
栃 木 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 7,693　

≪茨城県
いばらきけん

≫取手市
と り で し

、古河市
こ が し

、五霞町
ごか ま ち

、境町
さかいまち

≪群馬県
ぐんまけん

≫板倉町
いたくらまち

≪栃木県
とちぎけん

≫野木町
の ぎ ま ち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

、羽生市
はにゅうし

、行田市
ぎ ょう だ し

利根川 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 641　 佐野市
さ の し

利根川 渡良瀬川上流 一般河川改修事業 154　

利根川 鬼怒川 一般河川改修事業 1,700　
≪茨城県
いばらきけん

≫結城市
ゆ う き し

≪栃木県
とちぎけん

≫宇都宮市
うつ のみ やし

那珂川 那珂川 一般河川改修事業 598　

利根川 渡良瀬川上流 特定構造物改築事業 241　 足利市
あしかがし

利根川 渡良瀬川 河川工作物関連応急対策事業 152　
≪群馬県
ぐんまけん

≫桐生市
きりゅうし

≪栃木県
とちぎけん

≫足利
あしかが

市
し

、佐野市
さのし

利根川 鬼怒川 河川工作物関連応急対策事業 40　 塩谷町
しおやまち

利根川 総合水系環境整備事業 1,690　

≪茨城県
いばらきけん

≫稲敷市
いなしきし

、行方
なめがた

市
し

、鉾田市
ほこたし

、神栖市
かみすし

、土浦市
つちうらし

、

　　　　　　　かすみがうら市
し

、結城市
ゆうきし

、下妻市
しもつまし

、常総市
じょうそうし

、

　　　　　　　守谷市
もりやし

、筑西市
ちくせいし

、つくばみらい市
し

、八千代町
やちよまち

、

　　　　　　　鹿嶋市
かしまし

、潮来市
いたこし

≪栃木県
とちぎけん

≫足利市
あしかがし

≪埼玉県
さいたまけん

≫八潮市
やしおし

≪千葉県
ちばけん

≫東庄町
とうのしょうまち

、野田市
のだし

、流山市
ながれやまし

、柏市
かしわし

、香取市
かとりし

（※）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・栃木県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 秋山川 河川激甚災害対策特別緊急事業 300　 佐野市
さ の し

利根川 武名瀬川 大規模特定河川事業 50　 上三川町
かみのかわまち

利根川 姿川 大規模特定河川事業 100　 宇都宮市
う つ の み や し

利根川 武子川 大規模特定河川事業 30　 鹿沼市
か ぬ ま し

利根川 杣井木川 大規模特定河川事業 50　 小山市
お や ま し

利根川 旗川 大規模特定河川事業 50　 足利市
あ し か が し

利根川 名草川 大規模特定河川事業 100　 足利市
あ し か が し



栃木県

　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

堰堤改良事業 利根川川俣ダム 50 107

利根川川治ダム 60 70

水資源開発事業 利根川思川開発 11,514 13,338



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ おじかがわ せりざわ せりざわとこがためぐん にっこうし せりざわ

日光砂防 砂防 利根川 男鹿川 芹沢 芹沢床固群 日光市 芹沢 床固工 565
砂防

合計 1 箇所 565
とねがわ だいやがわ あらさわ にのさわさんぷくこう にっこうし にっこう

火山砂防 利根川 大谷川 荒沢 二ノ沢山腹工 日光市 日光 山腹工 133
とねがわ だいやがわ うまがえしさんぷくこう にっこうし ほそおまち

利根川 大谷川 馬返山腹工 日光市 細尾町 山腹工 227
とねがわ だいやがわ いなりがわ いなりがわさんぷくこう にっこうし にっこう

利根川 大谷川 稲荷川 稲荷川山腹工 日光市 日光 山腹工 152
とねがわ だいやがわ けごんじょうりゅうさぼうえんてい にっこうし ちゅうぐうし

利根川 大谷川 華厳上流砂防堰堤 日光市 中宮祠 砂防堰堤工 252
とねがわ だいやがわ だいやがわりゅういきしせつかいちく にっこうし にっこう

利根川 大谷川 大谷川流域施設改築 日光市 日光 砂防堰堤工 580
とねがわ だいやがわ だいやがわとこかためぐん にっこうし いなりまち

利根川 大谷川 大谷川床固群 日光市 稲荷町 床固工 25
とねがわ きぬがわ おおごとさわ おおごとさわだいごさぼうえんてい にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 大事沢 大事沢第５砂防堰堤 日光市 野門 砂防堰堤工 120
とねがわ きぬがわ なかまちうえさわ たかとくちくさぼうえんていぐん にっこうし たかとく

利根川 鬼怒川 中町上沢 高徳地区砂防堰堤群 日光市 高徳 砂防堰堤工 323
とねがわ きぬがわ きぬがわりゅういきしせつかいちく にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 鬼怒川流域施設改築 日光市 川俣 砂防堰堤工 514
とねがわ きぬがわ からさわ わみさわさんぷくこう にっこうし かみくりやま

利根川 鬼怒川 唐沢 ワミ沢山腹工 日光市 上栗山 山腹工 110
とねがわ きぬがわ のかどさわ のかどさわさんぷくこう にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 野門沢 野門沢山腹工 日光市 野門 山腹工 90
とねがわ きぬがわ ゆざわ ゆざわさぼうえんていぐん にっこうし かわまた

利根川 鬼怒川 湯沢 湯沢砂防堰堤群 日光市 川俣 砂防堰堤工 110
とねがわ きぬがわ のかどさわ のかどさわさぼうえんてい にっこうし のかど

利根川 鬼怒川 野門沢 野門沢砂防堰堤 日光市 野門 砂防堰堤工 25
火山砂防

合計 13 箇所 2,661

合計 14 箇所 3,226

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（栃木県　１／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ まつきさんぷくこう にっこうし あしおまち

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 松木山腹工 日光市 足尾町 山腹工 48
とねがわ わたらせがわ にたもとかわ にたもとかわさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 仁田元川 仁田元川砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 15
とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわじょうりゅうえんていぐんかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川上流堰堤群改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 18
とねがわ わたらせがわ まつきがわ まつきがわいちごうさぼうえんていかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 松木川 松木川一号砂防堰堤改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 153
とねがわ わたらせがわ こうしんがわ こたきがわいちごうさぼうえんてい にっこうし あしおまちきりみき

利根川 渡良瀬川 庚申川 小滝川一号砂防堰堤 日光市 足尾町切幹 砂防堰堤工 18
とねがわ わたらせがわ うつのこもりがわ うつのこもりがわさんごうさぼうえんてい にっこうし あしおまちうつのこもり

利根川 渡良瀬川 内篭川 内篭川三号砂防堰堤 日光市 足尾町内ノ篭 砂防堰堤工 19
とねがわ わたらせがわ しぶかわ しぶかわさぼうえんてい にっこうし あしおまちまつばら

利根川 渡良瀬川 渋川 渋川砂防堰堤 日光市 足尾町松原 砂防堰堤工 173
とねがわ わたらせがわ あしおかんないさぼうしせつかいちく にっこうし あしおまち

利根川 渡良瀬川 足尾管内砂防施設改築 日光市 足尾町 砂防堰堤工 137

合計 8 箇所 581

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（栃木県　２／２）

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 とねがわ こいわはなさわ かぬまし ひきだ

砂防等事業 利根川 小岩花沢 鹿沼市 引田 砂防堰堤工 35
とねがわ しまださわ かぬまし かみながの

利根川 島田沢 鹿沼市 上永野 砂防堰堤工 50
とねがわ つきぎさわ かぬまし なかあわの

利根川 付木沢 鹿沼市 中粟野 砂防堰堤工 5
とねがわ いどのさわ にっこうし あしおまちはら

利根川 井戸ノ沢 日光市 足尾町原 砂防堰堤工 50
とねがわ にいやさわ にっこうし ひがしおころがわ

利根川 新谷沢 日光市 東小来川 砂防堰堤工 30
とねがわ しもこあみなかさわ にっこうし ふじはら

利根川 下小網中沢 日光市 藤原 砂防堰堤工 30
なかがわ かわまたせきね-いち はがぐん もてぎまち かわまたせきね

那珂川 河又関根-1 芳賀郡 茂木町 河又関根 砂防堰堤工 22
とねがわ にしこうちいちごうさわ とちぎし いわふねまちおのでら

利根川 西耕地一号沢 栃木市 岩舟町小野寺 砂防堰堤工 40
とねがわ てんちょうしもさわ しおやぐん しおやまち ふにゅう

利根川 天頂下沢 塩谷郡 塩谷町 船生 砂防堰堤工 30
なかがわ たまちいちごうさわ おおたわらし くろばねたまち

那珂川 田町一号沢 大田原市 黒羽田町 砂防堰堤工 30
なかがわ たまちにごうさわ おおたわらし くろばねたまち

那珂川 田町二号沢 大田原市 黒羽田町 砂防堰堤工 30
なかがわ やまなかさわ なすぐん なすまち よりい

那珂川 山中沢 那須郡 那須町 寄居 砂防堰堤工 30
なかがわ こじったさわ なすぐん なすまち みのさわ

那珂川 木下沢 那須郡 那須町 蓑沢 砂防堰堤工 30
なかがわ あらやしきさんごうさわ なすからすやまし おおぎす

那珂川 新屋敷三号沢 那須烏山市 大木須 砂防堰堤工 30
とねがわ ばばさわ あしかがし まつだちょう

利根川 馬場沢 足利市 松田町 砂防堰堤工 20

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（栃木県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 とねがわ よべよんごうさわ あしかがし つきやちょう

砂防等事業 利根川 五十部四号沢 足利市 月谷町 砂防堰堤工 30
とねがわ かわひがしさわさんごう さのし うめぞのちょう

利根川 川東沢三号 佐野市 梅園町 砂防堰堤工 50
とねがわ まがりやさわ さのし ふなこしちょう

利根川 曲屋沢 佐野市 船越町 砂防堰堤工 50
とねがわ ふじくらさわ さのし せんばちょう

利根川 藤倉沢 佐野市 仙波町 砂防堰堤工 40

19箇所 632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（栃木県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なかがわ なかまる なすぐん なかがわまち もりいずみ

砂防等事業 那珂川 仲丸 那須郡 那珂川町 盛泉 横ボーリング工 20

1箇所 20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（栃木県　3/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なかがわ さんたんばたけいち－A なすぐん なかがわまち やまた

砂防等事業 那珂川 三反畑Ⅰ-A 那須郡 那珂川町 矢又 待受擁壁工 48
とねがわ かみや あしかがし おまたちょう

利根川 神谷 足利市 小俣町 待受擁壁工 33
とねがわ さぎのみやA さのし せんばちょう

利根川 鷺ノ宮A 佐野市 仙波町 待受擁壁工 29

３箇所 109
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（栃木県　4/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：栃木県 （単位：千円）

永野川左岸第１排水区大規模雨水処
理施設整備事業

栃木市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

400,000 200,000

計 400,000 200,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 栃木県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

宇都宮市 181,980 90,990

鹿沼市 124,000 62,000

栃木県　計 305,980 152,990
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



防災・安全交付金（河川事業）

栃木県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根川水系田川広域河川改修
事業（田川、武名瀬川）

51,000

利根川水系思川広域河川改修
事業（思川、姿川、武子川、黒
川）

60,000

利根川水系小藪川広域河川改
修事業（小藪川）

25,000

利根川水系姥川広域河川改修
事業（姥川）

37,000

利根川水系思川広域河川改修
事業（大芦川）

35,000

那珂川水系荒川広域河川改修
事業（荒川）

50,000

利根川水系秋山川広域河川改
修事業(秋山川)

15,000

利根川水系釜川施設機能向上
事業（釜川放水路）

18,000

利根川水系小貝川流域治水対
策河川事業（五行川）

40,000

利根川水系小藪川流域治水対
策河川事業（小藪川）

35,000

特定構造物改築事業（江川放水
路）

20,000

特定構造物改築事業（杣井木
川）

7,000

渡良瀬川圏域総合流域防災事
業（菊沢川）

18,000

那珂川・久慈川圏域総合流域防
災事業（江川（烏山）喜連川）

10,000

那珂川・久慈川圏域総合流域防
災事業（鹿島川）

20,000

那珂川・久慈川圏域総合流域防
災事業（熊川）

25,000

小貝川圏域総合流域防災事業
（百目鬼川放水路）

25,000

思川圏域総合流域防災事業（巴
波川（上流））

20,000

那珂川・久慈川圏域総合流域防
災事業（大内川）

25,000

那珂川・久慈川圏域総合流域防
災事業（武茂川・大内川）

15,000

鬼怒川圏域総合流域防災事業
（情報基盤）

15,000

利根川水系奈坪川都市基盤河
川改修事業（奈坪川）

70,000

鬼怒川圏域総合流域防災事業
（大久保谷地川）

100,000

思川圏域総合流域防災事業（新
川）

30,000

思川圏域総合流域防災事業（小
山栃木排水路）

小山市 20,000

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）

栃木県における総合的な浸水対策の推進（防
災・安全）

栃木県

宇都宮市



洪水ハザードマップ作成

宇都宮市、足利
市、佐野市、那須
塩原市、那須烏山
市、下野市、市貝
町、壬生町

20,000

- 計 806,000

利根川水系田川流域治水対策
河川事業（田川）

栃木県 425,000

利根川水系豊穂川都市基盤河
川改修事業（豊穂川）

小山市 188,000

中禅寺ダム施設保全事業 13,000
三河沢ダム施設保全事業 5,200
松田川ダム施設保全事業 9,800

- 計 641,000

1,447,000

栃木県における総合的な浸水対策の推進（防
災・安全）

栃木県における総合的な浸水対策の推進（防
災・安全）（重点）

栃木県

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



栃木県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

上郭内 砂防事業 10,000

谷川下沢　砂防事業 15,000

西宮二号沢　砂防事業 20,000

宮入A 急傾斜地崩壊対策事業 9,000

行人塚峠Ⅰ-A 急傾斜地崩壊対策事業 7,125

荷田Ⅰ-A 急傾斜地崩壊対策事業 6,750

九桜沢ほか　総合流域防災事業 5,000

釜ヶ入沢ほか　総合流域防災事業 12,500

大蛇尾川ほか　総合流域防災事業 12,500

長寿命化計画　総合流域防災事業 5,000

102,875

思川　砂防事業 10,000

旭が丘沢　砂防事業 2,500

大芦川　砂防事業 7,500

自由ヶ丘沢　砂防事業 7,500

蛇尾川　砂防事業 12,500

両崖三号沢　砂防事業 10,000

和田耕地沢　砂防事業 15,000

寺下沢　砂防事業 10,000

高原沢　砂防事業 20,000

奈良渕一号沢　砂防事業 2,500

台沢　火山砂防事業 11,000

門前向沢　火山砂防事業 2,750

上塩原　地すべり対策事業 7,500

横山町ⅡA　急傾斜地崩壊対策事業 8,000

下の沢A　急傾斜地崩壊対策事業 7,125

広久保ⅡA　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

鮎田　急傾斜地崩壊対策事業 20,000

上神井２号　急傾斜地崩壊対策事業 27,000

北向ⅡA　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

山下A　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

旭表Ⅰ-A　急傾斜地崩壊対策事業 27,000

陸橋北　急傾斜地崩壊対策事業 20,000

梅ヶ丘２　急傾斜地崩壊対策事業 22,500

本城一丁目A　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

足利工高西　急傾斜地崩壊対策事業 11,875

山根A　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

情報基盤　総合流域防災事業 25,000

土砂災害に強い防災基盤整
備計画（防災・安全）（重点）

栃木県

土砂災害に強い防災基盤整
備計画（防災・安全）

栃木県

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



栃木県 （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）

土砂・洪水氾濫対策計画　総合流域防災事業 2,500

砂防基礎調査 5,000

土砂災害履歴等調査 1,500

土砂災害防止に関する広報活動 1,000

警戒避難情報周知支援 6,500

土砂災害リスクデータベース作成 13,500

土砂災害ハザードマップ作成

宇都宮市・足利
市・栃木市・佐
野市・鹿沼市・
日光市・小山
市・真岡市・大
田原市・矢板
市・那須塩原
市・さくら市・那
須烏山市・益子
町・茂木町・市
貝町・芳賀町・
野木町・塩谷
町・高根沢町・
那須町・那珂川
町

10,000

419,500

522,375

※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

栃木県

土砂災害に強い防災基盤整
備計画（防災・安全）

小計

合計



防災・安全交付金（下水道事業）

栃木県 （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 栃木県 735,226
下水道施設の整備 宇都宮市 314,360
下水道施設の整備 足利市 12,750
下水道施設の整備 佐野市 242,040
下水道施設の整備 鹿沼市 100,980
下水道施設の整備 日光市 10,000
下水道施設の整備 小山市 133,215
下水道施設の整備 真岡市 52,000
下水道施設の整備 大田原市 16,000
下水道施設の整備 矢板市 11,900
下水道施設の整備 那須塩原市 17,500
下水道施設の整備 那須烏山市 13,000
下水道施設の整備 下野市 19,500
下水道施設の整備 上三川町 5,750
下水道施設の整備 益子町 2,350
下水道施設の整備 壬生町 40,400
下水道施設の整備 野木町 52,500
下水道施設の整備 高根沢町 6,000
下水道施設の整備 那須町 12,850
下水道施設の整備 那珂川町 20,700

- 計 1,819,021
下水道施設の整備 宇都宮市 177,716
下水道施設の整備 足利市 7,012
下水道施設の整備 佐野市 49,050
下水道施設の整備 鹿沼市 80,000
下水道施設の整備 小山市 146,860
下水道施設の整備 真岡市 24,950
下水道施設の整備 矢板市 3,000
下水道施設の整備 さくら市 5,000
下水道施設の整備 下野市 63,000
下水道施設の整備 上三川町 24,540
下水道施設の整備 益子町 3,850
下水道施設の整備 茂木町 700
下水道施設の整備 壬生町 92,670

- 計 678,348

2,497,369

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）

栃木県における災害に強い下水道整備（防災・
安全）

栃木県における災害に強い都市をつくる下水
道整備（防災・安全）（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



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

栃木県 （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 栃木県 360,200
下水道施設の整備 足利市 49,762
下水道施設の整備 栃木市 200,000
下水道施設の整備 佐野市 200,000
下水道施設の整備 鹿沼市 10,000
下水道施設の整備 日光市 71,500
下水道施設の整備 小山市 391,000
下水道施設の整備 真岡市 15,500
下水道施設の整備 大田原市 98,500
下水道施設の整備 矢板市 76,000
下水道施設の整備 那須塩原市 138,600
下水道施設の整備 さくら市 140,000
下水道施設の整備 益子町 149,810
下水道施設の整備 市貝町 20,000
下水道施設の整備 壬生町 77,100
下水道施設の整備 野木町 18,200
下水道施設の整備 高根沢町 250,000
下水道施設の整備 那須町 25,000

- 計 2,291,172
下水道施設の整備 宇都宮市 172,090
下水道施設の整備 さくら市 19,500
下水道施設の整備 下野市 195,000
下水道施設の整備 上三川町 44,590
下水道施設の整備 芳賀町 45,000

- 計 476,180
下水道施設の整備 宇都宮市 103,120

- 計 103,120
下水道施設の整備 小山市 327,630

- 計 327,630

3,198,102

※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）

栃木県における快適な生活をつくる下水道整
備（重点計画）

栃木県における安全で快適な生活をつくる下
水道整備

宇都宮市における効率的で持続可能な下水道
整備（重点計画）

小山市における持続可能な社会をつくる下水
道整備（重点計画）

合計


