20,500

伊東市　伊東処理区　管渠
等　老朽化対策

伊東市 10,000

- 計 41,500

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）

静岡県における流域下水道による汚水処
理の推進（防災・安全）　第２期

静岡県における流域下水道による汚水処
理の推進（防災・安全）　第２期（重点計
画）

静岡市の雨水・地震対策（防災・安全）（重
点計画）（第２期）

命と暮らしをささえる下水道（防災・安全）
（第２期）

浜松市における下水道施設の再構築、防
災・安全対策の推進（防災・安全）

沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメ
ント支援事業（防災・安全）

安全・安心に暮せるまちづくり（防災・安
全）

下水道の防災・安全対策整備事業（防災・
安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

静岡県 （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）

富士市　東部処理区　管渠
等　地震対策

富士市 3,075

富士市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

富士市 36,850

- 計 39,925
焼津市　汐入処理区　管渠
等　地震対策

焼津市 50,009

焼津市　汐入処理区　管渠
等　流域治水対策

焼津市 15,000

焼津市　汐入処理区　処理
場　地震対策

焼津市 36,300

- 計 101,309
藤枝市　藤枝処理区　管渠
等　地震対策

藤枝市 63,500

藤枝市　藤枝処理区　管渠
等　流域治水対策

藤枝市 5,000

- 計 68,500
下田市　下田処理区　ポンプ
場　地震対策

下田市 5,000

下田市　下田処理区　管渠
等　地震対策

下田市 13,500

- 計 18,500
伊豆市　湯ヶ島処理区　処理
場　地震対策

伊豆市 5,000

- 計 5,000
南伊豆町　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

南伊豆町 16,000

- 計 16,000

1,736,239

災害対策みんなで安心、公共下水道の防
災整備（防災・安全）

富士市下水道施設の再構築・耐震化計画
（防災・安全）

焼津市公共下水道整備事業（防災・安全）

下田市における下水道施設の地震及び長
寿命化対策（防災・安全）

伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・
安全）（第2期）

南伊豆町公共下水道事業防災安全対策
事業（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



静岡県 （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 藤枝市 5,000
- 計 5,000

5,000

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）

快適な生活環境と安全・安心な水環境を
守る公共下水道の整備

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


