
岩 手 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北上川 北上川上流 一般河川改修事業 4,926　 一関市
いちのせきし

、奥州市
おうしゅうし

、北上市
きたかみし

、紫波町
しわちょう

、平泉町
ひらいずみちょう

北上川 北上川上流 河川工作物関連応急対策事業 15　 盛岡市
も りお かし

、花巻
はなまき

市
し

、北上市
きたか みし

、一関市
いちのせきし

、奥州市
おうしゅうし

北上川 総合水系環境整備事業 199　
≪岩手県
いわてけん

≫盛岡市
も りお かし

、北上市
きたか みし

、一関市
いちのせきし

、西和賀町
に し わ が ま ち

≪宮城県
みやぎけん

≫石巻市
いしのまきし

、登米市
と め し

（※）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３年度当初予算　河川事業（補助・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

北上川 北上川 大規模特定河川事業 160　 岩手
い わ て

町
まち

北上川 南川 大規模特定河川事業 519　 盛岡市
も り お か し

北上川 木賊川 大規模特定河川事業 230　 盛岡市
も り お か し

、滝沢市
た き ざ わ し

馬淵川 安比川 大規模特定河川事業 300　 二戸市
に の へ し

気仙川 気仙川 大規模特定河川事業 200　 陸前高田市
り く ぜ ん た か た し

、住田町
すみたちょう



岩手県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 北上川北上川上流ダム再生 416 437



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい（いわて） まつかわ ふたまたさわ ふたまたさわさぼうえんてい はちまんたいし ひらかさ

岩手河川国道 火山砂防 八幡平山系（岩手） 松川 二双沢 二双沢砂防堰堤 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 10

はちまんたいさんけい（いわて） りゅうかわ しがくらさわ しがくらさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系（岩手） 竜川 シガクラ沢 シガクラ沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 50

はちまんたいさんけい（いわて） りゅうかわ こやなぎさわ こやなぎさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系（岩手） 竜川 小柳沢 小柳沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 28

はちまんたいさんけい（いわて） りゅうかわ りゅうかわ りゅうかわだいにさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系（岩手） 竜川 竜川 竜川第２砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 335

はちまんたいさんけい（いわて） かっこんだがわ かっこんだがわ うさぎだいらにしざわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう ながやま

八幡平山系（岩手） 葛根田川 葛根田川 うさぎ平西沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 長山 砂防堰堤工 352

合計 5 箇所 775

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（岩手県　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）

大規模特定 そのた おざきしらはまのさわ(3) かまいしし へいた

砂防等事業 その他 尾崎白浜の沢（3） 釜石市 平田 砂防堰堤工 100
そのた てんじんのさわ(4) かまいしし てんじん

その他 天神の沢（4） 釜石市 天神 砂防堰堤工 60
つがるいしがわ あかまえかみのさわ(2) みやこし あかまえ

津軽石川 赤前上の沢（2） 宮古市 赤前 渓流保全工 62

小計 ３箇所 222

事業間連携 きたかみがわ そとみずさわ はちまんたいし ひらかさ

砂防等事業 北上川 外水沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 40
きたかみがわ ひらかさひがしさわ はちまんたいし ひらかさ

北上川 平笠東沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 30
きたかみがわ すきーじょうみなみさわ はちまんたいし ひらかさ

北上川 スキー場南沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 20
きたかみがわ いわのめのさわ はなまきし おおはさまちょうかめがもり

北上川 岩の目の沢 花巻市 大迫町亀ケ森 砂防堰堤工 8

小計 ４箇所 98

７箇所 320合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岩手県　1/1）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



防災・安全交付金（河川事業）

岩手県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

夏川広域河川改修事業 23,000

千厩川（中流）広域河川改修事
業

16,000

北上川圏域総合流域防災事業
（大葛川）

4,000

北上川圏域総合流域防災事業
（広川）

7,000

北上川圏域総合流域防災事業
（木伏川）

6,000

馬淵川圏域総合流域防災事業
（おばし川）

二戸市 3,000

北上川圏域総合流域防災事業
（仁沢瀬川）

滝沢市 10,000

滝ダム堰堤改良事業 14,400
鷹生ダム堰堤改良事業 12,600

- 計 96,000
小屋畑川広域河川改修事業 岩手県 150,000

- 計 150,000

246,000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３年度　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期 いわての社会資本の事前防災・減災対
策と戦略的な維持管理（防災・安全）

岩手県

盛岡市

岩手県

いわての浸水対策重点地域における緊急治水
対策の推進（防災・安全）緊急対策



岩手県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

高森の沢通常砂防事業 15,000

上鵜飼の沢通常砂防事業 15,000

下中居の沢２通常砂防事業 9,000

川目の沢通常砂防事業 15,000

高浜の沢（２）通常砂防事業 34,466

日蔭の沢（２）通常砂防事業 5,000

浅内の沢通常砂防事業 2,500

石切所の沢通常砂防事業 12,500

釣山（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

神明前地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

129,466

日照田の沢通常砂防事業 15,000

明戸の沢（４）通常砂防事業 2,500

松橋川通常砂防事業 100,000

普代の沢通常砂防事業 12,500

十和田火山噴火緊急減災対策事業 2,500

栗駒山火山噴火緊急減災対策事業 7,000

八幡平地区地すべり対策事業 25,000

山岸一丁目（６）地区急傾斜地崩壊対策事業 47,000

桜山（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

上中島一丁目-1地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

築地地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

北上川圏域総合流域防災事業（急傾斜地緊急改
築・上町）

9,000

262,750

土砂災害ハザードマップ作成事業 花巻市 4,024

土砂災害ハザードマップ作成事業 西和賀町 2,860

土砂災害ハザードマップ作成事業 陸前高田市 7,000

土砂災害ハザードマップ作成事業 住田町 1,650

土砂災害ハザードマップ作成事業 釜石市 2,400

土砂災害ハザードマップ作成事業 大槌町 4,400

土砂災害ハザードマップ作成事業 宮古市 20,000

土砂災害ハザードマップ作成事業 久慈市 3,250

土砂災害ハザードマップ作成事業 野田村 2,500

48,084

440,300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

第２期 いわての社会資本の
事前防災・減災対策と戦略
的な維持管理（重点）

岩手県

第２期 いわての社会資本の
事前防災・減災対策と戦略
的な維持管理（防災・安全）

岩手県

第２期　岩手県における土砂
災害警戒区域等の指定によ
る土砂災害対策の推進（防
災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計

小計

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

岩手県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

太田名部地区海岸海岸耐震対 岩手県 60,000
- 計 60,000

60,000

令和３年度　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期　いわての社会資本の事前防災・減災対
策と戦略的な維持管理（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）

岩手県 （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 岩手県 542,420
- 計 542,420

下水道施設の整備 岩手県 25,000
下水道施設の整備 盛岡市 156,470
下水道施設の整備 宮古市 7,100
下水道施設の整備 花巻市 4,700
下水道施設の整備 久慈市 82,500
下水道施設の整備 一関市 12,000
下水道施設の整備 釜石市 8,000
下水道施設の整備 滝沢市 95,000
下水道施設の整備 紫波町 27,500
下水道施設の整備 矢巾町 15,000
下水道施設の整備 大槌町 7,500

- 計 440,770
下水道施設の整備 盛岡市 16,337

- 計 16,337
下水道施設の整備 宮古市 71,300

- 計 71,300
下水道施設の整備 大船渡市 15,950

- 計 15,950
下水道施設の整備 花巻市 72,605

- 計 72,605
下水道施設の整備 久慈市 15,000

- 計 15,000
下水道施設の整備 遠野市 4,000

- 計 4,000
下水道施設の整備 一関市 6,000

- 計 6,000
下水道施設の整備 釜石市 71,672

- 計 71,672
下水道施設の整備 八幡平市 12,500

- 計 12,500
下水道施設の整備 奥州市 26,000

- 計 26,000
下水道施設の整備 滝沢市 14,125

- 計 14,125
下水道施設の整備 雫石町 25,500

- 計 25,500
下水道施設の整備 岩手町 4,000

- 計 4,000
下水道施設の整備 紫波町 216,580

- 計 216,580
下水道施設の整備 矢巾町 75,000

- 計 75,000
下水道施設の整備 金ケ崎町 15,000

- 計 15,000
下水道施設の整備 岩泉町 25,405

- 計 25,405

1,670,164

八幡平市における下水道施設の持続的な機能
確保の推進（防災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

岩手県北上川流域の汚水処理の推進（防災・
安全）【第３期】

岩手県における浸水不安のない街の実現（防
災・安全）（重点計画）

良好な生活環境と健全な下水道の創出（第２
次）（防災・安全）

宮古市における良好な水環境の実現（防災・安
全）（第2次）

きれいな海へのみずの道しるべ（防災・安全）

花巻市における、くらしかいてき　リフレッシュプ
ラン（防災・安全）（第２次）

安全・快適なまちづくりに向けた生活環境基盤
整備（防災・安全）（第3期）

第2期　安心・快適な居住環境づくり（防災・安
全）

一関市における循環のみちの実現（防災・安
全）第３期

釜石市における循環のみちの実現（防災・安
全）（第2次）

金ケ崎町における公共下水道改築計画（防災・
安全）第２期

岩泉町における循環のみちの実現（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

奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える
水環境の実現【第２期】（防災・安全）

滝沢市における循環のみちの実現（防災・安
全）第３期

雫石町安全で安心できるすまいづくり・まちづく
り（防災・安全）

岩手町における循環のみちの実現（防災・安
全）

豊かな環境をつくり快適な生活を未来につなげ
る下水道（防災・安全）第2期

矢巾町における防災・安全に関する下水道事
業（第２期）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

岩手県 （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 岩手県 50,200
下水道施設の整備 大船渡市 372,790
下水道施設の整備 北上市 417,265
下水道施設の整備 久慈市 80,825
下水道施設の整備 一関市 481,000
下水道施設の整備 釜石市 84,500
下水道施設の整備 二戸市 25,000
下水道施設の整備 八幡平市 47,250
下水道施設の整備 奥州市 484,573
下水道施設の整備 滝沢市 10,800
下水道施設の整備 雫石町 75,000
下水道施設の整備 矢巾町 30,000
下水道施設の整備 大槌町 40,000
下水道施設の整備 山田町 104,000

- 計 2,303,203
下水道施設の整備 岩手県 20,000
下水道施設の整備 盛岡市 242,145
下水道施設の整備 北上市 8,000
下水道施設の整備 一関市 7,300
下水道施設の整備 八幡平市 2,750
下水道施設の整備 奥州市 12,067
下水道施設の整備 岩手町 12,000
下水道施設の整備 平泉町 11,350
下水道施設の整備 野田村 75,000
下水道施設の整備 洋野町 44,190

- 計 434,802

2,738,005

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

岩手県における快適で豊かに暮らせる生活環
境の早期実現（重点計画）

岩手県における快適で豊かに暮らせる生活環
境の早期実現

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


