
愛 知 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

豊川 豊川 一般河川改修事業 147　
と よ は し し

豊橋市

矢作川 矢作川 一般河川改修事業 709　
あんじょうし お か ざ き し

安城市、岡崎市

庄内川 庄内川 一般河川改修事業 1,942　
な ご や し き よ す し か す が い し

名古屋市、清須市、春日井市

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 2,941　

あ い ち け ん あ い さ い し

≪愛知県≫愛西市
ぎ ふ け ん か い づ し

≪岐阜県≫海津市
み え け ん き そ さ き ち ょ う く わ な し

≪三重県≫木曽岬町、桑名市

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 5,051　

あ い ち け ん いちのみやし い な ざ わ し

≪愛知県≫一宮市、稲沢市
ぎ ふ け ん お お が き し おおのちょう かかみがはらし か に し ぎ ふ し

≪岐阜県≫大垣市、大野町、各務原市、可児市、岐阜市、
ごうどちょう は し ま し み ず ほ し も と す し ようろうちょう わ の う ち ち ょ う

神戸町、羽島市、瑞穂市、本巣市、養老町、輪之内町

庄内川 庄内川 河川都市基盤整備事業 100　
な ご や し

名古屋市

豊川 豊川 河川維持修繕事業 301　
しんしろ し かこう

新城市～河口

矢作川 矢作川 河川維持修繕事業 26　
とよた し かこう

豊田市～河口

庄内川 庄内川 河川維持修繕事業 278　
ときし かこう

土岐市～河口

木曾川 木曾川下流 河川維持修繕事業 671　
あいさいし ようろう ちょう かこう

愛西市、養老町～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・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄内川 八田川・地蔵川 床上浸水対策特別緊急事業 58　
な ご や し か す が い し

名古屋市、春日井市

庄内川 堀川 事業間連携河川事業 1,700　
な ご や し

名古屋市

大田川 大田川 事業間連携河川事業 100　
と う かい し

東海市

矢作川 広田川 大規模特定河川事業 102　
こうたちょう

幸田町



愛知県

　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 天竜川新豊根ダム 90

矢作川矢作ダム 10

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 866

矢作川矢作ダム再生 60

多目的ダム建設事業 豊川設楽ダム 2,900

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 しょうないがわ みずのがわだいじゅうにしせん せとし しらいわちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 庄内川 水野川第１２支川 瀬戸市 白岩町 砂防堰堤工 40
やはぎがわ りゅうせんじかわだいいちしせん おかざきし くわがいちょう さぼうえんていこう

矢作川 竜泉寺川第１支川 岡崎市 桑谷町 砂防堰堤工 30
やはぎがわ こまやまがわ とよたし うしじちょう さぼうえんていこう

矢作川 駒山川 豊田市 牛地町 砂防堰堤工 50
やはぎがわ いどがわさわ とよたし おだぎちょう さぼうえんていこう

矢作川 井戸川沢 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 30
やはぎがわ おだぎがあわだいろくしせん とよたし おだぎちょう さぼうえんていこう

矢作川 小田木川第6支川 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 60
やはぎがわ ちからいしがわだいななしせん とよたし なかがねちょう さぼうえんていこう

矢作川 力石川第7支川 豊田市 中金町 砂防堰堤工 60
おとわがわ やまざきさわ とよかわし ながさわちょう さぼうえんていこう

音羽川 山崎沢 豊川市 長沢町 砂防堰堤工 70
とよかわ のりこうじさわ とよはしし うしかわちょう さぼうえんていこう

豊川 乗小路沢 豊橋市 牛川町 砂防堰堤工 82

8箇所 422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（愛知県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和２年度第３次補正予算　下水道事業

都道府県名：愛知県 （単位：千円）

六名地区下水道床上浸水対策事業 岡崎市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

342,000 171,000

八帖地区ほか大規模雨水処理施設整
備事業

岡崎市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

120,120 60,060

中部・梅坪排水区大規模雨水処理施
設整備事業

豊田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

160,000 80,000

計 622,120 311,060

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

矢作川 矢作川 一般河川改修事業 470　
おかざきし

岡崎市

庄内川 庄内川 一般河川改修事業 230　
な ご や し

名古屋市

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 680　

あいちけん あいさいし

≪愛知県≫愛西市
ぎ ふ け ん か い づ し

≪岐阜県≫海津市
み え け ん く わ な し

≪三重県≫桑名市

（※）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）

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）

886,000

境川総合治水対策特定河川
事業（境川）

304,000

境川総合治水対策特定河川
事業（五ヶ村川）

45,000

境川総合治水対策特定河川
事業（逢妻川）

53,000

境川総合治水対策特定河川
事業（猿渡川）

275,000

新川総合治水対策特定河川
事業（青木川放水路）

118,000

新川総合治水対策特定河川
事業（五条川）

416,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（新川）

200,000

新川総合治水対策特定河川
事業（新川）

211,000

新川総合治水対策特定河川
事業（新中江川）

10,000

新川総合治水対策特定河川
事業（薬師川）

90,000

新川総合治水対策特定河川
事業（青木川）

506,000

新川総合治水対策特定河川
事業（合瀬川）

335,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（天白川）

450,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（日光川）

380,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（柳生川）

357,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（矢崎川）

150,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（矢作古川）

100,000

中江川特定構造物改築事業 100,000
日光川特定構造物改築事業 250,000
筏川特定構造物改築事業 62,000
青木川放水路特定構造物改
築事業

17,000

流れ川特定構造物改築事業 135,000
発杭川特定構造物改築事業 50,000
伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（阿久比川）

60,000

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）

ものづくり愛知県における安全・安心な生
活基盤の確保（防災・安全）緊急対策

愛知県



伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（梅田川）

18,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（大田川）

10,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（岡田川）

10,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（紙田川）

25,000

境川総合治水対策特定河川
事業（逢妻男川）

330,000

境川総合治水対策特定河川
事業（逢妻女川）

80,000

境川総合治水対策特定河川
事業（発杭川）

2,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（蜆川）

150,000

新川総合治水対策特定河川
事業（大山川）

65,000

新川総合治水対策特定河川
事業（水場川）

188,000

新川総合治水対策特定河川
事業（外堀川）

80,000

新川総合治水対策特定河川
事業（原川）

5,000

伊勢湾地区　地震・高潮対
策河川事業（津波高潮耐震）
（善太川）

75,000

大田川特定構造物改築事業 50,000
信濃川特定構造物改築事業 58,000
高浜川特定構造物改築事業 10,000
下り松川特定構造物改築事 5,000
御津川特定構造物改築事業 25,000
雨山川堰堤改良事業 66,000
境川流域流域貯留浸透事業 豊田市 6,000

- 計 6,818,000

新郷瀬川広域河川改修事業 255,000

矢作川圏域総合流域防災事
業（矢作古川始め）

208,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（日光川始め）

175,000

天白川広域河川改修事業 176,000
情報基盤 15,000
日光川流域治水対策河川事
業

1,164,000

みずから守るプログラム推進
事業

1,000

矢作川広域河川改修事業 227,000
乙川流域治水対策河川事業 95,000
鹿乗川流域治水対策河川事
業

421,000

矢作古川流域治水対策河川
事業（砂川）

1,000



庄内川・木曽川圏域総合治
水対策河川事業（日光川始

5,000

庄内川・木曽川圏域総合治
水対策河川事業（阿久比川）

105,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（梅田川始め）

33,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（内張川）

22,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（半尻川）

15,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（落合川）

54,000

音羽川広域河川改修事業 75,000
白川広域河川改修事業 18,000
矢作川圏域総合流域防災事
業（二の沢川）

51,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（神戸川）

10,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（梅田川始め）

75,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（山王川）

25,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（汐川）

15,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（宮川）

15,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（信濃川）

150,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（内津川）

55,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（瀬戸川）

44,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（天神川）

8,000

矢田川広域河川改修事業 121,000
庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（須賀川）

40,000

長田川広域河川改修事業 21,000
半場川広域河川改修事業 30,000
矢作川圏域総合流域防災事
業（朝鮮川）

21,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（西田川）

25,000

福田川流域治水対策河川事
業

250,000

三宅川流域治水対策河川事
業

30,000

領内川流域治水対策河川事
業

25,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（蟹江川）

25,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（豆搗川）

10,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（御津川）

20,000

矢作川圏域総合流域防災事
業（安永川）

10,000

矢作川圏域総合流域防災事
業（巴川）

42,000

ものづくり愛知県における安全・安心な生
活基盤の確保（防災・安全）

愛知県



矢作川圏域総合流域防災事
業（家下川）

5,000

広田川流域治水対策河川事
業

332,000

日光川流域貯留浸透事業 36,000
庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（千間堀川）

26,000

洪水ハザードマップ事業 豊田市 135,000
- 計 4,717,000

11,535,000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

一宮市



防災・安全交付金（砂防事業）

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

橋爪山沢通常砂防事業 愛知県 9,000
大坪２の沢通常砂防事業 愛知県 6,000
男川第35支川通常砂防事業 愛知県 50
白山川第２支川通常砂防事 愛知県 14,000
大千瀬川第6支川通常砂防
事業

愛知県 7,500

山海向山区域急傾斜地崩壊
対策事業

愛知県 31,500

天神区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 10,000

舟山区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 13,950

中村区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 2,000

山梨区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 19,000

杉長入区域急傾斜地崩壊対
策事業

愛知県 11,700

坂場区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 6,750

開戸区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 9,000

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（砂防設備等長
寿命化計画変更）

愛知県 28,300

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（急傾斜地崩壊
防止施設長寿命化計画変

愛知県 28,300

矢作川圏域総合流域防災事
業（砂防設備等長寿命化計
画変更）

愛知県 95,300

矢作川圏域総合流域防災事
業（急傾斜地崩壊防止施設
長寿命化計画変更）

愛知県 95,325

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（砂防設備等長寿
命化計画変更）

愛知県 101,875

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（急傾斜地崩壊防
止施設長寿命化計画変更）

愛知県 101,875

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業
（砂防設備等緊急改築事業）

愛知県 33,500

庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（急傾斜地崩壊
防止施設緊急改築事業）

愛知県 13,500

矢作川圏域総合流域防災事
業
（砂防設備等緊急改築事業）

愛知県 57,475

矢作川圏域総合流域防災事
業（急傾斜地崩壊防止施設
緊急改築事業）

愛知県 26,025

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）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）（重点）



豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（砂防設備等緊急
改築事業）

愛知県 47,500

- 計 769,425
水野川第１２支川通常砂防
事業

愛知県 5,000

曽野川通常砂防事業 愛知県 10,000
倉曽洞沢通常砂防事業 愛知県 25,000
竜泉寺川第１支川通常砂防
事業

愛知県 1,000

平古沢通常砂防事業 愛知県 5,000
井戸川沢通常砂防事業 愛知県 10,000
力石川第7支川通常砂防事 愛知県 5,000
巴川第２８支川通常砂防事 愛知県 20,000
矢作川第７９支川通常砂防
事業

愛知県 10,000

松久保沢通常砂防事業 愛知県 10,000
西口沢通常砂防事業 愛知県 20,000
平野川通常砂防事業 愛知県 32,500
当貝津川第13支川通常砂防
事業

愛知県 15,000

宇連川第１４支川通常砂防
事業

愛知県 2,500

東林沢通常砂防事業 愛知県 15,000
羽石沢通常砂防事業 愛知県 7,500
山中沢第２支川通常砂防事 愛知県 5,000
神谷沢通常砂防事業 愛知県 5,000
御津川第4支川通常砂防事 愛知県 40,000
御津川第5支川通常砂防事 愛知県 2,500
御津川第11支川通常砂防事
業

愛知県 30,000

山崎沢通常砂防事業 愛知県 15,000
乗小路沢通常砂防事業 愛知県 10,000
落合町区域急傾斜地崩壊対
策事業

愛知県 21,600

中柴区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 36,000

坊田区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 4,500

北洞区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 3,600

成瀬区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 19,000

登り区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 6,750

小守岩区域急傾斜地崩壊対
策事業

愛知県 7,125

棚口区域急傾斜地崩壊対策
事業

愛知県 14,000

日沢（２）区域急傾斜地崩壊
対策事業

愛知県 13,500

矢作川圏域土砂洪水氾濫事
業

愛知県 15,000

豊川・天竜川圏域土砂洪水
氾濫事業

愛知県 7,500

情報基盤 愛知県 90,000
土砂災害警戒区域等の周知
啓発事業

愛知県 10,000

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）



庄内川・木曽川圏域総合流
域防災事業（基礎調査）

愛知県 30,000

矢作川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

愛知県 40,000

豊川・天竜川圏域総合流域
防災事業（基礎調査）

愛知県 40,000

- 計 659,575

1,429,000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（海岸事業（河川））

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

幡豆海岸　海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 22,500

刈谷海岸　海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 40,000

渥美海岸　津波・高潮危機
管理対策緊急事業

愛知県 180,000

幡豆海岸　津波・高潮危機
管理対策緊急事業

愛知県 4,500

高浜海岸　海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

愛知県 10,000

- 計 257,000
豊橋杉山海岸　海岸耐震対
策緊急事業

愛知県 360,000

一色海岸　海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 88,000

西尾海岸　海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 10,000

東浦海岸　海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 280,000

田原海岸　津波・高潮危機
管理対策緊急事業

愛知県 145,000

- 計 883,000

1,140,000

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）

ものづくり愛知県における安全・安心な生
活基盤の確保（防災・安全）

ものづくり愛知県における安全・安心な生
活基盤の確保（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）

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

五条川右岸流域　五条川右
岸処理区　管渠等　地震対
策

愛知県 2,500

五条川左岸流域　五条川左
岸処理区　処理場　地震対
策

愛知県 10,000

新川流域　新川西部処理区
処理場　地震対策

愛知県 1,500

日光川下流流域　日光川下
流処理区　ポンプ場　地震対
策

愛知県 1,500

日光川下流流域　日光川下
流処理区　管渠等　地震対
策

愛知県 6,000

日光川上流流域　日光川上
流処理区　管渠等　地震対
策

愛知県 1,500

豊川流域　豊川処理区　管
渠等　地震対策

愛知県 3,000

矢作川・境川流域　衣浦東
部処理区　管渠等　地震対
策

愛知県 2,000

矢作川・境川流域　境川処
理区　処理場　地震対策

愛知県 4,500

矢作川・境川流域　矢作川
処理区　管渠等　地震対策

愛知県 7,000

矢作川・境川流域　矢作川
処理区　処理場　地震対策

愛知県 12,500

- 計 52,000
名古屋市　山﨑処理区　ポ
ンプ場　流域治水対策

名古屋市 110,500

名古屋市　守山処理区　ポ
ンプ場　流域治水対策

名古屋市 7,000

名古屋市　熱田処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

名古屋市 18,000

名古屋市　平田処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

名古屋市 24,447

名古屋市　宝神処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

名古屋市 19,500

名古屋市　名城処理区　ポ
ンプ場　流域治水対策

名古屋市 110,500

名古屋市　名城処理区　管
渠等　流域治水対策

名古屋市 4,000

名古屋市　露橋処理区　管
渠等　流域治水対策

名古屋市 256,053

- 計 550,000
名古屋市　全域（計画策定
等）　管渠等　老朽化対策

名古屋市 50,000

- 計 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）

快適な水環境を創造する流域下水道の整
備（防災・安全）

名古屋市における地域強靭化計画（防
災・安全）（重点計画）

名古屋市下水道整備計画（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

愛知県 （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）

豊橋市　中島・野田処理区
管渠等　老朽化対策

豊橋市 361,830

豊橋市　中島処理区　管渠
等　流域治水対策

豊橋市 155,000

豊橋市　富士見台処理区
ポンプ場　地震対策

豊橋市 4,050

豊橋市　豊川流域関連処理
区　ポンプ場　地震対策

豊橋市 71,920

- 計 592,800
岡崎市　矢作川処理区　管
渠等　地震対策

岡崎市 36,950

岡崎市　矢作川処理区　管
渠等　老朽化対策

岡崎市 429,700

- 計 466,650
岡崎市　乙川排水区　管渠
等　流域治水対策

岡崎市 145,000

岡崎市　占部川排水区　管
渠等　流域治水対策

岡崎市 56,000

岡崎市　早川排水区　ポンプ
場　老朽化対策

岡崎市 17,350

岡崎市　矢作川処理区　管
渠等　地震対策

岡崎市 14,300

岡崎市　矢作川処理区　管
渠等　流域治水対策

岡崎市 6,562

- 計 239,212
一宮市　第1排水区・南部排
水区　管渠等　流域治水対
策

一宮市 321,100

一宮市　東部処理区　処理
場　地震対策

一宮市 5,000

- 計 326,100
一宮市　西部処理区　管渠
等　地震対策

一宮市 37,000

一宮市　東部処理区・西部
処理区　管渠等　地震対策

一宮市 4,500

- 計 41,500
一宮市　東部処理区・西部
処理区　管渠等　老朽化対
策

一宮市 41,000

- 計 41,000
半田市　衣浦西部処理区
管渠等　地震対策

半田市 17,425

- 計 17,425
半田市　衣浦西部処理区
ポンプ場　流域治水対策

半田市 5,966

半田市　衣浦西部処理区
管渠等　流域治水対策

半田市 5,784

半田市　衣浦西部処理区
管渠等　老朽化対策

半田市 4,000

- 計 15,750

おかざき下水道施設改築計画（防災・安
全）

安全・安心で快適な暮らしを支える下水道
整備の推進

おかざき下水道強靭化計画（防災・安全）
（重点計画）

一宮市における災害に備える下水道整備
（防災・安全）（重点計画）

一宮市における災害に備える下水道整備
(防災・安全)

一宮市における持続可能な下水道の整備
（防災・安全）

半田市における下水道施設の防災・安全
対策の推進（防災・安全）

半田市における下水道施設の防災・安全
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）

愛知県 （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）

春日井市　高蔵寺処理区
ポンプ場　地震対策

春日井市 4,620

春日井市　勝西排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

春日井市 12,500

春日井市　松河戸排水区
ポンプ場　老朽化対策

春日井市 5,380

春日井市　中央処理区　管
渠等　地震対策

春日井市 4,050

春日井市　中央処理区　処
理場　地震対策

春日井市 30,000

- 計 56,550
春日井市　高蔵寺処理区
ポンプ場　地震対策

春日井市 1,850

春日井市　高蔵寺処理区
管渠等　地震対策

春日井市 28,057

春日井市　松河戸処理区
ポンプ場　老朽化対策

春日井市 2,250

春日井市　中央処理区　処
理場　地震対策

春日井市 2,650

- 計 34,807
豊川市　牛久保処理分区
管渠等　地震対策

豊川市 9,500

- 計 9,500
刈谷市　亀城排水区・市原
排水区　管渠等　地震対策

刈谷市 14,755

刈谷市　境川処理区　管渠
等　地震対策

刈谷市 50,025

- 計 64,780
刈谷市　亀城排水区・市原
排水区・前川第１排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

刈谷市 3,500

刈谷市　境川処理区　管渠
等　地震対策

刈谷市 16,300

- 計 19,800
豊田市　中部排水区　管渠
等　老朽化対策

豊田市 40,000

豊田市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

豊田市 5,000

- 計 45,000
蒲郡市　蒲郡処理区　ポンプ
場　地震対策

蒲郡市 15,000

蒲郡市　蒲郡処理区　処理
場　地震対策

蒲郡市 12,000

- 計 27,000
犬山市　五条川左岸処理区
管渠等　地震対策

犬山市 12,000

- 計 12,000
大府市　池田・東新排水区
管渠等　流域治水対策

大府市 5,500

- 計 5,500

計画的な施設の改築更新による安全・安
心なサービスの提供（防災・安全）（重点計
画）

公共下水道の防災・安全対策の推進（防
災・安全）（重点計画）

公共下水道の防災・安全対策の推進（防
災・安全）

光・緑・人　輝くとよかわ（防災・安全対策
による定住促進計画）（防災・安全）

安全・安心のまち　刈谷の下水道（防災・
安全）

安全・安心のまち　刈谷の下水道（防災・
安全）（重点計画）

蒲郡市における水の防災・安全基盤整備
計画（防災・安全）

犬山市における下水道防災・安全対策の
推進（防災・安全）（重点計画）

大府市における災害に強い安全・安心な
まちづくり（防災・安全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

愛知県 （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）

知多市　南部処理区　ポンプ
場　地震対策

知多市 2,770

知多市　南部処理区　管渠
等　地震対策

知多市 119,990

- 計 122,760
北名古屋市　Ｃ排水区　管渠
等　流域治水対策

北名古屋市 100,000

- 計 100,000
みよし市　全域（計画策定
等）　管渠等　流域治水対策

みよし市 6,000

- 計 6,000
東浦町　境川処理区・衣浦
西部処理区　ポンプ場　老朽
化対策

東浦町 5,100

- 計 5,100

2,901,234

東浦町における浸水対策の推進（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

知多市における下水道施設の安全・安心
対策（防災・安全）

水害に強い都市を作るための浸水対策の
推進（防災・安全）（重点計画）

みよし市における安全・安心なサービスの
提供(防災・安全)



愛知県 （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 豊橋市 100,000
- 計 100,000

下水道施設の整備 岡崎市 114,200
- 計 114,200

下水道施設の整備 一宮市 59,980
- 計 59,980

下水道施設の整備 豊川市 43,500
- 計 43,500

下水道施設の整備 刈谷市 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 犬山市 43,000
- 計 43,000

下水道施設の整備 東海市 22,000
- 計 22,000

下水道施設の整備 尾張旭市 33,500
- 計 33,500

下水道施設の整備 高浜市 40,000
- 計 40,000

下水道施設の整備 岩倉市 163,000
- 計 163,000

下水道施設の整備 豊山町 39,000
- 計 39,000

667,180

光・緑・人　輝くとよかわ（基盤整備による
定住・交流促進計画）

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）

総合的な下水道整備の推進（重点計画）

おかざき下水道普及計画

一宮市における下水道普及の推進（重点
計画）

豊山町における下水道未普及解消の推
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

潤いと安心のまち　刈谷の下水道

犬山市における下水道普及の推進（重点
計画）
東海市における公共下水道整備の実現
（重点計画）
未普及地域の早期解消による衛生的で快
適なまちづくりの推進（重点計画）
下水道未普及地域の普及促進Ⅱ（重点計
画）
岩倉市における下水道事業による汚水処
理計画（重点計画）


