
三 重 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・三重県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 2,941　

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
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

鈴鹿川 鈴鹿川 一般河川改修事業 478　
よ っ か い ち し

四日市市

雲出川 雲出川 一般河川改修事業 1,398　
つ し ま つ さ か し

津市、松阪市

櫛田川 櫛田川 一般河川改修事業 568　
ま つ さ か し

松阪市

宮川 宮川 一般河川改修事業 888　
い せ し

伊勢市

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 2,830　

  みえけん  きほうちょう

≪三重県≫紀宝町
わかやまけん しんぐうし

≪和歌山県≫新宮市

淀川 木津川上流 一般河川改修事業 3,150　
なばりし いがし

名張市、伊賀市

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

鈴鹿川 鈴鹿川 河川維持修繕事業 116　
かめやまし かこう

亀山市～河口

雲出川 雲出川 河川維持修繕事業 127　
つし まつさかし かこう

津市、松阪市～河口

櫛田川 櫛田川 河川維持修繕事業 129　
まつさかし たきちょう かこう

松阪市、多気町～河口

宮川 宮川 河川維持修繕事業 190　
たまきちょう いせし かこう

玉城町、伊勢市～河口

新宮川 熊野川 河川維持修繕事業 115　
きほうちょう しんぐうし かこう

紀宝町、新宮市～河口

淀川 木津川上流 河川維持修繕事業 382　
なばりし　　　　かさぎちょう

名張市～笠置町

（※）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・三重県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

相川 相川 大規模特定河川事業 50　
つ し

津市

淀川 木津川 大規模特定河川事業 200　
い が し

伊賀市

堀切川 堀切川 大規模更新河川事業 100　
す ず か し

鈴鹿市

三渡川 百々川 大規模更新河川事業 68　
まつさか し

松坂市



三重県

　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

水資源開発事業 淀川川上ダム 429

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



三重県

　令和２年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 500)

河川整備事業費 500 

　治水ダム等建設事業費補助

( 500)

　　建 設 工 事 500 

( 500)

鳥羽河内ダム 500 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きづがわすいけい なばりがわ うだがわ たにでだい４さぼうえんてい なばりし あべた

紀伊山系砂防 砂防 木津川水系 名張川 宇陀川 谷出第4砂防堰堤 名張市 安部田 砂防堰堤工 160
きづがわすいけい なばりがわ うだがわ きぞんえんていほしゅう なばりし

木津川水系 名張川 宇陀川 既存堰堤補修 名張市 砂防堰堤工 60

合計 2 箇所 220

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（三重県　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
事業費

（百万円）
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 みやがわ こひらたに わたらいぐん たいきちょう さき さぼうえんていこう

砂防等事業 宮川 小平谷 度会郡 大紀町 崎 砂防堰堤工 60

みやがわ おおたにがわ わたらいぐん たいきちょう おおうちやま さぼうえんていこう

宮川 大谷川 度会郡 大紀町 大内山 砂防堰堤工 5

いせじがわ おくでのたに（２） わたらいぐん みなみいせちょう いせじ さぼうえんていこう

伊勢路川 奥出の谷（２） 度会郡 南伊勢町 伊勢路 砂防堰堤工 5

しんぐうがわ くわたにがわ くまのし いさとちょう てらたに さぼうえんていこう

新宮川 桑谷川 熊野市 五郷町 寺谷 砂防堰堤工 30

しんぐうがわ にしのたに みなみむろぐん きほうちょう さかまつばら さぼうえんていこう

新宮川 西ノ谷 南牟婁郡 紀宝町 阪松原 砂防堰堤工 40

5箇所 140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（三重県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



中部地方整備局（三重県） （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 上野・白塚海岸 津市
つ し

50

兵庫県　計 50

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・三重県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 680　

み え け ん く わ な し

≪三重県≫桑名市
ぎ ふ け ん か い づ し

≪岐阜県≫海津市
あ い ち け ん あ い さ い し

≪愛知県≫愛西市

鈴鹿川 鈴鹿川 一般河川改修事業 150　
よ っ か い ち し

四日市市

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 450　

  みえけん  きほうちょう

≪三重県≫紀宝町
わかやまけん しんぐうし

≪和歌山県≫新宮市

淀川 木津川上流 一般河川改修事業 220　
いがし

伊賀市

淀川 総合水系環境整備事業 40　
な ば り し

名張市

（※）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）

三重県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

山除川特定構造物改築事業
（山除川排水機場）

9,000

三重県沿岸地区地震高潮・
対策事業

23,000

堀切川広域河川改修事業 20,000
堰堤改良事業（宮川ダム、君
ケ野ダム）

12,000

- 計 64,000
三滝川広域河川改修事業 5,000
鈴鹿川圏域総合流域防災事
業（椋川）

50,000

志登茂川広域河川改修事業 10,000
百々川広域河川改修事業 25,000
大内山川広域河川改修事業 20,000
熊野川広域河川改修事業 5,000
朝明川広域河川改修事業 20,000
宮川水系総合流域防災事業
（桧尻川）

15,000

神内川広域河川改修事業 5,000
木曽川・長良川・揖斐川圏域
総合流域防災事業（員弁川）

329,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（赤羽川）

50,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（北山川）

15,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（三戸川）

50,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（船津川）

50,000

鈴鹿川圏域総合流域防災事
業（中ノ川）

15,000

雲出川圏域総合流域防災事
業（安濃川）

75,000

宮川圏域総合流域防災事業
（押淵川）

10,000

宮川圏域総合流域防災事業
（泉川）

5,000

宮川圏域総合流域防災事業
（中河内川）

3,000

宮川圏域総合流域防災事業
（五ヶ所川）

2,000

櫛田川圏域総合流域防災事
業（堀坂川）

35,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（往古川）

25,000

淀川圏域総合流域防災事業
（久米川）

115,000

淀川圏域総合流域防災事業
（木津川）

25,000

淀川圏域総合流域防災事業
（柘植川）

50,000

宮川圏域総合流域防災事業
（五十鈴川）

65,000

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）

三重県における河川管理施設等の地震・
津波対策及び戦略的維持管理の推進（防
災・安全）緊急対策

三重県

三重県における流域一体となった総合的
な洪水防止対策の推進（防災・安全）

三重県



洪水浸水想定区域指定事業 514,000
- 計 1,588,000

1,652,000

※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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

三重県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西之貝戸川通常砂防事業 三重県 15,000
八島川通常砂防事業 三重県 3,500
宇谷川通常砂防事業 三重県 3,500
深田川通常砂防事業 三重県 41,000
長谷通常砂防事業 三重県 25,000
平野通常砂防事業 三重県 14,525
神野谷川通常砂防事業 三重県 7,500
止山東谷通常砂防事業 三重県 8,500
北山川通常砂防事業 三重県 42,500
万所谷川通常砂防事業 三重県 7,500
上の山の谷通常砂防事業 三重県 28,500
太田通常砂防事業 三重県 55,500
猿谷東通常砂防事業 三重県 23,500
谷地東谷通常砂防事業 三重県 15,000
林ノ谷西通常砂防事業 三重県 7,500
名柄川支川１通常砂防事業 三重県 5,000
在ノ上北谷通常砂防事業 三重県 4,000
林ノ谷東通常砂防事業 三重県 12,500
ヨドロ崎通常砂防事業 三重県 10,000
東地川通常砂防事業 三重県 15,000
西ノ谷通常砂防事業 三重県 10,000
雲出川圏域総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改築事
業）

三重県 20,000

木曽川・長良川・揖斐川圏域
総合流域防災事業（砂防設
備等緊急改築事業）

三重県 10,000

鈴鹿川圏域総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改築事
業）

三重県 25,000

宮川圏域総合流域防災事業
（砂防設備等緊急改築事業）

三重県 7,500

櫛田川圏域総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改築事
業）

三重県 30,000

淀川圏域総合流域防災事業
（砂防設備等緊急改築事業）

三重県 22,500

熊野川圏域総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改築事
業）

三重県 22,500

木曽川・長良川・揖斐川圏域
総合流域防災事業（長寿命
化計画変更）

三重県 900

鈴鹿川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画変更）

三重県 1,500

雲出川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画変更）

三重県 850

櫛田川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画変更）

三重県 450

宮川圏域総合流域防災事業
（長寿命化計画変更）

三重県 750

淀川圏域総合流域防災事業
（長寿命化計画変更）

三重県 700

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）

土砂災害対策の推進（重点）（防災・安全）



熊野川圏域総合流域防災事
業（長寿命化計画変更）

三重県 1,350

辻原5地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 2,850
森家野地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 9,500
畑井地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 4,500
蓮華寺地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 475
川上２地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 1,425
奥馬野地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 2,375
阿田和地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 22,500

- 計 542,650
少部原谷川通常砂防事業 三重県 25,500
材木川通常砂防事業 三重県 5,000
小滝川通常砂防事業 三重県 42,000
青川通常砂防事業 三重県 27,500
かや落し谷通常砂防事業 三重県 48,500
市ノ谷通常砂防事業 三重県 55,000
こも谷川通常砂防事業 三重県 6,500
笠上川通常砂防事業 三重県 5,000
島谷川通常砂防事業 三重県 2,500
小平谷通常砂防事業 三重県 5,000
大谷川（大紀町）通常砂防事
業

三重県 2,500

奥出の谷川通常砂防事業 三重県 2,500
宮谷通常砂防事業 三重県 35,000
平川通常砂防事業 三重県 12,500
滝ヶ谷通常砂防事業 三重県 12,500
向山谷川通常砂防事業 三重県 5,000
大谷川（熊野市）通常砂防事
業

三重県 15,000

里地谷通常砂防事業 三重県 10,000
桑谷川通常砂防事業 三重県 12,500
雨東谷通常砂防事業 三重県 25,000
かぶち谷通常砂防事業 三重県 30,500
土砂災害警戒区域等の周知
啓発事業

三重県 1,500

柏野急傾斜地崩壊対策事業 三重県 7,125
宮の上急傾斜地崩壊対策事
業

三重県 13,500

坂場４急傾斜地崩壊対策事 三重県 27,000
西町急傾斜地崩壊対策事業 三重県 31,500
引作急傾斜地崩壊対策事業 三重県 1,350
仲坪急傾斜地崩壊対策事業 三重県 2,375
上地４急傾斜地崩壊対策事 三重県 28,500
木曽川・長良川・揖斐川圏域
総合流域防災事業（基礎調
査）

三重県 4,000

鈴鹿川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

三重県 6,100

雲出川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

三重県 12,300

櫛田川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

三重県 5,000

宮川圏域総合流域防災事業
（基礎調査）

三重県 5,100

淀川圏域総合流域防災事業
（基礎調査）

三重県 8,200

熊野川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

三重県 9,300

土砂災害対策の推進（防災・安全）



総合流域防災事業（情報基
盤）

三重県 50,000

- 計 598,350

1,141,000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））

三重県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

川越地区海岸高潮対策事業 三重県 22,500
南若松地区海岸高潮対策事
業

三重県 50,000

相賀浦地区海岸高潮対策事
業

三重県 5,000

阿田和地区海岸高潮対策事
業

三重県 15,000

- 計 92,500
城南第一地区海岸高潮対策
事業

三重県 170,000

南張地区海岸高潮対策事業 三重県 119,500
千里～白塚地区海岸高潮対
策事業

三重県 40,000

伊勢湾北部海岸堤防老朽化
対策緊急事業

三重県 137,500

伊勢志摩海岸堤防老朽化対
策緊急事業

三重県 295,000

南伊勢東紀州海岸堤防老朽
化対策緊急事業

三重県 136,500

- 計 898,500

991,000

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）

三重県における海岸保全対策の推進（防
災・安全）

三重県における海岸保全対策の推進（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）

三重県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

宮川沿岸流域　宮川処理区
処理場　地震対策

三重県 102,000

中勢沿岸流域　雲出川左岸
処理区　管渠等　地震対策

三重県 7,000

中勢沿岸流域　雲出川左岸
処理区　処理場　地震対策

三重県 3,000

中勢沿岸流域　志登茂川処
理区　処理場　地震対策

三重県 4,000

中勢沿岸流域　松阪処理区
処理場　地震対策

三重県 5,000

北勢沿岸流域　南部処理区
管渠等　地震対策

三重県 5,000

北勢沿岸流域　南部処理区
処理場　地震対策

三重県 88,000

北勢沿岸流域　北部処理区
管渠等　地震対策

三重県 5,000

北勢沿岸流域　北部処理区
処理場　地震対策

三重県 26,000

- 計 245,000
津市　天神排水区　ポンプ場
流域治水対策

津市 242,400

津市　半田川田排水区　管
渠等　流域治水対策

津市 42,000

- 計 284,400
津市　上浜排水区　ポンプ場
老朽化対策

津市 117,200

津市　中央処理区　処理場
地震対策

津市 12,400

- 計 129,600
四日市市　日永処理区　管
渠等　流域治水対策

四日市市 50,000

- 計 50,000
伊勢市　勢田川左岸岩渕、
倉田山排水区　ポンプ場　流
域治水対策

伊勢市 7,000

伊勢市　勢田川左岸岩渕、
倉田山排水区　ポンプ場　老
朽化対策

伊勢市 17,500

伊勢市　勢田川左岸中部排
水区ほか　ポンプ場　老朽化
対策

伊勢市 4,500

伊勢市　相合処理分区ほか
管渠等　地震対策

伊勢市 28,500

- 計 57,500
伊勢市　二見東処理分区
管渠等　地震対策

伊勢市 10,500

- 計 10,500
松阪市　塩浜排水区　ポンプ
場　流域治水対策

松阪市 150,000

- 計 150,000

災害に強い伊勢のまちをつくる下水道整
備（防災・安全）（重点計画）

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）

下水道処理施設の耐震化・耐水化・改築
更新による防災対策の推進（防災・安全）

津市安全・安心に暮らせる災害に強いま
ちづくり（防災・安全）（重点計画）

津市安全・安心に暮らせる災害に強いま
ちづくり(防災・安全)

四日市市下水道整備重点計画（防災・安
全）

災害に強い伊勢のまちをつくる下水道整
備（防災・安全）

松阪市における浸水対策と地震対策の推
進（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

三重県 （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）

桑名市　長島処理区　ポンプ
場　地震対策

桑名市 2,500

桑名市　長島処理区他　処
理場　流域治水対策

桑名市 5,500

桑名市　北部処理区　ポンプ
場　地震対策

桑名市 1,500

- 計 9,500
桑名市　住吉排水区　ポンプ
場　老朽化対策

桑名市 4,920

桑名市　深谷第２排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

桑名市 2,330

- 計 7,250
鈴鹿市　金沢排水区　管渠
等　流域治水対策

鈴鹿市 7,000

- 計 7,000
名張市　中央処理区　管渠
等　地震対策

名張市 5,000

名張市　南部処理区　管渠
等　地震対策

名張市 22,000

- 計 27,000
木曽岬町　全域（計画策定
等）　処理場　地震対策

木曽岬町 8,000

- 計 8,000
東員町　北部処理区　管渠
等　地震対策

東員町 11,250

- 計 11,250
朝日町　朝日東部排水区
管渠等　流域治水対策

朝日町 28,600

- 計 28,600
朝日町　北部処理区　管渠
等　流域治水対策

朝日町 8,300

- 計 8,300

1,033,900

※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

下水道整備による防災安全対策及び老朽
化対策の推進（防災・安全）

下水道整備による防災安全対策及び老朽
化対策の推進（防災・安全）（重点計画）

鈴鹿市における安全、安心、快適な暮らし
の実現（防災・安全）（重点計画）

名張市の安全下水道（防災・安全）

木曽岬町における安全で安心な水環境の
保全（防災・安全）

快適で安全な環境の整備（防災・安全）

朝日町下水道整備（公共下水路）の推進
（防災・安全）（重点計画）

朝日町下水道施設のストックマネジメント
及び地震による災害対策の推進（防災・安
全）

合計



三重県 （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 津市 35,950
- 計 35,950

下水道施設の整備 伊勢市 50,000
- 計 50,000

下水道施設の整備 桑名市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 名張市 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 鈴鹿市 101,000
- 計 101,000

215,950

鈴鹿市における生活環境の向上（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

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）

津市下水道整備推進重点化事業計画（重
点計画）
おかげさまの心を通じて交わるまちづくり
（重点計画）
下水道整備による生活環境改善の推進
(重点計画)
快適な生活環境の実現と安全・安心なま
ちづくり


