
兵 庫 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 1,974　
かこがわし たかさごし おのし かとうし

加古川市、高砂市、小野市、加東市

揖保川 揖保川 一般河川改修事業 1,166　
ひめじし しそうし し

姫路市、宍粟市、たつの市

円山川 円山川 一般河川改修事業 2,600　
とよおかし

豊岡市

淀川 猪名川 流域治水整備事業 840　
いたみし

伊丹市

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

加古川 加古川 河川維持修繕事業 350　
かとうし かこう

加東市～河口

揖保川 揖保川 河川維持修繕事業 530　
しそうし かこう

宍粟市～河口

円山川 円山川 河川維持修繕事業 326　
とよおかし かこう

豊岡市～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。



兵庫県

　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 加古川加古川大堰 60

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



兵庫県

　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。

( 100)

河川整備事業費 100 

　治水ダム等建設事業費補助

( 100)

　　実施計画調査 100 

( 100)

引原ダム再生 100 

事項 ダム名 備　　　　考



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（兵庫県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい しゅくがわ しゅくがわ しゅくがわぐりーんべると にしのみやし くらくえんちょう

六甲砂防 砂防 六甲山系 夙川 夙川 夙川グリーンベルト 西宮市 苦楽園町ほか 斜面対策工 60
ろっこうさんけい あしやがわ あしやがわ あしやがわぐりーんべると あしやし さんじょうちょう

六甲山系 芦屋川 芦屋川 芦屋川グリーンベルト 芦屋市 三条町ほか 斜面対策工 470
ろっこうさんけい たかはしがわ たかはしがわ たかはしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 高橋川 高橋川 高橋川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 60
ろっこうさんけい すみよしがわ すみよしがわ すみよしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 住吉川 住吉川 住吉川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 130
ろっこうさんけい いしやがわ いしやがわ いしやがわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 石屋川 石屋川 石屋川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 130
ろっこうさんけい とががわ とががわ とががわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 都賀川 都賀川 都賀川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 120
ろっこうさんけい しんいくたがわ しんいくたがわ しんいくたがわぐりーんべると こうべし ちゅうおうく

六甲山系 新生田川 新生田川 新生田川グリーンベルト 神戸市 中央区 斜面対策工 60
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ うじがわぐりーんべると こうべし ひょうごく

六甲山系 宇治川 宇治川 宇治川グリーンベルト 神戸市 兵庫区 斜面対策工 50
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ しんみなとがわぐりーんべると こうべし ながたく

六甲山系 新湊川 新湊川 新湊川グリーンベルト 神戸市 長田区 斜面対策工 210
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわ みょうほうじがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 妙法寺川 妙法寺川 妙法寺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 410
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ いちりやまちくしゃめんたいさく こうべし ながたく いちりやまちょう

六甲山系 新湊川 新湊川 一里山地区斜面対策 神戸市 長田区 一里山町 斜面対策工 300

１１箇所 2,000

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年度第３次補正予算　下水道事業

都道府県名：兵庫県 （単位：千円）

神戸駅周辺地区（神戸駅南地区）下水
道床上浸水対策事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

266,500 133,250

計 266,500 133,250

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・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 300　
かこがわし たかさごし

加古川市、高砂市

円山川 円山川 一般河川改修事業 250　
とよおかし

豊岡市

円山川 総合水系環境整備事業 20　
とよおかし

豊岡市

（※）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）

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

洗戎川（洗戎川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

2,000

市川水系市川　広域河川改
修事業（1-A1-45)

50,000

市川（市川潮止堰）　特定構
造物改築事業（1-A1-6）

130,000

大谷川（大谷川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

4,000

塩屋川（塩屋川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

8,500

塩屋川（塩屋川防潮水門）
特定構造物改築事業（1-A1-

1,000

曇川（曇川排水機場）　特定
構造物改築事業（1-A1-33）

2,000

水田川（水田川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

2,000

加古川圏域　総合流域防災
事業（1-A1-48)

75,000

新川（新川排水機場）　特定
構造物改築事業（1-A1-1）

2,000

加里屋川（加里屋川排水機
場）　特定構造物改築事業
（1-A1-12)

67,000

加里屋川放水路（加里屋川
放水路排水機場）　特定構造
物改築事業（1-A1-14)

2,000

千種川水系千種川　広域河
川改修事業（1-A1-46)

100,000

富島川（富島川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

107,000

野田川（野田川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

10,000

東川（東川排水機場）　特定
構造物改築事業（1-A1-2)

2,000

法華山谷川水系法華山谷川
広域河川改修事業（1-A1-

35,000

堀切川（堀切川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

1,000

入貫川（入貫川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

55,000

孫太川（孫太川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

1,500

倭文川（倭文川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-

1,000

淀川水系猪名川　広域河川
改修事業（1-A1-42)

75,000

昆陽川捷水路（昆陽川捷水
路排水機場）　特定構造物改
築事業（1-A1-26）

42,000

庄下川（松島排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-

54,000

八家川水系八家川　調節池
整備事業（1-A1-50）

72,000

- 計 901,000

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）

頻発する自然災害に対する安全・安心の
確保（防災・安全）緊急対策

兵庫県



大阪地区　地震・高潮対策河
川事業（高潮対策）（1-A1-

134,000

西播・中播圏域　総合流域防
災事業（1-A1-23)

325,000

揖保川水系前川　広域河川
改修事業（1-A1-4)

20,000

阪神・淡路圏域　総合流域防
災事業（1-A1-25）

175,000

加古川水系加古川　広域河
川改修事業（1-A1-5）

100,000

杉原川（西脇地区救内排水
機場）　特定構造物改築事業
（1-A1-21)

3,000

加古川水系東条川　広域河
川改修事業（1-A1-6)

30,000

加古川圏域　総合流域防災
事業（1-A1-24）

185,000

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業（1-A1-22)

100,000

千種川水系鞍居川　広域河
川改修事業（1-A1-3）

25,000

播磨地区　地震・高潮対策河
川事業（高潮対策）（1-A1-

100,000

泊川（泊川防潮水門）　特定
構造物改築事業（1-A1-12)

1,000

泊川（泊川排水機場）　特定
構造物改築事業（1-A1-11）

2,000

円山川水系円山川　広域河
川改修事業（1-A1-8)

75,000

三原川水系三原川　広域河
川改修事業（1-A1-2)

15,000

武庫川水系　広域河川改修
事業（1-A1-1）

725,000

流域貯留浸透事業（1-A1-9) 5,000
由良川水系竹田川　広域河
川改修事業（1-A1-7)

85,000

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業

109,090

阪神・淡路圏域　総合流域防
災事業

330,170

西播・中播圏域　総合流域防
災事業

240,000

加古川圏域総合流域防災事
業

18,740

武庫川水系荒神川　都市基
盤河川改修事業（1-A1-29)

宝塚市 29,000

夢前川水系大井川　都市基
盤河川改修事業（1-A1-30)

姫路市 10,000

淀川水系庄下川　都市基盤
河川改修事業（1-A1-28)

尼崎市 10,000

- 計 2,852,000

準用河川松村川水系松村川
総合流域防災事業

高砂市 20,000

- 計 20,000

妙法寺川水系妙法寺川都市
基盤河川改修事業

神戸市 8,000

- 計 8,000

3,781,000

神戸市における浸水対策の推進（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

頻発する自然災害に対する安全・安心の
確保（防災・安全）

兵庫県

高砂市の防災と安全を実現する下水道・
河川の連携（防災・安全）（２）



防災・安全交付金（砂防事業）

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

愛宕川 兵庫県 11,500
塩屋谷川 兵庫県 116,500
藍那西ノ町右支渓 兵庫県 10,000
八多川 兵庫県 48,000
右支渓西ノ池川 兵庫県 27,000
グリーンベルト対策 兵庫県 5,700
花山台（2） 兵庫県 33,250
有馬（3）-2 兵庫県 33,250
つつじが丘（3） 兵庫県 2,000
武庫川 兵庫県 8,500
奥池（1） 兵庫県 16,000
名塩（1） 兵庫県 2,800
武庫川 兵庫県 50,000
柏原東谷川 兵庫県 100,000
塔の町 兵庫県 3,600
高次川（2） 兵庫県 28,000
丸岡谷川 兵庫県 32,500
藍本東谷川 兵庫県 2,500
福住 兵庫県 14,000
津万川右支渓流第二 兵庫県 25,000
太郎太夫川 兵庫県 25,000
奥荒田下谷川 兵庫県 25,000
大小谷川 兵庫県 25,000
三ツ森谷川 兵庫県 40,000
籠谷川 兵庫県 42,500
菅生川 兵庫県 15,000
夢前台西川 兵庫県 15,000
滝谷川（2） 兵庫県 15,000
古瀬畑川 兵庫県 31,500
岡町（1） 兵庫県 13,500
白鳥台（7） 兵庫県 9,000
糸田（2） 兵庫県 13,500
川西 兵庫県 8,000
白国（1） 兵庫県 4,000
中の谷川左支渓 兵庫県 65,000
西山川 兵庫県 7,500
奥猪篠第六右支渓 兵庫県 14,000
下瀬加西山川 兵庫県 55,000
古屋谷川 兵庫県 25,000
足尾谷川 兵庫県 50,000
福本上谷川 兵庫県 25,000
奥谷川中谷川 兵庫県 50,000
山﨑川 兵庫県 5,000
白山川 兵庫県 5,000
高朝田川左支渓 兵庫県 5,000
クズリ谷川 兵庫県 5,000
吹上谷川 兵庫県 5,000
イガン谷川 兵庫県 14,000
川上左谷川 兵庫県 14,000
鍛冶（3） 兵庫県 23,750
大鹿谷川（2） 兵庫県 11,000
東町2川 兵庫県 2,500
旭6川 兵庫県 2,500

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）



旭7川 兵庫県 2,500
菅原町2川 兵庫県 11,000
戸谷 兵庫県 2,375
目坂（2） 兵庫県 38,950
北之町 兵庫県 71,250
尻太谷川 兵庫県 500
森谷川 兵庫県 120,000
板屋谷川（2） 兵庫県 50,000
イカキ谷川 兵庫県 5,000
大鹿谷川 兵庫県 2,500
奥休治川 兵庫県 2,500
殿谷上川 兵庫県 2,500
別所原川 兵庫県 2,000
高山大谷川 兵庫県 2,000
青木川 兵庫県 2,500
奥金近（1） 兵庫県 2,250
横畑 兵庫県 2,250
御蔵 兵庫県 67,500
真盛（1） 兵庫県 27,000
大願寺（2） 兵庫県 2,000
三日月(1) 兵庫県 2,250
洞竜(1) 兵庫県 7,125
丹東（2） 兵庫県 2,375
林崎（2） 兵庫県 22,500
下秋里（2） 兵庫県 900
大願寺（3） 兵庫県 60,000
住吉川 兵庫県 1,500
下原川2 兵庫県 1,500
榎谷川 兵庫県 2,500
坊垣内川 兵庫県 2,500
福田川（1） 兵庫県 1,500
松尾川 兵庫県 2,500
新宮（1） 兵庫県 80,750
福田（1） 兵庫県 1,425
吉島（2） 兵庫県 22,500
ウバガ谷川 兵庫県 10,000
湯ノ郷川 兵庫県 7,500
上ノ山川 兵庫県 65,000
神ヱ山川 兵庫県 57,500
井内川 兵庫県 7,500
岡川 兵庫県 17,500
畦の谷川 兵庫県 110,000
小谷川 兵庫県 7,500
柳谷川 兵庫県 20,000
古木谷川 兵庫県 15,000
カジヤ谷（１）川 兵庫県 15,000
上ノ谷川 兵庫県 7,500
尾鼻川（1） 兵庫県 70,000
空山川 兵庫県 10,000
小坂川 兵庫県 5,000
高屋東川 兵庫県 40,000
鍛冶屋川 兵庫県 2,500
三原南谷川 兵庫県 25,000
太田川左支渓第3 兵庫県 40,000
太田川左支渓第1 兵庫県 10,000
小島神社川 兵庫県 10,000
百合地南川 兵庫県 10,000
大谷川 兵庫県 5,000
入佐川左支渓 兵庫県 15,000

兵庫県における土砂災害対策の推進（防
災・安全）



左支渓第二 兵庫県 25,000
市場北谷川 兵庫県 2,500
樫谷川 兵庫県 2,500
寺外川支渓流 兵庫県 10,000
平田川 兵庫県 11,500
梶原 兵庫県 23,750
福住（1） 兵庫県 9,000
小又川（1） 兵庫県 30,000
小又川（2） 兵庫県 5,000
上計川（1） 兵庫県 59,500
上計川（2） 兵庫県 500
猪ノ谷川 兵庫県 12,500
中道川 兵庫県 15,000
大糠川 兵庫県 40,000
板仕野 兵庫県 9,500
家ノ前(1) 兵庫県 9,000
仁蓮寺 兵庫県 9,500
田中川（2） 兵庫県 21,500
田中川（1） 兵庫県 45,000
センダ川(2) 兵庫県 12,500
奥川 兵庫県 32,500
ササンベ川 兵庫県 10,000
高坂 兵庫県 61,500
市午（2） 兵庫県 31,500
高井（2） 兵庫県 38,250
下宮垣川 兵庫県 5,000
若宮川 兵庫県 10,000
石原川 兵庫県 37,500
上溝谷川 兵庫県 50,000
大谷川（養父市） 兵庫県 12,500
小田和川 兵庫県 15,000
森ザコ川 兵庫県 15,000
高瀬川 兵庫県 500
カンダキ川 兵庫県 8,500
出合（2） 兵庫県 450
秋葉台（2） 兵庫県 4,500
餅耕地（2） 兵庫県 47,500
山田（2） 兵庫県 2,375
小谷 兵庫県 45,000
内海（6） 兵庫県 90,000
寺谷下川 兵庫県 5,000
高谷川 兵庫県 100,000
駅前川 兵庫県 71,200
小路頃（1） 兵庫県 16,625
椿色（2） 兵庫県 4,500
相地 兵庫県 2,250
万々谷（1） 兵庫県 2,250
山田（1） 兵庫県 2,250
溝谷（2） 兵庫県 11,250
堀壁川 兵庫県 14,000
文室谷川 兵庫県 30,000
安口川 兵庫県 21,000
黒石谷川 兵庫県 50,000
下竹の内谷川 兵庫県 12,500
藤坂谷川 兵庫県 12,500
奥山川 兵庫県 25,000
犬岡 兵庫県 47,500
北中 兵庫県 22,500
般若寺 兵庫県 11,250



三宅川 兵庫県 27,500
安坂北谷川 兵庫県 39,500
住吉谷川 兵庫県 2,500
浜川 兵庫県 15,000
宇山 兵庫県 18,000
西本村 兵庫県 33,250
灘大川 兵庫県 10,000
阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（砂防改築）

兵庫県 40,650

阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（急傾斜改築）

兵庫県 13,500

阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（砂防）

兵庫県 74,000

加古川圏域総合流域防災事
業（砂防改築）

兵庫県 10,000

加古川圏域総合流域防災事
業（砂防）

兵庫県 15,000

西播・中播圏域総合流域防
災事業（砂防改築）

兵庫県 10,000

西播・中播圏域総合流域防
災事業（砂防）

兵庫県 27,500

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業（砂防改築）

兵庫県 37,500

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業（砂防）

兵庫県 55,000

阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（情報基盤）

兵庫県 10,000

土砂災害ハザードマップ作
成業務（効果促進）

淡路市 3,950

- 計 4,223,000
阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（Ｙ区域３巡目）

兵庫県 2,000

阪神・淡路圏域総合流域防
災事業（Ｒ区域見直し及び２
巡目）

兵庫県 1,000

加古川圏域総合流域防災事
業（Ｙ区域３巡目）

兵庫県 10,000

加古川圏域総合流域防災事
業（Ｒ区域見直し及び２巡

兵庫県 1,000

西播・中播圏域総合流域防
災事業（Ｙ区域３巡目）

兵庫県 3,000

西播・中播圏域総合流域防
災事業（Ｒ区域見直し及び２
巡目）

兵庫県 1,000

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業（Ｙ区域３巡目）

兵庫県 21,000

円山川・但馬圏域総合流域
防災事業（Ｒ区域見直し及び
２巡目）

兵庫県 1,000

- 計 40,000

4,263,000

兵庫県における基礎調査の推進（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））

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

五色海岸（鳥飼地区） 兵庫県 25,000
西淡海岸（阿那賀組地区） 兵庫県 150,000

- 計 175,000

175,000

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）

安全・安心な兵庫の海岸づくり（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（下水道事業）

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

兵庫東　兵庫東　処理場　地
震対策

兵庫県 347,642

- 計 347,642
神戸市　垂水処理区　ポンプ
場　地震対策

神戸市 4,500

神戸市　垂水処理区　管渠
等　地震対策

神戸市 10,700

神戸市　垂水処理区　処理
場　地震対策

神戸市 497,500

神戸市　中央処理区　管渠
等　地震対策

神戸市 9,500

神戸市　中央処理区（旧西
部）　管渠等　地震対策

神戸市 9,350

神戸市　中央処理区（旧中
部)　管渠等　地震対策

神戸市 3,750

神戸市　東灘処理区　ポンプ
場　老朽化対策

神戸市 8,700

神戸市　東灘処理区　処理
場　地震対策

神戸市 110,000

神戸市　鈴蘭台処理区　処
理場　地震対策

神戸市 5,000

神戸市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

神戸市 20,000

- 計 679,000
神戸市　西部排水区　管渠
等　流域治水対策

神戸市 5,000

神戸市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

神戸市 12,750

- 計 17,750
姫路市　汐入川左岸第二排
水区　管渠等　流域治水対
策

姫路市 600,000

姫路市　中部処理区　管渠
等　流域治水対策

姫路市 200,000

- 計 800,000
姫路市　中部処理区　処理
場　地震対策

姫路市 40,000

姫路市　東部処理区　ポンプ
場　地震対策

姫路市 64,000

姫路市　東部処理区　処理
場　地震対策

姫路市 139,700

- 計 243,700
尼崎市　東部処理区　管渠
等　老朽化対策

尼崎市 73,000

尼崎市　武庫川処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

尼崎市 171,900

尼崎市　武庫川処理区　管
渠等　老朽化対策

尼崎市 71,800

尼崎市　北部処理区　管渠
等　老朽化対策

尼崎市 74,300

- 計 391,000

姫路市における循環のみち実現に向けた
安全・防災対策（３）（防災・安全）

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）

施設の長寿命化と防災・減災対策に向け
た下水道の整備（防災・安全）

神戸市公共下水道事業　～安全・安心の
まちづくり～（防災・安全）

神戸市公共下水道事業　～浸水に強い安
全なまちづくり～　（防災・安全）（重点計
画）

姫路市における浸水対策の推進（防災・
安全）（重点計画）

尼崎市における安全・安心のための下水
道整備（２）（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

兵庫県 （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）

明石市　大久保処理区　処
理場　地震対策

明石市 157,000

- 計 157,000
西宮市　西宮処理区　ポンプ
場　老朽化対策

西宮市 40,000

西宮市　西宮処理区　管渠
等　流域治水対策

西宮市 446,000

西宮市　西宮処理区　管渠
等　老朽化対策

西宮市 50,000

西宮市　西宮処理区　処理
場　地震対策

西宮市 264,000

西宮市　櫨塚排水区　ポンプ
場　老朽化対策

西宮市 50,000

- 計 850,000
洲本市　洲本処理区　処理
場　地震対策

洲本市 55,000

- 計 55,000
芦屋市　南芦屋浜排水区
管渠等　流域治水対策

芦屋市 40,000

- 計 40,000
伊丹市　天神川の3排水区
ポンプ場　老朽化対策

伊丹市 13,500

伊丹市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

伊丹市 85,000

- 計 98,500
相生市　相生処理区　処理
場　地震対策

相生市 53,900

- 計 53,900
豊岡市　竹野処理区　処理
場　地震対策

豊岡市 113,300

豊岡市　福田排水区　管渠
等　流域治水対策

豊岡市 51,500

豊岡市　豊岡処理区　管渠
等　地震対策

豊岡市 36,600

- 計 201,400
加古川市　全域（計画策定
等）　ポンプ場　老朽化対策

加古川市 80,000

- 計 80,000
西脇市　黒田庄処理区　処
理場　地震対策

西脇市 8,800

- 計 8,800
三木市　緑が丘処理分区
管渠等　地震対策

三木市 30,000

三木市　緑が丘第２排水区
管渠等　老朽化対策

三木市 5,000

- 計 35,000
高砂市　高砂処理区　ポンプ
場　地震対策

高砂市 93,250

高砂市　高砂処理区　処理
場　地震対策

高砂市 6,600

- 計 99,850

高砂市の防災と安全を実現する下水道・
河川の連携（防災・安全）（２）

明石市公共下水道　～「安心・安全のまち
づくり」と「安定した機能の維持」～（２）（防
災・安全）

西宮市における下水道施設の防災・安全
対策事業（２）（防災・安全）

洲本市における防災・減災対策の推進
（３）（防災・安全）

芦屋市における市街地の浸水及び地震対
策（２）（防災・安全）

伊丹市における市街地の浸水対策、老朽
施設等の改築（R2‐R6）（防災・安全）

下水処理施設の長寿命化・改築・更新事
業（２）（防災・安全）

コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の
防災・安全・安心基盤整備（３）（防災・安
全）

加古川市における下水道の安全・安心の
推進（３）（防災・安全）

西脇市における快適な暮らしの安全を守
り、安心が実感できるまちづくりの推進
（２）（防災・安全）

三木市における安全・安心な下水道施設
の構築（３）（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

兵庫県 （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）

高砂市　荒井排水区　管渠
等　流域治水対策

高砂市 10,000

- 計 10,000
川西市　加茂下加茂排水区
ポンプ場　老朽化対策

川西市 100,000

- 計 100,000
三田市　三田第4処理分区
管渠等　地震対策

三田市 13,300

- 計 13,300
加西市　加西処理分区　管
渠等　流域治水対策

加西市 3,000

- 計 3,000
丹波篠山市　篠山処理区
管渠等　地震対策

丹波篠山市 5,379

丹波篠山市　日置処理区
管渠等　地震対策

丹波篠山市 10,829

- 計 16,208
丹波市　黒井ほか　処理場
地震対策

丹波市 16,500

丹波市　柏原ほか　処理場
地震対策

丹波市 5,500

- 計 22,000
淡路市　淡路・東浦処理区
ポンプ場　地震対策

淡路市 47,000

淡路市　淡路・東浦処理区
管渠等　地震対策

淡路市 3,000

淡路市　津名処理区　処理
場　地震対策

淡路市 78,000

- 計 128,000
加東市　加古川上流処理区
ほか　管渠等　地震対策

加東市 9,000

加東市　第9排水区　管渠等
流域治水対策

加東市 1,000

- 計 10,000
たつの市　揖保川処理区
管渠等　地震対策

たつの市 7,500

たつの市　揖保川処理区
処理場　地震対策

たつの市 35,000

- 計 42,500
多可町　杉原谷　処理場　流
域治水対策

多可町 4,000

多可町　中　処理場　流域治
水対策

多可町 1,000

- 計 5,000
福崎町　市川排水区　管渠
等　流域治水対策

福崎町 50,000

- 計 50,000
福崎町　福崎処理区　処理
場　地震対策

福崎町 20,000

- 計 20,000
太子町　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

太子町 4,000

- 計 4,000

福崎町における安全でうるおいのあるまち
づくり（防災・安全）

高砂市の防災と安全を実現する下水道の
推進（防災・安全）（２）（重点計画）

川西市域における流域一体となった総合
的な汚水・浸水対策の推進（2）（防災・安
全）

次世代に引き継ぐ三田の下水道に向けて
（３）（防災・安全）

加西市における下水道施設の安心・安全
まちづくり(２)（防災・安全）

丹波篠山市における災害のないまちづくり
の実現(3)(防災・安全)

丹波市における安心・安全な生活環境の
実現（防災・安全）

淡路市下水道再構築・資質向上（３）（防
災・安全）

加東市における暮らしの安全を確保する
ための整備（３）（防災・安全）

たつの市下水道整備事業（３）（防災・安
全）

多可町における持続可能な下水道の整備
（２）（防災・安全）

福崎町における安全でうるおいのあるまち
づくり（防災・安全）（重点計画）

太子町における快適な暮らしを実現する
下水道整備の推進（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

兵庫県 （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）

上郡町　上郡処理区　処理
場　地震対策

上郡町 12,750

- 計 12,750
香美町　長井処理区　管渠
等　地震対策

香美町 30,000

- 計 30,000
新温泉町　浜坂・温泉　処理
場　流域治水対策

新温泉町 7,000

- 計 7,000
播磨高原広域事務組合
市ヶ成排水区　管渠等　老朽
化対策

播磨高原広域事
務組合

1,420

播磨高原広域事務組合　新
都市第１処理区　管渠等　地
震対策

播磨高原広域事
務組合

3,740

播磨高原広域事務組合　新
都市第１処理区　処理場　地
震対策

播磨高原広域事
務組合

8,290

- 計 13,450

4,645,750

※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

上郡町における安全安心で快適な都市環
境の創出（防災・安全）（2）

香美町における循環のみちの実現（防災・
安全）

新温泉町における持続可能な下水道施設
の改築更新（防災・安全）

播磨高原広域事務組合における長寿命
化対策による改築更新事業（その２）　（防
災・安全）

合計


