
千 葉 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・千葉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川下流 一般河川改修事業 3,196　
≪茨城県

いばらきけん

≫神栖市
か み す し

、利根町
と ね ま ち

≪千葉県
ち ば け ん

≫香取市
か と り し

、銚子市
ち ょ う し し

利根川 江戸川 一般河川改修事業 4,340　
≪埼玉県

さいたまけん

≫吉川市
よ し か わ し

、松伏町
まつぶし まち

、春日部市
か す か べ し

、幸手市
さ っ て し

≪千葉県
ち ば け ん

≫野田市
の だ し

 、流山市
ながれやまし

 、市川市
い ちか わ し

利根川 江戸川 河川都市基盤整備事業 412　
≪千葉

ち ば

県
けん

≫野田市
の だ し

、市川市
い ちか わ し

≪東京都
と うき ょ うと

≫江戸川区
え ど が わ く

利根川 利根川下流 河川工作物関連応急対策事業 120　 東庄
とうのしょう

町
　 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・千葉県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

一宮川 一宮川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,060　 茂原市
も ば ら し

、睦沢町
むつざわまち

、長生村
ちょうせいむら

利根川 旧江戸川 事業間連携河川事業 600　 市川市
い ち か わ し

、浦安市
う ら や す し

一宮川 一宮川 事業間連携河川事業 640　 茂原市
も ば ら し

利根川 長門川 大規模特定河川事業 350　 印西市
い ん ざ い し

、栄町
さかえまち

南白亀川 赤目川 大規模特定河川事業 84　 茂原市
も ば ら し

一宮川 一宮川 大規模特定河川事業 132　 一宮
いちのみやまち

町、睦沢町
むつざわまち

 、長生村
ちょうせいむら

利根川
真間川

（真間川排水機場）
大規模更新河川事業 86　 市川市

い ち か わ し



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 びゃっこがわ びゃっこがわ ふっつし たけおかほか

砂防等事業 白狐川 白狐川 富津市 竹岡外 砂防堰堤工 25

事業間連携 いわいがわ おおかわ みなみぼうそうし たかさきほか

砂防等事業 岩井川 大川 南房総市 高崎外 渓流保全工 50

２箇所 75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（千葉県　1/3）

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）

大規模特定 かもがわ さくまもり かもがわし こづか

砂防等事業 加茂川 佐久間森 鴨川市 金束 横ボーリング工 31

事業間連携 へぶりがわ へいぐん みなみぼうそうし やまだ

砂防等事業 平久里川 平群 南房総市 山田 横ボーリング工 10
へぶりがわ よしざわ みなみぼうそうし よしざわ

平久里川 吉沢 南房総市 吉沢 横ボーリング工 13
へぶりがわ ひがし かもがわし ひがし

平久里川 東 鴨川市 東 横ボーリング工 10
へぶりがわ やまなか ふっつし やまなか

平久里川 山中 富津市 山中 横ボーリング工 55
かもがわ かいすか かもがわし かいすか

加茂川 貝渚 鴨川市 貝渚 横ボーリング工 30
いちいばら あわぐん きょなんまち いちいばら

市井原 安房郡 鋸南町 市井原 横ボーリング工 20

小計 ６箇所 138

７箇所 169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（千葉県　2/3）

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 あまつに かもがわし あまつ

砂防等事業 天津２ 鴨川市 天津 待受擁壁工 76

１箇所 76
※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（千葉県　3/3）

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：千葉県 （単位：千円）

宮崎排水区下水道床上浸水対策事業 千葉市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

485,000 242,500

北部第1地区第1排水区下水道床上浸
水対策事業

千葉市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

313,200 156,600

市川南ポンプ場大規模雨水処理施設
整備事業

市川市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,480,000 740,000

市川南地区大規模雨水処理施設整備
事業

市川市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

227,000 113,500

高瀬下水処理場消化ガス発電事業 船橋市 民間活力イノベーション推進下水道事業 930,600 511,830

湊町地区大規模雨水処理施設整備事
業

船橋市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

44,400 22,200

大和田地区ほか大規模雨水処理施設
整備事業

八千代市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

727,032 363,516

長生浄化センター改築 日本下水道事業団 未普及解消下水道事業 77,000 42,350

計 4,284,232 2,192,496

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 千葉県

【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

柏市 17,400 8,700

酒々井町 24,600 12,300

千葉県　計 42,000 21,000
※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）

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

A71 旧江戸川地震・高潮対策河
川事業 （地震・高潮・耐震対策）

11,000

A3 真間川総合治水対策特定河
川事業

22,000

A31 特定構造物改築事業（真間
川水門）

2,000

A34 特定構造物改築事業（真間
川排水機場）

2,000

A38 特定構造物改築事業（樋野
口排水機場）

3,000

A37 特定構造物改築事業（秣川
排水機場）

4,000

A57 特定構造物改築事業（堀江
排水機場）

2,000

A55 特定構造物改築事業（春木
川排水機場）

1,000

A56 特定構造物改築事業（境川
排水機場）

95,000

A70 特定構造物改築事業（高谷
川排水機場）

2,000

A27 九十九里河川圏域総合流
域防災事業（梅田川）

茂原市 179,000

- 計 323,000

A6 根木名川広域河川改修事業
(下流)

32,000

A7 印旛沼広域河川改修事業 30,000

A14 海老川流域治水対策河川
事業

68,000

A22 栗山川広域河川改修事業 30,000

A42 特定構造物改築事業（猫実
排水機場）

1,000

A43 特定構造物改築事業（海老
川排水機場）

18,000

A50 九十九里河川圏域総合流
域防災事業（真亀川）

42,000

A54 特定構造物改築事業（生実
川排水機場）

1,000

C28 効果促進事業（江戸川圏
域、利根川圏域、東京湾河川圏
域、九十九里河川圏域、房総河
川圏域）

35,000

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）

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防災・
安全）緊急対策

千葉県

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防災・
安全）

千葉県



C14 効果促進事業（江戸川、利
根川・松戸市）
C4 効果促進事業（東京湾河川・
市原市）
C15 効果促進事業（房総河川、
東京湾河川・富津市）
C18 効果促進事業（九十九里河
川・大網白里市）
C6 効果促進事業（利根川・八千
代市）
C26 効果促進事業（江戸川・浦
安市）
C7 効果促進事業（江戸川、利
根川・鎌ケ谷市）
C3 効果促進事業（房総河川・勝
浦市）
効果促進事業（九十九里河川、
房総河川、東京湾河川・大多喜
町）

松戸市、市原市、
富津市、大網白里
市、八千代市、浦
安市、鎌ヶ谷市、勝
浦市、大多喜町

19,000

A73 亀山ダム堰堤改良事業 20,000

A75 黒部川貯水池堰堤改良事
業

46,000

- 計 342,000

665,000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

災害に強い千葉県の河川整備の推進（防災・
安全）

千葉県



社会資本整備総合交付金（河川事業）

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

A3 利根川圏域総合流域防災事
業（印旛沼）

54,000

A2 手賀沼統合河川環境整備事
業

12,000

- 計 66,000

A1 印旛沼統合河川環境整備事
業

千葉県 36,000

- 計 36,000

102,000
※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

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）

千葉県における河川環境整備の推進
千葉県

千葉県における河川環境整備の推進（重点）

合計



千葉県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根川圏域総合流域防災事業（緊急改築事業） 11,500

東京湾河川圏域総合流域防災事業（緊急改築事
業）

4,000

房総河川圏域総合流域防災事業（緊急改築事業） 24,500

40,000

平久里下地区地すべり対策事業 4,500

平久里中地区地すべり対策事業 6,000

大井地区地すべり対策事業 8,000

谷地区急傾斜地崩壊対策事業 25,000

房総河川圏域総合流域防災事業（通常砂防事業） 6,500

利根川圏域総合流域防災事業（急傾斜地崩壊対策
事業）

55,600

東京湾河川圏域総合流域防災事業（急傾斜地崩壊
対策事業）

36,400

基礎調査総合流域防砂事業 90,000

効果促進

千葉市、八千代
市、船橋市、四
街道市、多古
町、大網白里
市、茂原市、勝
浦市、いすみ
市、大多喜町、
御宿町、館山
市、鋸南町、君
津市、富津市

21,000

253,000

293,000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

千葉県における土砂災害防
止の推進（防災・安全）（重
点）

千葉県

千葉県における土砂災害防
止の推進（防災・安全）

千葉県

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

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

君ヶ浜海岸～酉明海岸高潮対
策事業

千葉県 50,000

一宮海岸侵食対策事業 千葉県 55,000

東条・広場東海岸高潮対策事業 千葉県 50,000

市川海岸高潮対策事業 千葉県 8,000
浦安海岸高潮対策事業 千葉県 22,000

津波・高潮危機管理対策緊急事
業

千葉県 5,000

九十九里海岸（北九十九里）侵
食対策事業

千葉県 20,000

水門・陸閘老朽化対策緊急事業 千葉県 86,000

- 計 296,000

296,000

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）

千葉県おける総合的な高潮・津波・侵食対策の
推進

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（海岸事業（河川））

千葉県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

南九十九里海岸環境整備事業 千葉県 80,000

- 計 80,000

80,000

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）

千葉県における海岸環境整備の推進

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）

千葉県 （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 千葉県 965,209
- 計 965,209

下水道施設の整備 千葉県 356,836
- 計 356,836

下水道施設の整備 千葉市 1,055,509
- 計 1,055,509

下水道施設の整備 千葉市 852,946
- 計 852,946

下水道施設の整備 銚子市 63,580
- 計 63,580

下水道施設の整備 市川市 311,500
- 計 311,500

下水道施設の整備 市川市 8,500
- 計 8,500

下水道施設の整備 船橋市 971,450
- 計 971,450

下水道施設の整備 船橋市 274,039
- 計 274,039

下水道施設の整備 木更津市 1,000
- 計 1,000

下水道施設の整備 松戸市 517,900
- 計 517,900

下水道施設の整備 松戸市 17,450
- 計 17,450

下水道施設の整備 野田市 139,926
- 計 139,926

下水道施設の整備 野田市 7,791
- 計 7,791

下水道施設の整備 茂原市 165,420
- 計 165,420

下水道施設の整備 茂原市 124,232
- 計 124,232

下水道施設の整備 成田市 204,211
- 計 204,211

下水道施設の整備 成田市 27,824
- 計 27,824

下水道施設の整備 佐倉市 38,700
- 計 38,700

下水道施設の整備 習志野市 239,245
- 計 239,245

下水道施設の整備 習志野市 96,750
- 計 96,750

下水道施設の整備 柏市 538,000
- 計 538,000

下水道施設の整備 柏市 165,015
- 計 165,015

下水道施設の整備 市原市 250,420
- 計 250,420

下水道施設の整備 市原市 60,900
- 計 60,900

下水道施設の整備 流山市 13,400
- 計 13,400

銚子市下水道事業ストックマネジメント計画に
基づく改築更新事業の推進（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）

千葉県における流域下水道の地震対策と老朽
化対策（防災安全）

千葉県における流域下水道の地震対策と浸水
対策（防災・安全）（重点計画）

千葉市公共下水道事業（防災・安全）

千葉市公共下水道事業（防災・安全）（重点計
画）

成田市における下水道の防災対策（防災・安
全）（重点計画）

市川市における安全・安心で快適な魅力あるま
ちの実現（防災・安全）（重点計画）

市川市における安全・安心で快適な魅力あるま
ちの実現(防災･安全)

船橋市における下水道整備による良好な環境
の創造（防災・安全）（重点計画）

船橋市における下水道整備による良好な環境
の創造（防災・安全）

木更津市における下水道整備による防災・安
全の実現（防災・安全）（重点計画）

松戸市下水道整備計画（防災・安全）（重点計
画）

松戸市下水道整備計画（防災・安全）

野田市における安全・安心な公共下水道の推
進（防災・安全）（重点計画）

野田市における安全・安心な公共下水道の推
進（防災・安全）

茂原市における快適で魅力ある都市環境の形
成（防災・安全）

茂原市における快適で魅力ある都市環境の形
成（防災・安全）（重点計画）

成田市における循環のみちの実現（防災・安
全）

佐倉市における安全・安心な下水道の推進（防
災・安全）（重点計画）

習志野市における安全で安心な下水道整備
（防災・安全）

習志野市における安全で安心な下水道整備
（防災・安全）（重点計画）

災害に強い柏市の下水道整備（防災・安全）
（重点計画）

災害に強い柏市の下水道整備（防災・安全）

市原市における公共下水道の推進（防災・安
全）

市原市における公共下水道の推進（防災・安
全）（重点計画）

流山市における下水道環境整備の実現（防災・
安全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

下水道施設の整備 流山市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 流山市 2,700
- 計 2,700

下水道施設の整備 八千代市 54,650
- 計 54,650

下水道施設の整備 八千代市 11,755
- 計 11,755

下水道施設の整備 我孫子市 212,600
- 計 212,600

下水道施設の整備 鎌ケ谷市 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 浦安市 123,000
- 計 123,000

下水道施設の整備 四街道市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 四街道市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 袖ケ浦市 10,278
- 計 10,278

下水道施設の整備 袖ケ浦市 5,170
- 計 5,170

下水道施設の整備 八街市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 八街市 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 白井市 36,400
- 計 36,400

下水道施設の整備 香取市 69,400
- 計 69,400

下水道施設の整備 香取市 4,650
- 計 4,650

下水道施設の整備 栄町 81,464
- 計 81,464

下水道施設の整備 芝山町 6,325
- 計 6,325

下水道施設の整備 一宮町 142,636
- 計 142,636

下水道施設の整備
君津富津広域下水
道組合

58,000

- 計 58,000

8,366,781

八千代市における流域一体となった総合的な
下水道整備の推進（防災・安全）

流山市における下水道ストックマネジメントの推
進（防災・安全）

流山市における下水道減災対策の推進（防災・
安全）（重点計画）

香取市における公共用水域の水質改善計画
（防災・安全）

八千代市における流域一体となった総合的な
下水道整備の推進（防災・安全）（重点計画）

あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事
業の効率的推進（防災・安全）（重点計画）

鎌ケ谷市における安全・安心な暮らしの環境づ
くり

浦安市における下水道の地震対策及び浸水対
策（防災・安全）（重点計画）

四街道市における安心・安全で快適な都市環
境の整備（防災・安全）（重点計画）

四街道市における安心・安全で快適な都市環
境の整備（防災・安全）

袖ケ浦市における防災・安全対策強化に貢献
する下水道整備（Ⅲ期）（防災・安全）

袖ケ浦市における防災・安全対策強化に貢献
する下水道整備（Ⅲ期）（防災・安全）（重点）

八街市における流域関連公共下水道の推進
（防災・安全）（重点計画）

八街市における流域関連公共下水道の推進
（防災・安全）

白井市下水道における浸水対策の推進（防災・
安全）（重点計画）

※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

香取市における公共用水域の水質改善計画
（防災・安全）（重点計画）

栄町における公共水域の水質保全の推進（防
災・安全）

芝山町における公共下水道事業の推進（防災・
安全）

一宮町における雨水公共下水道の改築更新
（防災・安全）（重点計画）

君津市・富津市における公共下水道整備計画
（防災・安全）（２期）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

千葉県 （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 千葉県 1,286,750
- 計 1,286,750

下水道施設の整備 千葉県 22,500
- 計 22,500

下水道施設の整備 千葉市 307,340
- 計 307,340

下水道施設の整備 銚子市 13,500
- 計 13,500

下水道施設の整備 市川市 1,071,600
- 計 1,071,600

下水道施設の整備 市川市 26,300
- 計 26,300

下水道施設の整備 船橋市 1,389,000
- 計 1,389,000

下水道施設の整備 館山市 3,410
- 計 3,410

下水道施設の整備 木更津市 73,500
- 計 73,500

下水道施設の整備 松戸市 574,800
- 計 574,800

下水道施設の整備 野田市 225,000
- 計 225,000

下水道施設の整備 成田市 7,679
- 計 7,679

下水道施設の整備 習志野市 337,982
- 計 337,982

下水道施設の整備 習志野市 3,500
- 計 3,500

下水道施設の整備 柏市 108,600
- 計 108,600

下水道施設の整備 市原市 510,000
- 計 510,000

下水道施設の整備 流山市 518,180
- 計 518,180

下水道施設の整備 我孫子市 98,000
- 計 98,000

下水道施設の整備 鎌ケ谷市 167,000
- 計 167,000

下水道施設の整備 八街市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 印西市 7,000
- 計 7,000

下水道施設の整備 香取市 14,500
- 計 14,500

下水道施設の整備 大網白里市 4,980
- 計 4,980

下水道施設の整備 酒々井町 27,100
- 計 27,100

下水道施設の整備 芝山町 850
- 計 850

下水道施設の整備 長生村 120,000
- 計 120,000

野田市における安全で安心な暮らしを支える
公共下水道の推進（重点計画）

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）

千葉県の流域下水道整備による快適な生活
環境の実現（重点計画）

千葉県の流域下水道整備による快適な生活
環境の実現

千葉市公共下水道事業

銚子市における安定した汚水処理監視体制の
整備

市川市における安全・安心で快適な魅力ある
まちの実現（重点計画）

市川市における安全・安心で快適な魅力ある
まちの実現

船橋市における下水道整備による良好な環境
の創造

館山処理区における下水道整備による良好な
環境の創造

木更津市における下水道整備による良好な環
境の実現（重点計画）

松戸市下水道整備計画

大網白里市における下水道施設最適化事業
（重点計画）

成田市における公共下水道整備（重点計画）

習志野市における公共下水道整備

習志野市における公共下水道整備（重点計
画）

柏市の下水道普及率を向上させることによる
快適な生活環境整備（重点計画）

市原市における公共下水道の推進（重点計
画）

流山市における下水道環境整備の実現

あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事
業の効率的推進（重点計画）

鎌ケ谷市における下水道の普及による快適な
暮らしの環境づくり（重点計画）

八街市における流域関連公共下水道の推進
（重点計画）

印西市における下水道整備事業

香取市における公共用水域の水質改善計画
（重点計画）

酒々井町における水の安全・安心で快適な環
境の整備

芝山町における公共下水道事業の推進(重点
計画)

長生村における下水道普及促進による生活環
境の整備（重点計画）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

千葉県 （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）

下水道施設の整備
君津富津広域下水
道組合

31,000

- 計 31,000

下水道施設の整備
君津富津広域下水
道組合

2,000

- 計 2,000

6,967,071

※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

君津市・富津市における公共下水道整備計画
（２期）（重点計画）

君津市・富津市における公共下水道整備計画
（君津富津終末処理場）

合計


