
和 歌 山 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 2,830　

わかやまけん しんぐうし

≪和歌山県≫新宮市
みえけん きほうちょう

≪三重県≫紀宝町

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 2,320　

わかやまけん き かわし くどやまちょう

≪和歌山県≫紀の川市、九度山町
ならけん ごじょうし

≪奈良県≫五條市

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

紀の川 紀の川 河川維持修繕事業 557　
ごじょう し かこう

五條市～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。



令和２年度補正予算　河川事業（補助・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

紀の川 住吉川 大規模特定河川事業 250　
いわで し

岩出市

紀の川 根来川 大規模特定河川事業 50　
いわで し

岩出市



和歌山県

　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 紀の川紀の川大堰 217

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きいさんけい なちがわ なちがわさぼうえんていぐん ひがしむろぐん なちかつうらちょう いちのの

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 那智川 那智川砂防堰堤群 東牟婁郡 那智勝浦町 市野々 砂防堰堤工 1,090

合計 1 箇所 1,090

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（和歌山県　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 ひだか おいぼしたに ひだかぐん ひだかがわちょう おいぼし さぼうえんていこう

砂防等事業 日高川 老星谷川 日高郡 日高川町 老星 砂防堰堤工 30

しんぐう はぎのたに たなべし ほんぐうちょう ふしおがみ さぼうえんていこう

新宮川 萩の谷川 田辺市 本宮町 伏拝 砂防堰堤工 30

２箇所 60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（和歌山県　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：和歌山県 （単位：千円）

栖原地区大規模雨水処理施設整備事
業

湯浅町
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

40,000 20,000

計 40,000 20,000

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・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 450　

わかやまけん しんぐうし

≪和歌山県≫新宮市
みえけん きほうちょう

≪三重県≫紀宝町

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 200　
くどやまちょう

九度山町

（※）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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きいさんけい ひきがわ いやがわ いやがわとこがためこうぐん たなべし いや

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 日置川 熊野川 熊野川床固工群 田辺市 熊野 床固工 500
きいさんけい なちがわ なちがわさぼうえんていぐん ひがしむろぐん なちかつうらちょう いちのの

紀伊山系 那智川 那智川砂防堰堤群 東牟婁郡 那智勝浦町 市野々 砂防堰堤工 650

合計 2 箇所 1,150

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）（和歌山県　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



防災・安全交付金（河川事業）

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

有田川水系有田川広域河川
改修事業

175,000

紀中圏域総合流域防災事業
（堤防質的）

15,000

紀の川水系貴志川広域河川
改修事業

35,000

紀の川水系和歌川広域河川
改修事業

150,000

紀中圏域総合流域防災事業 66,000
紀の川水系佐川広域河川改
修事業

20,000

紀の川水系土入川広域河川
改修事業

50,000

和歌山地区地震・高潮対策
河川事業（耐震対策）

10,000

富田川水系富田川広域河川
改修事業

250,000

日置川水系日置川広域河川
改修事業

5,000

日高川水系西川広域河川改
修事業

350,000

日高川水系日高川広域河川
改修事業

125,000

西牟婁圏域総合流域防災事
業

5,000

広川水系広川広域河川改修
事業

5,000

紀の川圏域総合流域防災事
業（情報）

250,000

警戒避難体制整備 28,000
二川ダム堰堤改良事業 158,000
広川ダム堰堤改良事業 28,000
椿山ダム堰堤改良事業 216,000
七川ダム堰堤改良事業 113,000
紀の川圏域総合流域防災事
業（準用）

和歌山市 30,000

- 計 2,084,000

お仙谷川特定構造物改築事
業（お仙谷川排水機場）

5,000

高山川特定構造物改築事業
（高山川排水機場）

25,000

箕川特定構造物改築事業
（箕川排水機場）

45,000

太田川水系太田川広域河川
改修事業

100,000

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）

災害予防・減災のための着実な基盤づくり
の推進による安全・安心社会の実現（防
災・安全）

和歌山県



紀の川圏域総合流域防災事
業

160,000

紀伊水道地区地震・高潮対
策河川事業（津波・高潮対

50,000

紀三井寺川特定構造物改築
事業（紀三井寺川排水機場）

5,000

七箇川特定構造物改築事業
（七箇川排水機場）

15,000

和歌川特定構造物改築事業
（和歌川排水機場）

5,000

新宮川水系熊野川土地利用
一体型水防災事業

25,000

出合川特定構造物改築事業
（出合川排水機場）

15,000

熊野川特定構造物改築事業
（熊野川排水機場）

30,000

左会津川水系左会津川広域
河川改修事業

200,000

- 計 680,000

2,764,000

※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

和歌山県

合計

災害予防・減災のための着実な基盤づくり
の推進による安全・安心社会の実現（防
災・安全）（重点）



防災・安全交付金（砂防事業）

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

向島谷川通常砂防事業 和歌山県 5,000
黒山谷川通常砂防事業 和歌山県 15,000
大山谷川通常砂防事業 和歌山県 2,500
市井谷川通常砂防事業 和歌山県 20,000
妙見谷川通常砂防事業 和歌山県 20,000
岩垣内谷川通常砂防事業 和歌山県 15,000
猪谷東谷川通常砂防事業 和歌山県 25,000
唐立谷川通常砂防事業 和歌山県 10,000
中地川通常砂防事業 和歌山県 5,000
紀の川圏域総合流域防災事
業（緊急改築）

和歌山県 80,000

紀中圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

和歌山県 55,500

西牟婁圏域総合流域防災事
業（緊急改築）

和歌山県 150,000

熊野川圏域総合流域防災事
業（緊急改築）

和歌山県 25,000

紀の川圏域総合流域防災事
業

和歌山県 150,000

紀中圏域総合流域防災事業 和歌山県 150,000
西牟婁圏域総合流域防災事
業

和歌山県 150,000

熊野川圏域総合流域防災事
業

和歌山県 150,000

西手谷川通常砂防事業 和歌山県 7,500
半沿川通常砂防事業 和歌山県 7,500
城山谷川通常砂防事業 和歌山県 7,500
湯川川左支渓通常砂防事業 和歌山県 7,500
西庄４地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 6,750

園部１８地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 6,750

市坪地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 22,500

冷水２０９地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 6,750

下湯川地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 23,750

六十川地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 14,250

猪之山地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 27,000

原日浦地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 23,750

平岩地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 19,000

静川１０４地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 4,750

河口地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 14,250

釜郷原１地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 9,500

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）

和歌山県における総合的な土砂災害対策
の推進（防災・安全）重点



日足２地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,500

嶋津２地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,750

竹原２地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 9,500

熊野川圏域総合流域防災事
業（急傾斜緊急改築）

和歌山県 4,500

- 計 1,260,250
山内川通常砂防事業 和歌山県 20,000
鎌田谷川通常砂防事業 和歌山県 5,000
宮木谷川通常砂防事業 和歌山県 20,000
畑峰峠谷川通常砂防事業 和歌山県 5,000
つづら谷川通常砂防事業 和歌山県 5,000
方丈谷川通常砂防事業 和歌山県 5,000
土生川通常砂防事業 和歌山県 5,000
岡の谷川通常砂防事業 和歌山県 2,500
久の谷通常砂防事業 和歌山県 5,000
長谷川通常砂防事業 和歌山県 10,000
清の川通常砂防事業 和歌山県 15,000
東谷川通常砂防事業 和歌山県 7,500
紀の川圏域通常砂防事業 和歌山県 130,000
紀中圏域通常砂防事業 和歌山県 128,625
西牟婁圏域通常砂防事業 和歌山県 130,000
熊野川圏域通常砂防事業 和歌山県 130,000
紀の川圏域総合流域防災事
業（地すべり）

和歌山県 10,000

上出地区地すべり対策事業 和歌山県 15,000
海老谷地区地すべり対策事 和歌山県 10,000
沓掛地区地すべり対策事業 和歌山県 10,000
橘本地区地すべり対策事業 和歌山県 10,000
紀中圏域総合流域防災事業
（地すべり）

和歌山県 15,000

長野地区地すべり対策事業 和歌山県 20,000
前谷地区地すべり対策事業 和歌山県 5,000
高原地区地すべり対策事業 和歌山県 7,500
芦立地区地すべり対策事業 和歌山県 5,000
東地区地すべり対策事業 和歌山県 20,000
西牟婁圏域総合流域防災事
業（地すべり）

和歌山県 10,000

立平地区地すべり対策事業 和歌山県 5,000
紀の川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

和歌山県 30,000

平１４地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,750

平野地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 13,500

府中地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 4,000

栄谷２地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 9,000

栄谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 6,750

幡川１地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 27,000

谷地区急傾斜地崩壊対策事
業

和歌山県 38,000

宇井苔１地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 19,000

災害予防・減災のための着実な基盤づくり
の推進による安全・安心社会の実現（防
災・安全）



片山１地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 14,250

長滝地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 28,500

下五味地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 19,000

瓜谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 9,500

串ノ浦地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 7,125

東宮脇地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 9,500

上平１地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 14,250

橋渡地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 14,250

早藤５地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,500

下田原１地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 7,125

下滝本３地区急傾斜地崩壊
対策事業

和歌山県 7,125

川湯地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 14,250

湯崎地区急傾斜地崩壊対策
事業

和歌山県 20,000

中の坪地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,500

下ノ岡地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 4,500

周参見１２地区急傾斜地崩
壊対策事業

和歌山県 9,500

受瀬平地区急傾斜地崩壊対
策事業

和歌山県 23,750

- 計 1,129,750

2,390,000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））

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

和歌山県沿岸海岸堤防等老
朽化対策緊急事業（水管理・
国土保全局所管海岸）

和歌山県 56,000

- 計 56,000
那智勝浦海岸海岸堤防等老
朽化対策緊急事業

和歌山県 100,000

和歌山県沿岸海岸堤防等老
朽化対策緊急事業（水管理・
国土保全局所管海岸）

和歌山県 19,000

- 計 119,000

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）

和歌山県沿岸地域における総合的な浸水
対策の推進（防災・安全）

和歌山県沿岸地域における総合的な浸水
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）

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

紀の川流域　伊都処理区
処理場　地震対策

和歌山県 83,000

和歌山市　中央処理区　管
渠等　地震対策

和歌山市 8,000

和歌山市　北部処理区　管
渠等　地震対策

和歌山市 8,000

海南市　琴ノ浦排水区　ポン
プ場　老朽化対策

海南市 16,000

海南市　日方北排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

海南市 6,000

- 計 121,000
和歌山市　新堀排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

和歌山市 11,300

和歌山市　中央処理区　管
渠等　地震対策

和歌山市 48,000

和歌山市　北部処理区　管
渠等　地震対策

和歌山市 32,000

和歌山市　本町排水区　管
渠等　老朽化対策

和歌山市 19,500

和歌山市　和歌川処理区
ポンプ場　老朽化対策

和歌山市 11,100

和歌山市　和歌川処理区
処理場　地震対策

和歌山市 5,900

和歌山市　全域（計画策定
等）　処理場　流域治水対策

和歌山市 11,900

- 計 139,700
有田市　初島排水区　管渠
等　流域治水対策

有田市 5,000

有田市　箕島排水区　ポンプ
場　老朽化対策

有田市 4,500

- 計 9,500
白浜町　白浜処理区　処理
場　地震対策

白浜町 30,000

- 計 30,000

300,200

※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）

和歌山県における安全・安心、快適な暮ら
しを支える防災環境の形成と予防保全の
推進〔第3期〕（防災・安全）

和歌山市における暮らしを守る重要施設
の地震対策と雨水対策の推進〔第2期〕
（防災・安全）（重点計画）

有田市における暮らしを守る雨水対策の
推進（防災・安全）（重点計画）

白浜町における暮らしを守る重要施設の
地震対策の推進（防災・安全）（重点計画）

合計


