
大 阪 府

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・大阪府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

大和川 大和川 一般河川改修事業 1,496　

おおさかふ おおさかし さかいし まつばらし かしわらし ふじいでらし

≪大阪府≫大阪市、堺市、松原市、柏原市、藤井寺市
ならけん さんごうちょう いかるがちょう あんどちょう かわにしちょう おうじちょう か

≪奈良県≫三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、王寺町、河
わいちょう

合町

淀川 淀川 一般河川改修事業 3,770　

おおさかふ おおさかし たかつきし ひらかたし ねやがわし せっつし

≪大阪府≫大阪市、高槻市、枚方市、寝屋川市、摂津市
きょうとふ きょうとし くみやまちょう

≪京都府≫京都市、久御山町

淀川 淀川 特定構造物改築事業 1,700　
おおさかし

大阪市

大和川 大和川 河川都市基盤整備事業 2,360　
さかいし

堺市

淀川 淀川 河川都市基盤整備事業 350　
おおさかし

大阪市

大和川 大和川 河川維持修繕事業 357　
ならし やまとこおりやまし かこう

奈良市、大和郡山市～河口

淀川 淀川中下流 河川維持修繕事業 740　
うじし かこう

宇治市～河口

淀川 猪名川 河川維持修繕事業 202　
いけだし かわにしし あまがさきし

池田市、川西市～尼崎市

（※）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・大阪府）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

淀川
木津川、尻無川、
寝屋川、六軒家川

事業間連携河川事業 150　
おおさかし

大阪市

淀川
寝屋川

（寝屋川北部地下河
川）

大規模特定河川事業 1,000　
おおさかし

大阪市

淀川 寝屋川
（寝屋川流域調節池）

大規模特定河川事業 400　
ひがしおおさかし

東大阪市

淀川
恩智川

（法善寺遊水池）
大規模特定河川事業 400　

や お し かしわらし

八尾市、柏原市

淀川 余野川 大規模特定河川事業 100　
い け だ し

池田市

淀川 穂谷川 大規模特定河川事業 50　
ひらかたし

枚方市

大津川 牛滝川 大規模特定河川事業 150　
き し わ だ し

岸和田市

淀川
寝屋川

（太間排水機場）
大規模更新河川事業 118　

ね や が わ し

寝屋川市

淀川 旧猪名川 大規模更新河川事業 116　
とよなかし

豊中市



大阪府

　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。

( 2,200)

河川整備事業費 2,200 

　治水ダム等建設事業費補助

( 2,200)

　　建 設 工 事 2,200 

( 2,200)

安威川ダム 2,200 

事項 ダム名 備　　　　考



令和２年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（大阪府 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）

かめのせ かしわらし とうげ じすべりたいさくこう

大和川河川 亀の瀬 柏原市 峠 地すべり対策工 200

１箇所 200

所在地

地すべり対策

合計



令和２年度第３次補正予算　下水道事業

都道府県名：大阪府 （単位：千円）

寝屋川流域下水道大規模雨水処理施
設整備事業

大阪府
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,267,094 633,547

川面処理区大規模雨水処理施設整備
事業

吹田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

200,000 100,000

計 1,467,094 733,547

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



防災・安全交付金（河川事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西大阪地区　地震・高潮対
策河川事業（津波・高潮対
策）

945,000

大阪地区　地震・高潮対策
河川事業（津波・高潮対策）

55,000

- 計 1,000,000

淀川水系寝屋川総合治水対
策特定河川事業

100,000

淀川水系神崎川広域河川改
修事業（田尻川）

64,000

大和川水系石川広域河川改
修事業（梅川、天見川）

40,000

大和川水系西除川広域河川
改修事業（西除川、落堀川）

45,000

大津川水系大津川広域河川
改修事業（槇尾川、松尾川）

2,500

芦田川水系芦田川流域治水
対策河川事業（芦田川）

32,500

佐野川水系佐野川広域河川
改修事業（住吉川）

15,000

恩智川特定構造物改築事業
（花園多目的遊水地・恩智川
治水緑地）

25,000

- 計 324,000
淀川水系神崎川広域河川改
修事業

412,000

淀川水系穂谷川広域河川改
修事業（穂谷川）

25,000

大和川水系石川広域河川改
修事業（飛鳥川）

76,000

石津川水系石津川広域河川
改修事業（石津川）

100,000

樫井川水系樫井川広域河川
改修事業（新家川）

50,000

大和川水系東除川大規模河
川管理施設機能確保事業
(東除川)

72,000

避難行動支援事業

箕面市、茨木
市、高槻市、摂
津市、枚方市、
交野市、東大阪
市、羽曳野市、
河南町、貝塚

28,000

- 計 763,000

2,087,000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

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）

南海トラフ地震・大型台風をはじめとした
総合的な津波・高潮・老朽化対策の推進
（第２期）（防災・安全）緊急対策

大阪府

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進
（防災・安全）緊急対策

大阪府

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進
（防災・安全）

大阪府



防災・安全交付金（砂防事業）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

古淵川第二支渓通常砂防事
業

大阪府 27,500

下大木渓通常砂防事業 大阪府 15,000
東川第三支渓通常砂防事業 大阪府 5,000
北川支川通常砂防事業 大阪府 22,500
牛滝川右１通常砂防事業 大阪府 5,000
近木川第一支渓通常砂防事
業

大阪府 2,000

楠畑川第1支渓通常砂防事 大阪府 5,000
樽堂谷第一支川通常砂防事
業

大阪府 5,000

国分東条第三支渓通常砂防
事業

大阪府 5,000

千早川支川千早川（７）通常
砂防事業

大阪府 10,000

父鬼川右第一支川通常砂防
事業

大阪府 11,000

畑第二渓通常砂防事業 大阪府 12,500
小川第二支渓通常砂防事業 大阪府 12,500
東谷通常砂防事業 大阪府 18,500
天野川右１左４通常砂防砂
防事業

大阪府 15,000

石見川支川寺川通常砂防事
業

大阪府 23,500

父鬼川左第７支川通常砂防
事業

大阪府 11,000

二釜南通常砂防事業 大阪府 40,000
一の谷通常砂防事業 大阪府 50,000
山畑川通常砂防事業 大阪府 45,000
鬼虎川通常砂防事業 大阪府 17,500
引谷通常砂防事業 大阪府 5,000
石見川第六支渓通常砂防事
業

大阪府 45,000

金熊寺川第５支渓通常砂防
事業

大阪府 5,000

殿方地区急傾斜地崩壊対策
事業

大阪府 16,000

谷（２）地区急傾斜地崩壊対
策事業

大阪府 18,000

箕面（２）地区急傾斜地崩壊
対策事業

大阪府 18,000

下河内（４）地区急傾斜地崩
壊対策事業

大阪府 27,000

下止々呂美（８）地区急傾斜
地崩壊対策事業

大阪府 4,750

奥今滝（１）地区急傾斜地崩
壊対策事業

大阪府 14,250

猪名川圏域総流防（砂防） 大阪府 27,000
猪名川圏域総流防（急傾） 大阪府 12,000
猪名川圏域総流防（老朽化） 大阪府 15,000
淀川圏域総流防（情報基盤） 大阪府 20,000
淀川圏域総流防（砂防） 大阪府 20,000
淀川圏域総流防（老朽化） 大阪府 12,500

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）

大阪府内の水害・土砂災害対策の推進
（防災・安全）



大和川圏域総流防（老朽化） 大阪府 7,500
泉南圏域総流防（砂防） 大阪府 12,500
泉南圏域総流防（老朽化） 大阪府 15,000
効果促進（市町村） 池田市 2,600
効果促進（市町村） 箕面市 1,250
効果促進（市町村） 豊中市 6,550
効果促進（市町村） 茨木市 7,800
効果促進（市町村） 吹田市 5,000
効果促進（市町村） 高槻市 4,000
効果促進（市町村） 枚方市 19,850
効果促進（市町村） 交野市 1,100
効果促進（市町村） 東大阪市 4,400
効果促進（市町村） 堺市 4,050
効果促進（市町村） 羽曳野市 800
効果促進（市町村） 富田林 1,000
効果促進（市町村） 河南町 250
効果促進（市町村） 千早赤阪村 1,900
効果促進（市町村） 岸和田市 4,950
効果促進（市町村） 泉佐野市 1,450
効果促進（市町村） 泉南市 2,300
効果促進（市町村） 熊取町 10,000
効果促進（市町村） 田尻町 750

- 計 733,000

733,000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））

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

泉州海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

大阪府 47,000

- 計 47,000

47,000

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）

既存施設の機能確保及び長寿命化対策
の推進（第２期）（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）

大阪府 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

安威川流域　中央処理区
ポンプ場　地震対策

大阪府 50,000

安威川流域　中央処理区
処理場　地震対策

大阪府 33,000

寝屋川流域　鴻池処理区
ポンプ場　地震対策

大阪府 9,900

寝屋川流域　川俣処理区
処理場　地震対策

大阪府 160,600

猪名川流域　原田処理区
処理場　地震対策

大阪府 133,000

南大阪湾岸流域　南部処理
区　ポンプ場　地震対策

大阪府 28,000

南大阪湾岸流域　北部処理
区　処理場　地震対策

大阪府 433,978

淀川右岸流域　高槻処理区
ポンプ場　老朽化対策

大阪府 75,000

淀川左岸流域　渚処理区
処理場　地震対策

大阪府 77,000

- 計 1,000,478
寝屋川流域　鴻池処理区
ポンプ場　流域治水対策

大阪府 35,750

寝屋川流域　鴻池処理区
管渠等　流域治水対策

大阪府 486,803

淀川右岸流域　高槻処理区
ポンプ場　流域治水対策

大阪府 40,000

- 計 562,553
大阪市　海老江処理区　処
理場　地震対策

大阪市 534,600

大阪市　全域　管渠等　老朽
化対策

大阪市 324,500

- 計 859,100
大阪市　海老江処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

大阪市 49,500

大阪市　此花処理区　管渠
等　流域治水対策

大阪市 74,520

大阪市　市岡処理区　処理
場　地震対策

大阪市 54,450

大阪市　住之江処理区　処
理場　地震対策

大阪市 302,500

大阪市　十八条処理区　管
渠等　流域治水対策

大阪市 54,000

大阪市　中浜江処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

大阪市 45,430

大阪市　全域　ポンプ場　老
朽化対策

大阪市 60,500

- 計 640,900

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）

第２次大阪府流域下水道整備計画（防
災・安全）

第２次大阪府流域下水道整備計画（重点
計画）（防災・安全）

大阪市下水道・河川総合整備計画（防災・
安全）〔第2期〕

大阪市下水道・河川重点整備計画（防災・
安全）〔第2期〕



防災・安全交付金（下水道事業）

大阪府 （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）

堺市　今池処理区　管渠等
地震対策

堺市 80,000

堺市　三宝処理区　管渠等
老朽化対策

堺市 151,000

堺市　三宝処理区　処理場
地震対策

堺市 10,000

堺市　石津処理区　処理場
地震対策

堺市 20,000

堺市　泉北処理区　処理場
地震対策

堺市 59,000

- 計 320,000
堺市　三宝処理区　管渠等
流域治水対策

堺市 50,000

堺市　石津処理区　ポンプ場
老朽化対策

堺市 30,000

- 計 80,000
池田市　池田処理区　管渠
等　地震対策

池田市 138,000

- 計 138,000
吹田市　川面処理区　ポンプ
場　老朽化対策

吹田市 63,200

吹田市　中央処理区　管渠
等　流域治水対策

吹田市 13,000

吹田市　全域（計画策定等）
管渠等　老朽化対策

吹田市 5,550

- 計 81,750
高槻市　新川排水区　ポンプ
場　流域治水対策

高槻市 2,625

高槻市　真上排水区　ポンプ
場　流域治水対策

高槻市 2,625

高槻市　津之江排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

高槻市 2,625

高槻市　津之江排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

高槻市 11,500

高槻市　日野川排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

高槻市 2,625

高槻市　全域　管渠等　地震
対策

高槻市 169,000

- 計 191,000
枚方市　全域（計画策定等）
ポンプ場　老朽化対策

枚方市 11,000

- 計 11,000
寝屋川市　香里排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

寝屋川市 50,000

- 計 50,000
四條畷市　鴻池処理区　管
渠等　老朽化対策

四條畷市 5,000

四條畷市　田原処理区　管
渠等　地震対策

四條畷市 12,000

- 計 17,000
交野市　小川排水区　管渠
等　流域治水対策

交野市 50,000

- 計 50,000

4,001,781

四條畷市公共下水道整備計画（その２）
（防災・安全）

交野市域の継続的な改築・更新を行い災
害に強いまち作りの推進（その２）（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

堺市公共下水道事業重点計画（防災・安
全）（第Ⅱ期）（重点計画）

池田市　第３次　水の安全・安心基盤整備
（防災・安全）

吹田市下水道　安心・安全のまちづくり（そ
の２）（防災・安全）

高槻市ともに支え合う安全・安心なまちづ
くり（第２期）（防災・安全）

第３次枚方市安全・安心下水道整備計画
（防災・安全）

寝屋川市公共下水道の整備（その2）（重
点計画）（防災・安全）

堺市公共下水道事業計画（防災・安全）
（第Ⅱ期）


