
東 京 都

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・東京都）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

荒川 荒川下流 一般河川改修事業 674　 葛飾区
か つし かく

多摩川 多摩川 一般河川改修事業 569　
≪東京都
と うきょ うと

≫日野市
ひ の し

≪神奈川県
か なが わ けん

≫川崎市
か わさ きし

荒川 新河岸川下流 流域治水整備事業 40　

荒川 荒川下流 特定構造物改築事業 591　 葛飾区
か つし かく

、足立区
あ だ ち く

荒川 荒川下流 河川都市基盤整備事業 5,162　
≪埼玉県
さいたまけん

≫川口市
か わぐ ちし

≪東京都
と うきょ うと

≫足立区
あ だ ち く

、葛飾区
か つし かく

、江戸川区
え ど が わ く

利根川 中川 河川都市基盤整備事業 60　

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

多摩川 多摩川 河川工作物関連応急対策事業 90　
≪東京都
とうきょうと

≫狛江市
こまえし

≪神奈川県
かながわけん

≫川崎市
かわさきし

荒川 総合水系環境整備事業 519　
≪埼玉県
さいたまけん

≫川口市
かわぐちし

、上尾市
あげおし

、桶川市
おけがわし

、川島町
かわじままち

、鴻巣市
こうのすし

≪東京都
とうきょうと

≫足立区
あだちく

、葛飾区
かつしかく

、北区
きたく

、江戸川区
えどがわく

多摩川 総合水系環境整備事業 145　

≪東京都
とうきょうと

≫青梅市
おうめし

、羽村市
はむらし

、福生市
ふっさし

、あきる野市
のし

、昭島市
あきしまし

、

　　　　　　　八王子市、
はちおうじし

日野市
ひのし

、立川市
たちかわし

、国立市
くにたちし

、府中市
ふちゅうし

、

　　　　　　　調布市
ちょうふし

、狛江市
こまえし

、多摩市
たまし

、稲城市
いなぎし

、世田谷区
せたがやく

、

　　　　　　　大田区
おおたく

≪神奈川県
かながわけん

≫川崎市
かわさきし

（※）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・東京都）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

荒川 石神井川 大規模特定河川事業 448　 練馬区
ね り ま く

境川 境川 大規模特定河川事業 1,540　 町田市
ま ち だ し



関東地方整備局（東京都） （単位：百万円）

海岸維持管理事業 沖ノ鳥島
おがさわらむら

小笠原村 1,403 
海岸保全施設の維持・管理（小笠原
村）等

東京都　計 1,403 

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：東京都 （単位：千円）

東京都区部大規模雨水処理施設整備
事業

東京都
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

3,926,000 1,963,000

立川駅周辺地区大規模雨水処理施設
整備事業

立川市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

149,560 74,780

計 4,075,560 2,037,780

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



防災・安全交付金（河川事業）

東京都 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鶴見川水系鶴見川総合治水対
策特定河川事業（鶴見川）

東京都 12,000

- 計 12,000

荒川水系霞川広域河川改修事
業（霞川）

2,000

荒川水系石神井川広域河川改
修事業（調節池群）

25,000

多摩川水系野川広域河川改修
事業（野川）

8,000

多摩川水系三沢川広域河川改
修事業(三沢川）

15,000

多摩川水系谷地川広域河川改
修事業（谷地川）

55,000

東京地区地震・高潮対策河川事
業（内川）

25,000

東京地区地震・高潮対策河川事
業（呑川）

328,000

荒川水系神田川総合治水対策
特定河川事業（神田川）

50,000

荒川水系神田川総合治水対策
特定河川事業（善福寺川）

285,000

荒川水系神田川総合治水対策
特定河川事業（妙正寺川）

307,000

荒川水系新河岸川総合治水対
策特定河川事業（落合川）

125,000

荒川水系新河岸川総合治水対
策特定河川事業（空堀川）

50,000

荒川水系新河岸川総合治水対
策特定河川事業（白子川）

96,000

荒川水系新河岸川総合治水対
策特定河川事業（奈良橋川）

35,000

利根川水系中川・綾瀬川総合治
水対策特定河川事業（毛長川）

90,000

流域貯留浸透事業（板橋第十小
学校）

1,000

流域貯留浸透事業（上板橋第二
中学校）

14,000

流域貯留浸透事業（紅梅小学
校）

3,000

流域貯留浸透事業（花見堂複合
施設）

7,000

流域貯留浸透事業（教育総合セ
ンター）

4,000

流域貯留浸透事業（清瀬市道） 清瀬市 14,000

流域貯留浸透事業（箱根ヶ崎駅
西土地区画整理事業）

瑞穂町 178,000

流域貯留浸透事業（桜野小学
校）

武蔵野市 17,000

流域貯留浸透事業（中原一丁目
地区）

三鷹市 28,000

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）

高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を
確保する河川整備（防災・安全）緊急対策

高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を
確保する河川整備（防災・安全）

東京都

板橋区

世田谷区



ハザードマップ作成 北区 6,000
ハザードマップ作成 千代田区 2,000
ハザードマップ作成 墨田区 14,000
ハザードマップ作成 江東区 3,000
ハザードマップ作成 文京区 5,000
ハザードマップ作成 あきる野市 1,000

- 計 1,793,000

1,805,000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

高度な防災都市を実現し、都民の安心安全を
確保する河川整備（防災・安全）



社会資本整備総合交付金（河川事業）

東京都 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

荒川圏域総合流域防災事業（隅
田川）

104,000

統合河川環境整備事業（北十間
川）

29,000

統合河川環境整備事業（新河岸
川）

9,000

統合河川環境整備事業（隅田
川）

86,000

統合河川環境整備事業（日本橋
川）

24,000

統合河川環境整備事業（北十間
川）

墨田区 1,000

- 計 253,000

253,000

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）

良好な河川環境と都市環境を保全・創出し、人々が憩
い、賑わう河川整備

東京都

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



東京都 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西川通常砂防事業 9,000

喜代沢通常砂防事業 11,200

本宿地区第一沢通常砂防事業 10,000

大金沢火山砂防事業 31,900

差木地沢火山砂防事業 121,000

滝川沢火山砂防事業 90,200

大里一ノ沢火山砂防事業 18,700

とんび沢南支川（1）火山砂防事業 5,500

とんび沢南支川（2）火山砂防事業 5,500

西川西支川火山砂防事業 26,400

長沢（三宅島）火山砂防事業 38,500

初沢（３）急傾斜地崩壊対策事業 32,300

高尾（２）急傾斜地崩壊対策事業 10,250

長淵一丁目急傾斜地崩壊対策事業 18,000

河辺町一丁目急傾斜地崩壊対策事業 21,600

丹三郎急傾斜地崩壊対策事業 4,750

小沢急傾斜地崩壊対策事業 14,250

大久野新井急傾斜地崩壊対策事業 12,350

和田地区急傾斜地崩壊対策事業 27,900

東京圏域総合流域防災事業基礎調査 50,000

ハザードマップ作成 文京区 700

560,000

560,000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

高度な防災都市を実現し、
都民の安心安全を確保する
河川整備（安心・安全）

東京都

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



社会資本整備総合交付金（海岸事業（河川））

東京都 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

沢尻・長浜海岸環境整備事業 東京都 1,000

- 計 1,000

1,000

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）

豊かな自然環境と調和し、特色ある美しい水辺
を守る海岸整備

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）

東京都 （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 東京都 4,547,440
- 計 4,547,440

下水道施設の整備 区部 21,822,178
- 計 21,822,178

下水道施設の整備 区部 4,978,000
- 計 4,978,000

下水道施設の整備 八王子市 144,654
- 計 144,654

下水道施設の整備 立川市 54,280
- 計 54,280

下水道施設の整備 立川市 21,581
- 計 21,581

下水道施設の整備 武蔵野市 7,440
- 計 7,440

下水道施設の整備 三鷹市 216,137
- 計 216,137

下水道施設の整備 青梅市 62,220
- 計 62,220

下水道施設の整備 府中市 8,000
- 計 8,000

下水道施設の整備 昭島市 67,500
- 計 67,500

下水道施設の整備 昭島市 23,500
- 計 23,500

下水道施設の整備 町田市 557,864
- 計 557,864

下水道施設の整備 町田市 46,660
- 計 46,660

下水道施設の整備 小平市 41,700
- 計 41,700

下水道施設の整備 小平市 10,500
- 計 10,500

下水道施設の整備 日野市 190,000
- 計 190,000

下水道施設の整備 日野市 9,604
- 計 9,604

下水道施設の整備 東村山市 26,750
- 計 26,750

下水道施設の整備 東村山市 10,750
- 計 10,750

下水道施設の整備 国分寺市 9,500
- 計 9,500

下水道施設の整備 国立市 106,072
- 計 106,072

下水道施設の整備 福生市 29,990
- 計 29,990

下水道施設の整備 狛江市 70,730
- 計 70,730

下水道施設の整備 東大和市 9,200
- 計 9,200

下水道施設の整備 清瀬市 55,000
- 計 55,000

昭島市における安心・安全の推進（第４期計
画）（防災・安全）（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）

東京都流域下水道事業整備計画（防災・安全）

東京都区部公共下水道事業整備計画（防災・
安全）

東京都区部公共下水道事業整備計画（防災・
安全）（重点計画）

八王子市における水循環に係る安全な下水道
の整備（防災・安全）

安全安心な暮らしを支える立川市下水道　第３
期（防災・安全）（重点計画）

安全安心な暮らしを支える立川市下水道　第３
期　（防災・安全）

武蔵野市下水道ストックマネジメントの推進（防
災・安全）

三鷹市における水循環の促進（第3期）（防災・
安全）

青梅市における快適な住環境の実現（防災・安
全）（第２期）

府中市下水道マスタープランの推進（第２期）
（防災・安全）

福生市公共下水道整備計画（防災・安全）

昭島市における安心・安全の推進（第３期計
画）（防災・安全）

地域における下水道の総合的な推進（防災・安
全）（第２期）

地域における下水道の総合的な推進（防災・安
全）（第３期）（重点計画）

下水道整備による小平市の安全・安心な暮らし
の推進（防災・安全）（第２期）（重点計画）

小平市公共下水道施設の防災・安全対策（第３
期）（防災・安全）

日野市における今後の公共下水道事業の計画
的な整備（防災・安全）（第３期）（重点計画）

日野市における今後の公共下水道事業の計画
的な整備（防災・安全）（第３期）

東村山市における循環のみちの実現（第4期）
（重点計画）

東村山市における循環のみちの実現（第3期）
（防災・安全）

国分寺市公共下水道事業における安全で快適
なまちづくり（防災・安全）（Ⅱ期）

国立市における安心・安全な下水道整備（防
災・安全）

狛江市における安全で快適なまちづくりの推進
（第２期）（防災・安全）

東大和市の生活と水環境を守る信頼される永
続的な下水道（防災・安全）

清瀬市公共下水道整備計画(第４期)(防災・安
全)(重点計画)



防災・安全交付金（下水道事業）

東京都 （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 清瀬市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 東久留米市 26,100
- 計 26,100

下水道施設の整備 東久留米市 17,500
- 計 17,500

下水道施設の整備 武蔵村山市 8,500
- 計 8,500

下水道施設の整備 羽村市 13,500
- 計 13,500

下水道施設の整備 西東京市 22,500
- 計 22,500

下水道施設の整備 瑞穂町 20,500

- 計 20,500

33,239,850

※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

清瀬市公共下水道整備計画(第３期)(防災・安
全)

快適な住環境を支える持続可能な下水道（防
災・安全）（重点計画）

快適な住環境を支える持続可能な下水道（防
災・安全）

武蔵村山市における安全で安心な暮らしの推
進（第２期）（防災・安全）

羽村市下水道総合計画の推進（第４期）（防災・
安全）

西東京市における安全・安心で快適な暮らしの
実現（第２期）（防災・安全）

安全に安心して暮らせるまちづくり（重点計画）
（第２期）（防災・安全）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

東京都 （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 東京都 973,941
- 計 973,941

下水道施設の整備 東京都 248,624
- 計 248,624

下水道施設の整備 区部 15,869,000
- 計 15,869,000

下水道施設の整備 八王子市 546,454
- 計 546,454

下水道施設の整備 立川市 873,880
- 計 873,880

下水道施設の整備 青梅市 38,000
- 計 38,000

下水道施設の整備 町田市 4,500
- 計 4,500

下水道施設の整備 日野市 5,270
- 計 5,270

下水道施設の整備 稲城市 43,500
- 計 43,500

下水道施設の整備 あきる野市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 新島村 150,895
- 計 150,895

18,769,064

やすらぎと快適な生活環境を支える下水道
第３期（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）

東京都流域下水道事業整備計画（暮らしを支
え、東京の未来を創る下水道）

東京都流域下水道事業整備計画（暮らしを支
え、東京の未来を創る下水道）（重点計画）

東京都区部公共下水道事業整備計画（暮らし
を支え、東京の未来を創る下水道）

八王子市における水循環に係る処理場の統廃
合に伴う整備（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

青梅市における快適な住環境の実現（第３期）

地域における住環境の改善及び浸水対策の
推進（第３期）

日野市における今後の公共下水道事業の計
画的な整備（第３期）

安心して快適に暮らせるまちづくりの推進（第２
期）

あきる野市における循環のみちの実現（第３
期）

新島村下水道整備計画（第３期）（重点計画）


