
富 山 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 222　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 257　 立山町
たてやままち

神通川 神通川 一般河川改修事業 1,186　 富山市
と や ま し

庄川 庄川 一般河川改修事業 377　 高岡市
たかおかし

、射水
いみず

市
し

、砺波市
と な み し

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 235　 高岡市
たかおかし

黒部川 総合水系環境整備事業 49　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

神通川 総合水系環境整備事業 68　 富山市
と や ま 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・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄川 地久子川 事業間連携河川事業 300　 高岡市
た か お か し

小矢部川 谷内川 事業間連携河川事業 250　 高岡市
た か お か し

神通川 坪野川 大規模特定河川事業 300　 富山市
と や ま し

泉川 泉川 大規模特定河川事業 60　 氷見市
ひ み し

中川 沖田川 大規模特定河川事業 100　 滑川市
なめりかわし

白岩川 白岩川 大規模特定河川事業 50　 富山市
と や ま し

鴨川 鴨川 大規模特定河川事業 500　 魚津市
う お づ し



富山県

　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

多目的ダム建設事業 庄川利賀ダム 3,729 4,096



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ しんゆさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

立山砂防 火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 新湯砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 236
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ たきだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 滝谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 253
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 311
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ うさぎだにさぼうえんていぐん（にき） とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期） 富山市 有峰 砂防堰堤工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ かなやまだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 金山谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 275
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねかりゅうさがんさんぷくこう とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰下流左岸山腹工 富山市 有峰 山腹工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねちくけいがんたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰地区渓岸対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 320
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにかりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷下流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 51
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 241
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわだいさんごうさぼうえんてい とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川第３号砂防堰堤 富山市 有峰 砂防堰堤工 305
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 497
じょうがんじがわ じょうがんじがわ さぶだにさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 サブ谷砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 303
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきしゃめんたいさく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域斜面対策 中新川郡 立山町 芦峅寺 斜面対策工 539
じょうがんじがわ じょうがんじがわ くわたにじょうりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 桑谷上流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 269
じょうがんじがわ じょうがんじがわ あまどりかりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 天鳥下流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 34
じょうがんじがわ じょうがんじがわ なかごやさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 中小屋砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 84
じょうがんじがわ じょうがんじがわ しょうみょうがわ しょうみょうがわりゅういきさぼうせつびかいちく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 称名川 称名川流域砂防設備改築 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 1

合計 17 箇所 3,787

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　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

くろべがわ くろべがわ くろなぎがわ くろなぎがわさぼうえんていぐん くろべし うなづきまちくろべ

黒部河川 砂防 黒部川 黒部川 黒薙川 黒薙川砂防堰堤群 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 192
くろべがわ くろべがわ こくろべだに こくろべだにだいにごうさぼうえんてい くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 小黒部谷 小黒部谷第２号砂防堰堤 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 192
くろべがわ くろべがわ ばばだにがわ ばばだにさぼうえんていぐんかいちく くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 祖母谷川 祖母谷砂防堰堤群改築 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 218

合計 3 箇所 602

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県　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）

大規模更新 じょうがんじがわ うしくびたにかわ とやまし ほんぐう

砂防等事業 常願寺川 牛首谷川 富山市 本宮 堰堤改築工 5
じんづうがわ しみずたにがわ とやまし にれはら

神通川 清水谷川 富山市 楡原 堰堤改築工 5
はやつきがわ おまたがわ なかにいかわぐん かみいちまち いおり

早月川 小又川 中新川郡 上市町 伊折 堰堤改築工 140
かたかいがわ ひがしまたたにがわ うおづし さんが

片貝川 東又谷川 魚津市 三ケ他 堰堤改築工 60
かたかいがわ ふせがわ くろべし ふくひら

片貝川 布施川 黒部市 福平 堰堤改築工 20
はやつきがわ こはやつきがわ うおづし とらたに

早月川 小早月川 魚津市 虎谷 堰堤改築工 30
かたかいがわ みなみまただにがわ うおづし さんが

片貝川 南又谷川 魚津市 三ケ 堰堤改築工 25
さかいがわ さかいがわ しもにいかわぐん あさひまち だいら

境川 境川 下新川郡 朝日町 大平 堰堤改築工 40
さかいがわ みずかみたに しもにいかわぐん あさひまち だいら

境川 水上谷 下新川郡 朝日町 大平 堰堤改築工 40
くろべがわ おとたにかわ くろべし うなづきまちおとざわ

黒部川 音谷川 黒部市 宇奈月町音沢 堰堤改築工 30
ささがわ しっちゃだにかわ しもにいかわぐん あさひまち ささがわ

笹川 七重谷川 下新川郡 朝日町 笹川 堰堤改築工 30
しょうがわ おおたに なんとし かみたいらほそじま

庄川 大谷 南砺市 上平細島 堰堤改築工 10
しょうがわ あくせたに なんとし とがむらあべっとう

庄川 悪瀬谷 南砺市 利賀村阿別当 堰堤改築工 40

小計 １３箇所 475

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（富山県　1/5）

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 じんづうがわ のづみがわ とやまし やつおまちひがしくずさか　りょうしがはら

砂防等事業 神通川 野積川 富山市 八尾町西葛坂～猟師ヶ原 渓流保全工 69
おやべがわ やまかわ たかおかし にしひろたに

小矢部川 山川 高岡市 西広谷 砂防堰堤工 40
おやべがわ ふたがみ(3) たかおかし ふたがみ

小矢部川 二上(3) 高岡市 二上 砂防堰堤工 5
おやべがわ ふたがみ(2) たかおかし ふたがみ

小矢部川 二上(2) 高岡市 二上 砂防堰堤工 5
じょうがんじがわ ざっこくたに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 雑穀谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 110
じょうがんじがわ あずきだに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 小豆谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 40
じんづうがわ ももせがわ なんとし とがむらかみももせ

神通川 百瀬川 南砺市 利賀村上百瀬 砂防堰堤工 30
おやべがわ うちおがわ なんとし ひのせと

小矢部川 打尾川 南砺市 樋瀬戸 砂防堰堤工 10
おやべがわ いけかわ なんとし じょうはな

小矢部川 池川 南砺市 城端 渓流保全工 90
おやべがわ ふとみだに なんとし ふとみ

小矢部川 太美谷 南砺市 太美 砂防堰堤工 10
おやべがわ うしろだに(2) おやべし うしろだに

小矢部川 後谷(2) 小矢部市 後谷 砂防堰堤工 30
おやべがわ たがわやちがわ(2) おやべし たがわ

小矢部川 田川谷内川(2) 小矢部市 田川 砂防堰堤工 20
おやべがわ うちやま おやべし うちやま

小矢部川 内山 小矢部市 内山 砂防堰堤工 40
しらいわがわ くだらしだに なかにいかわぐん たてやままち とちづ

白岩川 下嵐谷 中新川郡 立山町 栃津 砂防堰堤工 20
かたかいがわ うらたにがわ うおづし へびた

片貝川 浦谷川 魚津市 蛇田 渓流保全工 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（富山県　2/5）

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 おがわ いしたにがわ しもにいがわぐん あさひまち なんぼ

砂防等事業 小川 石谷川 下新川郡 朝日町 南保 砂防堰堤工 10
きながしがわ しもよこおたに しもにいかわぐん あさひまち よこお

木流川 下横尾谷 下新川郡 朝日町 横尾 砂防堰堤工 20
かたかいがわ てらたにしきたにがわ くろべし おやま

片貝川 寺谷敷谷川 黒部市 尾山 砂防堰堤工 20
かたかいがわ うちゅうだににしざわ くろべし うちゅうだに

片貝川 内生谷西沢 黒部市 内生谷 砂防堰堤工 10
かみしょうがわ いしどまえだに ひみし かきなや

上庄川 石戸前谷 氷見市 柿谷 砂防堰堤工 30
かたかいがわ ひおたにかわ うおづし ひお

片貝川 日尾谷川 魚津市 日尾 渓流保全工 40
かたかいがわ おやまおおたにがわ くろべし おやま

片貝川 尾山大谷川 黒部市 尾山 渓流保全工 30

小計 ２２箇所 699

合計
３５箇所 1,174

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（富山県　3/5）

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 そうれちく とやまし やまだそうれ

砂防等事業 沢連地区 富山市 山田沢連 アンカー工 10
ゆちく とやまし やまだゆ

湯地区 富山市 山田湯 法面工 60
ずかわちく たかおかし ずかわ

頭川地区 高岡市 頭川 集水井工 66

小計 ３箇所 136

事業間連携 すわまちちく とやまし やつおまちすわまち

砂防等事業 諏訪町地区 富山市 八尾町諏訪町 法面工 10
ながさかちく ひみし ながさか

長坂地区 氷見市 長坂 アンカー工 16
おおしまちく なんとし かごど

大島地区 南砺市 篭渡 横ボーリング工 15
つぼのちく おやべし たにつぼの

坪野地区 小矢部市 谷坪野 集水井工 10

小計 ４箇所 51

７箇所 187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（富山県　4/5）

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 おおまつちく なかにいかわぐん かみいちまち おおまつ

砂防等事業 大松地区 中新川郡 上市町 大松 法枠工 23

ほんごう(2)ちく なめりかわし ほんごう

本江(2)地区 滑川市 本江 待受擁壁工 27

そうりょう(5)ちく ひみし そうりょう

惣領(5)地区 氷見市 惣領 法枠工 18

３箇所 68
※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（富山県　5/5）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



北陸地方整備局（富山県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 下新川海岸 入善町
にゅうぜんまち

1,535 副離岸堤（入善町）等

富山県　計 1,535

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



防災・安全交付金（河川事業）

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

小矢部川水系岸渡川広域河川
改修事業

8,000

片貝川水系片貝川上流広域河
川改修事業

15,000

片貝川水系片貝川広域河川改
修事業

10,000

上庄川水系上庄川広域河川改
修事業

10,000

神通川水系いたち川広域河川
改修事業

5,000

仏生寺川水系仏生寺川広域河
川改修事業

10,000

白岩川水系広域河川改修事業 10,000

黒部川圏域総合流域防災事業
(寺川、黒瀬川、角川、高橋川、
吉田川)

20,000

神通川圏域総合流域防災事業
(神通川水系山田川、太田川、
田島川、黒川、百瀬川)

20,000

神通川水系馬渡川都市基盤河
川改修事業

7,000

常願寺川圏域総合流域防災事
業(常願寺川水系中川)

43,000

小矢部川圏域総合流域防災事
業(荒田町川、合掌川、大鋸屋
川)

南砺市 44,000

小矢部川圏域総合流域防災事
業(小矢部川水系内古川)

1,000

小矢部川圏域総合流域防災事
業(小矢部川水系守山川)

1,000

境川ダム堰堤改良事業 3,500
子撫川ダム堰堤改良事業 7,000
和田川ダム堰堤改良事業 2,600
大谷ダム堰堤改良事業 23,800
久婦須川ダム堰堤改良事業 5,000
白岩川ダム堰堤改良事業 4,600
角川ダム堰堤改良事業 4,700
利賀川ダム堰堤改良事業 1,600
上市川ダム堰堤改良事業 4,100
上市川第二ダム堰堤改良事業 3,200
室牧ダム堰堤改良事業 3,900

- 計 268,000

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）

総合的な治水対策の推進（防災・安全）

富山県

富山市

高岡市

富山県



小矢部川水系横江宮川広域河
川改修事業

45,000

黒部川・常願寺川・神通川・庄
川・小矢部川圏域総合流域防災
事業(情報基盤整備)

20,000

河川管理施設長寿命化対策 5,000
洪水ハザードマップ作成 富山市 3,500

まるごとまちごとハザードマップ
作成

富山市、高岡市、
砺波市

6,500

- 計 80,000

348,000

総合的な治水対策の推進（防災・安全）緊急対
策

富山県

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



社会資本整備総合交付金（河川事業）

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

内川特定構造物改築事業（内川
浄化揚水機場）

富山県 12,000

- 計 12,000

12,000

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た河川・海岸づくりの推進

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



富山県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

五十里道重(2)通常砂防事業 10,000

伏木一宮(2)通常砂防事業 5,000

大谷通常砂防事業 2,500

正谷通常砂防事業 20,000

山崎谷通常砂防事業 17,500

西上谷通常砂防事業 7,500

西大谷左支川通常砂防事業 5,000

埴生(2)通常砂防事業 7,500

西海老坂(1)通常砂防事業 7,500

伏木一宮地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

中ノ口(4)(5)地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

小境(4)急傾斜地崩壊対策事業 4,500

黒部川圏域③緊急改築事業（砂防） 42,500

神通川圏域②緊急改築事業（砂防） 62,500

小矢部川圏域②緊急改築事業（砂防） 100,000

常願寺川圏域②緊急改築（砂防、地すべり） 17,500

庄川圏域②緊急改築事業（砂防、地すべり） 20,000

神通川圏域②緊急改築事業（地すべり） 12,500

小矢部川圏域③緊急改築事業（地すべり） 52,500

黒部川圏域緊急改築事業（急傾斜） 6,750

黒部川圏域③緊急改築事業（急傾斜） 27,000

常願寺川圏域②緊急改築事業（急傾斜） 15,750

神通川圏域②緊急改築事業（急傾斜） 2,250

小矢部川圏域②緊急改築事業（急傾斜） 22,500

神通川圏域③緊急改築事業（砂防） 10,000

490,000

和田川火山砂防事業 5,500

橋子田谷川通常砂防事業 5,000

西明寺川通常砂防事業 7,500

小矢部川圏域③総合流域防災事業（砂防） 1,000

下立沢通常砂防事業 5,000

黒部川圏域④総合流域防災事業（砂防） 15,000

京地谷川通常砂防事業 2,500

吉滝谷（１）通常砂防事業 2,500

湯谷道無谷通常砂防事業 5,000

蓑谷通常砂防事業 7,500

庄川圏域③総合流域防災事業（砂防） 1,500

茂佐谷通常砂防事業 1,000

埴生（1）通常砂防事業 5,000

長寿命化計画改定事業（砂防） 82,500

富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）

富山県

富山県における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）

富山県

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



青根地区地すべり対策事業 7,500

大瀬谷地区地すべり対策事業 5,000

北山地区地区地すべり対策事業 2,500

岩崎地区地すべり対策事業 7,500

胡桃地区地すべり対策事業 5,000

坪池地区地すべり対策事業 5,000

論田熊無地区地すべり対策事業 5,000

鞍骨地区地すべり対策事業 5,000

懸札地区地すべり対策事業 5,000

柿谷地区地すべり対策事業 2,500

利賀地区地すべり対策事業 2,500

長寿命化計画改定事業（地すべり） 88,500

諏訪町急傾斜地崩壊対策事業 7,125

五位(2)急傾斜地崩壊対策事業 4,750

小矢部川圏域城光寺(2)急傾斜地崩壊対策事業 1,350

金山谷急傾斜地崩壊対策事業 6,750

横枕急傾斜地崩壊対策事業 4,500

明日(1)急傾斜地崩壊対策事業 9,500

園(3)急傾斜地崩壊対策事業 8,000

小境(1)(2)急傾斜地崩壊対策事業 2,250

神代(1)その２急傾斜地崩壊対策事業 7,125

金屋(4)急傾斜地崩壊対策事業 2,250

長寿命化計画改定事業（急傾斜） 26,250

神通川圏域上ヶ島地区雪崩対策事業 7,500

情報基盤総合整備事業 44,850

黒部川圏域基礎調査 500

常願寺川圏域基礎調査 1,600

神通川圏域基礎調査 2,000

庄川圏域基礎調査 1,000

小矢部川圏域基礎調査 900

長谷谷川通常砂防事業 2,500

蛇沢堂谷通常砂防事業 5,000

石坂谷通常砂防事業 2,500

下梨谷川通常砂防事業 2,500

すずめ谷通常砂防事業 5,000

土砂災害リスク情報整備事業 1,500

土砂災害に対する地域防災力の向上事業 300

土砂災害ハザードマップ作成事業（富山市） 富山市 5,000

土砂災害ハザードマップ作成事業（南砺市） 南砺市 4,250

454,250

944,250

※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

富山県における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）

富山県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大屋海岸等 海岸堤防等老朽化
対策緊急事業 富山県 20,000

吉浦海岸（笠木地区外） 海岸
堤防等老朽化対策緊急事業 富山県 30,000

高月海岸 海岸堤防等老朽化対
策緊急事業 富山県 10,000

富山湾沿岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業 富山県 3,000

高波越波による家屋浸水調査 富山県 8,000
- 計 71,000

富山海岸侵食対策事業 富山県 108,000
宮崎海岸侵食対策事業 富山県 34,000

- 計 142,000

213,000

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）

総合的な治水対策の推進（防災・安全）緊急対
策

総合的な治水対策の推進（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



社会資本整備総合交付金（海岸事業（河川））

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

雨晴海岸環境整備事業 富山県 33,000
小境海岸環境整備事業 富山県 7,000

- 計 40,000

40,000

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た河川・海岸づくりの
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）

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 富山県 144,000
下水道施設の整備 魚津市 32,000
下水道施設の整備 滑川市 37,850
下水道施設の整備 入善町 57,200
下水道施設の整備 朝日町 14,150

下水道施設の整備
中新川広域行政事
務組合

63,250

- 計 348,450
下水道施設の整備 富山市 550,950

- 計 550,950
下水道施設の整備 富山市 528,000

- 計 528,000
下水道施設の整備 高岡市 191,045

- 計 191,045
下水道施設の整備 魚津市 25,500

- 計 25,500
下水道施設の整備 氷見市 131,575

- 計 131,575
下水道施設の整備 小矢部市 5,000

- 計 5,000
下水道施設の整備 南砺市 8,500

- 計 8,500
下水道施設の整備 射水市 83,500

- 計 83,500
下水道施設の整備 射水市 76,000

- 計 76,000

1,948,520

全県域下水道化計画（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）

全県域下水道化計画（防災・安全）

富山市公共下水道整備計画（防災・安全）（重
点計画）

富山市公共下水道整備計画（防災・安全）

高岡市公共下水道整備計画（防災・安全）

※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

氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）

小矢部市下水道化計画（防災・安全）

南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）

射水市浸水対策事業の推進（防災・安全）（重
点計画）

射水市下水道事業の推進（防災・安全）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

富山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 富山県 643,000
下水道施設の整備 魚津市 71,000
下水道施設の整備 滑川市 317,000
下水道施設の整備 黒部市 256,500
下水道施設の整備 入善町 17,500

下水道施設の整備
中新川広域行政事
務組合

110,000

- 計 1,415,000
下水道施設の整備 富山市 337,750

- 計 337,750
下水道施設の整備 高岡市 275,000

- 計 275,000
下水道施設の整備 氷見市 12,500
下水道施設の整備 上市町 5,000
下水道施設の整備 朝日町 100,000

- 計 117,500
下水道施設の整備 砺波市 200,000

- 計 200,000
下水道施設の整備 小矢部市 489,000

- 計 489,000
下水道施設の整備 南砺市 29,500

- 計 29,500

2,863,750

小矢部市下水道化計画（重点計画）

南砺市公共下水道整備計画（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

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）

全県域下水道化計画

富山市公共下水道整備計画

高岡市公共下水道整備計画

全県域下水道化計画（重点計画）

砺波市下水道整備計画（重点計画）


