
静 岡 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 1,000　
≪山梨県
やまなしけん

≫市川三郷町
いちかわみさとちょう

、身延町
みのぶちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふ じ し

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 1,214　 清水町
しみずち ょう

、長泉町
ながいずみちょう

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 262　 静岡市
し ず お か し

大井川 大井川 一般河川改修事業 531　 島田市
し ま だ し

、焼津市
や い づ し

、吉田町
よし だち ょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 626　 掛川市
か け が わし

、菊川市
き く が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 453　 磐田市
い わ た し

、浜松市
は ま ま つ し

狩野川 狩野川 河川工作物関連応急対策事業 210　 三島市
みしまし

、函南
かんなみ

町
ちょう

、沼津市
ぬまづし

菊川 菊川 河川工作物関連応急対策事業 155　 掛川市
かけがわし

、菊川市
き く が わし

狩野川 総合水系環境整備事業 140　 伊豆
い ず

の国市
く に し

、清水町
しみずちょう

大井川 総合水系環境整備事業 28　 島田市
し ま だ 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・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

富士川 小潤井川 事業間連携河川事業 250　 富士市
ふ じ し

大井川 大井川 事業間連携河川事業 260　 川根
か わ ね

本町
ほんちょう

天竜川 安間川 事業間連携河川事業 300　 浜松市
は ま ま つ し

坂口谷川 坂口谷川 事業間連携河川事業 600　 牧之原市
ま き の は ら し

、吉田町
よしだちょう

太田川 太田川 事業間連携河川事業 130　 磐田市
い わ た し

、袋井市
ふ く ろ い し

富士川 沼川 大規模特定河川事業 1,700　 沼津市
ぬ ま づ し

勝間田川 勝間田川 大規模特定河川事業 70　 牧之原市
ま き の は ら し

馬込川 馬込川 大規模特定河川事業 300　 浜松市
は ま ま つ し



静岡県

　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 天竜川天竜川ダム再編 791 915



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ おおやがわ おおやがわ おおやさんぷくこう しずおかし あおいく うめがしま

静岡河川 砂防 安倍川 大谷川 大谷川 大谷山腹工 静岡市 葵区 梅ヶ島 山腹工 263
あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 190
あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく

安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 流木対策工 238

合計 3 箇所 691

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　１／３）

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

かのがわ おおみがわ おくのさわ かみしらいわさぼうえんていぐん いずし かみしらいわ

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 大見川 奥の沢 上白岩砂防堰堤群 伊豆市 上白岩 砂防堰堤工 290
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 455
かのがわ かきぎがわ かきぎがわ かきぎだいいちさぼうえんていかいちく いずし おおだいらかきぎ

狩野川 柿木川 柿木川 柿木第１砂防堰堤改築 伊豆市 大平柿木 砂防堰堤工 10

合計 3 箇所 755

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　２／３）

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

ふじさん うるいがわ おおさわがわ おおさわがわげんとうぶ ふじのみやし きたやま

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 大沢川 大沢川源頭部 富士宮市 北山 斜面対策工 399
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 遊砂地工 267
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうだいにりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流第２堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 13
ふじさん かざまつりがわ はるさわ はるさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 春沢 春沢堰堤工群 富士宮市 北山 遊砂地工 267
ふじさん かざまつりがわ くらほねさわだいいちしけい くらほねさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 鞍骨沢第１支渓 鞍骨沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 北山 遊砂地工 267
ふじさん ゆみさわがわ いちべえさわだいいちしけい いちべえさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢第１支渓 市兵衛沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 267
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 13
ふじさん あしどりがわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 267
ふじさん あかぶちかわ せんぞくかわ せんぞくだいさんえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 赤渕川 千束川 千束第３堰堤工群 富士市 大淵 砂防堰堤工 10
ふじさん うるいがわ あしどりがわ あげくぼさわえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 潤井川 足取川 揚久保沢堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 10
ふじさん ゆみさわかわ いちべえさわ ゆみさわえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢 弓沢堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 3
ふじさん ゆみさわかわ くおんじ くおんじえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 久遠寺 久遠寺堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 13
ふじさん うるいがわ おおさわがわ ふじさぼうかんないさぼうしせつかいちく ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 富士砂防管内砂防施設改築 富士宮市 上井出 遊砂地工 865
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 281

合計 14 箇所 2,942

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　３／３）

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



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 1,956

１箇所 1,956合計

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 かのがわ やとざわみぎしせん いずし しゅぜんじ

砂防等事業 狩野川 谷戸沢右支川 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 20
かのがわ はんきょうじざわ いずし しゅぜんじ

狩野川 半経寺沢 伊豆市 修善寺 砂防堰堤工 5
しなはちがわ しなはちがわ いずし とい

品鉢川 品鉢川 伊豆市 土肥 砂防堰堤工 5
おきつかわ かんべえさわ しずおかし しみずく おじまちょう

興津川 勘兵衛沢 静岡市 清水区 小島町 砂防堰堤工 40
あべかわ ごうしまさわ しずおかし あおいく ごうしま

安倍川 郷島沢 静岡市 葵区 郷島 砂防堰堤工 8
せとがわ とがみさわ ふじえだし おかべちょうみわ

瀬戸川 外神沢 藤枝市 岡部町三輪 砂防堰堤工 27
せとがわ ゆやきたさわ ふじえだし おかべちょうおかべ

瀬戸川 湯谷北沢 藤枝市 岡部町岡部 砂防堰堤工 95
おおたがわ にょうろさわ しゅうちぐん もりまち にしまた

太田川 ニョウロ沢 周智郡 森町 西俣 砂防堰堤工 43
てんりゅうがわ かみかんぞざわ いわたし かみかんぞ

天竜川 上神増沢 磐田市 上神増 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ にしのひらさわ はままつし てんりゅうく にしふじだいら

天竜川 西の平沢 浜松市 天竜区 西藤平 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ どいどみなみさわ はままつし てんりゅうく やまひがし

天竜川 土井戸南沢 浜松市 天竜区 山東 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ いもほりてらさわ はままつし てんりゅうく さくまちょうあいづき

天竜川 芋堀寺沢 浜松市 天竜区 佐久間町相月 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ うなぎさわ はままつし てんりゅうく みさくぼちょうおくりょうけ

天竜川 うなぎ沢 浜松市 天竜区 水窪町奥領家 砂防堰堤工 10
みやこだがわ きがてんじんやまさわ はままつし きたく ほそえちょうきが

都田川 気賀天神山沢 浜松市 北区 細江町気賀 砂防堰堤工 7

14箇所 400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（静岡県　1/4）

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 あべかわ くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと

砂防等事業 安倍川 口坂本 静岡市 葵区 口坂本 集水井工 200

あべかわ くちさかもとNo.2 しずおかし あおいく くちさかもと

安倍川 口坂本No.2 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 30

おおたがわ かみにしのや かけがわし かみにしのや

太田川 上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 50

合計 ３箇所 280

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（静岡県　2/4）

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 かのがわ たけはらB いずし しゅぜんじ

砂防等事業 狩野川 竹原B 伊豆市 修善寺 待受擁壁工 29

かのがわ はら いずし しゅぜんじ

狩野川 原 伊豆市 修善寺 待受擁壁工 72

そのた ししはまみなみぼら ぬまづし ししはま

その他 獅子浜南洞 沼津市 獅子浜 待受擁壁工 15
おおいがわ みずかわはしむかい はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ

大井川 水川橋向 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 2

おおいがわ みずかわにし はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ

大井川 水川西 榛原郡 川根本町 水川 待受擁壁工 5

てんりゅうがわ ひらまつやぶしたB いわたし ひらまつ

天竜川 平松藪下Ｂ 磐田市 平松 待受擁壁工 67
てんりゅうがわ しもひらた はままつし てんりゅうく わたがしま

天竜川 下平田 浜松市 天竜区 渡ヶ島 待受擁壁工 1

てんりゅうがわ りょうしまやまもとA はままつし てんりゅうく りょうしま

天竜川 両島山本A 浜松市 天竜区 両島 待受擁壁工 3

8箇所 193
※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（静岡県　3/4）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 てんりゅうがわ おおたき はままつし てんりゅうく さくまちょうおおい

地すべり事業 天竜川 大滝 浜松市 天竜区 佐久間町大井 鋼管杭工 400

1箇所 400

令和３年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（静岡県　4/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 富士海岸 富士
ふ じ

市
し

、静岡市
し ず お か し

1,662
ブロック式離岸堤（静岡市）、
養浜（静岡市、富士市）等

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

、牧之原市
ま き の は ら し

1,081
有脚式離岸堤・養浜（焼津市）、
粘り強い構造の海岸堤防（吉田町、
牧之原市）等

静岡県　計 2,743

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　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



静岡県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 浜松五島海岸
は ま ま つ し

浜松市 60 養浜（浜松市）等

津波対策緊急事業 相良須々木海岸
ま き の は ら し

牧之原市 150 
堤防かさ上げ及び耐震化（牧之原
市）等

静岡県　計 210 

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

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：静岡県 （単位：千円）

川岸町・渋川地区大規模雨水処理施
設整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

901,040 450,520

高橋二・三丁目・飯田町地区下水道床
上浸水対策事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

414,000 207,000

追分二丁目地区大規模雨水処理施設
整備事業

静岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

127,920 63,960

大島地区大規模雨水処理施設整備事
業

磐田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

162,600 81,300

計 1,605,560 802,780

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）

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

太田川広域河川改修事業 5,000

広域河川改修事業（垂木川） 20,000
都田川広域河川改修事業 15,000

安良里浜川特定構造物改築事
業

1,000

大井川（高郷排水機場）特定構
造物改築事業

1,000

大津谷川（高島排水機場）特定
構造物改築事業

1,000

潤井川（潤井川水門）特定構造
物改築事業

11,000

潤井川（星山水門）特定構造物
改築事業

40,000

富士早川特定構造物改築事業 1,000

弁財天川特定構造物改築事業 1,000

湯日川特定構造物改築事業 1,000

遠州灘地区地震・高潮対策河川
事業（馬込川）

250,000

安倍川圏域総合流域防災事業
（庵原川）

25,000

菊川圏域総合流域防災事業（西
方川）

27,000

天竜川圏域総合流域防災事業
（一雲済川）

13,000

富士川圏域総合流域防災事業
（江尾江川）

10,000

狩野川圏域総合流域防災事業
（大平江川）

沼津市 26,000

大井川圏域総合流域防災事業
（大幡川）

吉田町 4,000

富士川圏域総合流域防災事業
（下堀川）

富士市 25,000

大井川・大津谷川・大代川・湯日
川洪水ハザードマップ作成

島田市 3,000

青野大師ダム　堰堤改良事業 静岡県 11,000
- 計 491,000

沼川広域河川改修事業 75,000
堀留川広域河川改修事業 180,000
青野川特定構造物改築事業 1,000

五十鈴川特定構造物改築事業 1,000

ぼう僧川特定構造物改築事業 2,000

勝間田川特定構造物改築事業 2,000

須々木川特定構造物改築事業 13,000

瀬戸川（石脇川新水門）特定構
造物改築事業

1,000

瀬戸川（石脇川水門）特定構造
物改築事業

15,000

静岡県における安全安心で魅力ある県土づくり
を目指した事前防災・減災対策の推進（防災・
安全）（緊急対策）

静岡県

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）

静岡県における安全安心で魅力ある県土づくり
を目指した浸水対策の推進（防災・安全）

静岡県



瀬戸川（梅田川水門）特定構造
物改築事業

1,000

瀬戸川（当目大橋陸閘）特定構
造物改築事業

2,000

栃山川特定構造物改築事業 2,000

大谷川放水路（大谷川水門）特
定構造物改築事業

1,000

大谷川放水路（大谷川放水路分
流堰）特定構造物改築事業

1,000

巴川（常念川水門）特定構造物
改築事業

1,000

殿田川特定構造物改築事業 1,000
萩間川特定構造物改築事業 24,000

田子江川特定構造物改築事業 1,000

沼川第２放水路特定構造物改
築事業

2,000

松原川特定構造物改築事業 20,000

八木沢大川特定構造物改築事
業

18,000

巴川（七曲川逆流防止樋門）特
定構造物改築事業

2,000

狩野川圏域総合流域防災事業
（境川）

25,000

巴川流域貯留浸透事業 24,000

巴川総合治水対策特定河川事
業

222,000

巴川（本川工区）総合治水特定
河川事業

35,000

狩野川圏域総合流域防災事業
（高橋川上流域）

沼津市 6,000

- 計 678,000

水害に備えた安心安全に暮らせる”静岡”の実
現（防災・安全）

巴川流域貯留浸透施設整備事
業

静岡市 9,000

- 計 9,000

浜松市浸水対策計画（防災・安全） 九領川広域河川改修事業 浜松市 34,000

- 計 34,000

1,212,000

静岡県における安全安心で魅力ある県土づくり
を目指した事前防災・減災対策の推進（防災・
安全）（緊急対策）

静岡県

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



静岡県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

河内諏訪沢通常砂防事業 20,000

立花寺沢通常砂防事業 15,000

八津奥沢北沢通常砂防事業 2,500

杉沢通常砂防事業 4,000

原東沢通常砂防事業 2,500

大坂沢通常砂防事業 10,000

手水ヶ谷沢通常砂防事業 2,500

鷲頭川火山砂防事業 49,500

洞川火山砂防事業 2,750

大洞川火山砂防事業 4,400

水口川火山砂防事業 7,700

俵沢上沢通常砂防事業 9,000

安居山沢右支川火山砂防事業 5,500

見高沢通常砂防事業 12,500

坊主渕川通常砂防事業 5,000

黒石南沢通常砂防事業 5,000

小坂沢川通常砂防事業 1,000

玉沢火山砂防事業 1,650

狩野川圏域緊急改築事業（砂防） 86,000

安倍川圏域緊急改築事業（砂防） 26,500

大井川圏域緊急改築事業（砂防） 26,000

天竜川圏域緊急改築事業（砂防） 5,000

天竜川圏域緊急改築事業（地すべり） 30,000

理源山急傾斜地崩壊対策事業 49,500

寺の脇急傾斜地崩壊対策事業 27,000

大久保急傾斜地崩壊対策事業 18,000

小海No.2急傾斜地崩壊対策事業 27,000

墹之上A急傾斜地崩壊対策事業 45,000

長岡左近山急傾斜地崩壊対策事業 38,000

守木山田Ｂ急傾斜地崩壊対策事業 25,175

小立野No.3急傾斜地崩壊対策事業 2,375

無東坂急傾斜地崩壊対策事業 20,250

沓谷急傾斜地崩壊対策事業 4,500

宮前町a急傾斜地崩壊対策事業 2,250

長仙ヶ谷急傾斜地崩壊対策事業 12,800

丸子井尻急傾斜地崩壊対策事業 1,350

丸子赤目ヶ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策事業 2,250

豪雨等による土砂災害に備
えた「安心・安全社会」の構
築　（防災・安全）（重点）

静岡県

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）



女池ヶ谷急傾斜地崩壊対策事業 4,500

満水急傾斜地崩壊対策事業 28,000

大谷No.2急傾斜地崩壊対策事業 475

高林花ノ木急傾斜地崩壊対策事業 18,000

660,425

原南沢通常砂防事業 500

湊北沢通常砂防事業 25,000

御神川通常砂防事業 10,000

子ノ上沢通常砂防事業 10,000

西上神沢通常砂防事業 10,000

志んど川通常砂防事業 2,500

大下沢火山砂防事業 4,400

下多賀小山沢火山砂防事業 550

稲荷沢火山砂防事業 2,200

不動様沢通常砂防事業 1,000

奥沢通常砂防事業 1,000

東久留女木地すべり対策事業 2,500

青谷地すべり対策事業 2,500

平野地すべり対策事業 9,500

西本郷急傾斜地崩壊対策事業 18,000

横田久命急傾斜地崩壊対策事業 450

向山No.2急傾斜地崩壊対策事業 9,000

水落急傾斜地崩壊対策事業 14,250

口野尾高B急傾斜地崩壊対策事業 4,500

谷田押切No.4急傾斜地崩壊対策事業 12,000

岩戸山急傾斜地崩壊対策事業 23,750

青羽根岩下B急傾斜地崩壊対策事業 14,250

市山No.4急傾斜地崩壊対策事業 2,250

行田山急傾斜地崩壊対策事業 18,000

新田No.2急傾斜地崩壊対策事業 2,375

間門峯山急傾斜地崩壊対策事業 22,500

南松野水口上急傾斜地崩壊対策事業 9,500

羽鮒南田急傾斜地崩壊対策事業 2,250

四方沢急傾斜地崩壊対策事業 14,000

横砂大平山急傾斜地崩壊対策事業 22,500

伊佐布坂井沢急傾斜地崩壊対策事業 6,750

関の沢Ｎｏ．２急傾斜地崩壊対策事業 450

長沼五郎松急傾斜地崩壊対策事業 22,500

坂本急傾斜地崩壊対策事業 24,750

奥ノ谷急傾斜地崩壊対策事業 450

井宮町a急傾斜地崩壊対策事業 2,700

手越公園横急傾斜地崩壊対策事業 400

大沢寺急傾斜地崩壊対策事業 9,000

豪雨等による土砂災害に備
えた「安心・安全社会」の構
築　（防災・安全）（重点）

静岡県

豪雨等による土砂災害に備
えた「安心・安全社会」の構
築　（防災・安全）

静岡県

小計



牛ヶ谷B急傾斜地崩壊対策事業 450

身成川口急傾斜地崩壊対策事業 5,700

大日堂急傾斜地崩壊対策事業 8,000

出本急傾斜地崩壊対策事業 9,000

抜里山海戸急傾斜地崩壊対策事業 2,375

大久保安井谷急傾斜地崩壊対策事業 4,800

火山噴火緊急減災対策事業（伊豆東部火山群） 1,000

安倍川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 62,651

効果促進事業 1,000

効果促進事業

磐田市、掛川
市、菊川市、森
町、東伊豆町、
島田市、伊豆市

9,549

狩野川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 3,000

富士川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 3,000

安倍川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 29,000

大井川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 1,000

天竜川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 1,000

479,750

1,140,175

※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

静岡県

豪雨等による土砂災害に備
えた「安心・安全社会」の構
築　（防災・安全）

静岡県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

静岡県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

沼津牛臥海岸高潮対策事業 静岡県 75,000
相良海岸高潮対策事業 静岡県 15,000
静岡海岸高潮対策事業 静岡県 127,500

相良海岸津波・高潮危機管理対
策緊急事業

静岡県 11,500

遠州灘沿岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

静岡県 5,000

- 計 234,000
清水西海岸高潮対策事業 静岡県 184,000
竜洋海岸侵食対策事業 静岡県 45,000
浜松篠原海岸侵食対策事業 静岡県 25,000

- 計 254,000

488,000

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）

静岡県における地震・津波から命を守る海岸づ
くりの推進（防災・安全）緊急対策

静岡県における安全で潤いと憩いのある海岸
づくりの推進（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



防災・安全交付金（下水道事業）

静岡県 （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 静岡県 371,102
- 計 371,102

下水道施設の整備 静岡県 147,000
- 計 147,000

下水道施設の整備 静岡市 1,167,700
- 計 1,167,700

下水道施設の整備 静岡市 336,630
- 計 336,630

下水道施設の整備 浜松市 801,967
- 計 801,967

下水道施設の整備 浜松市 128,007
- 計 128,007

下水道施設の整備 沼津市 213,133
- 計 213,133

下水道施設の整備 熱海市 113,120
- 計 113,120

下水道施設の整備 三島市 54,400
- 計 54,400

下水道施設の整備 富士宮市 70,000
- 計 70,000

下水道施設の整備 富士宮市 24,085
- 計 24,085

下水道施設の整備 伊東市 76,568
- 計 76,568

下水道施設の整備 富士市 49,955
- 計 49,955

下水道施設の整備 富士市 31,500
- 計 31,500

下水道施設の整備 磐田市 45,500
- 計 45,500

下水道施設の整備 磐田市 29,000

- 計 29,000

下水道施設の整備 磐田市 21,000
- 計 21,000

下水道施設の整備 焼津市 8,720
- 計 8,720

下水道施設の整備 掛川市 37,650
- 計 37,650

下水道施設の整備 藤枝市 199,500
- 計 199,500

下水道施設の整備 御殿場市 71,400
- 計 71,400

下水道施設の整備 袋井市 81,500
- 計 81,500

下水道施設の整備 袋井市 64,500
- 計 64,500

下水道施設の整備 下田市 81,000
- 計 81,000

下水道施設の整備 裾野市 14,100
- 計 14,100

浜松市における下水道施設の再構築、防災・
安全対策の推進（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）

静岡県における流域下水道による汚水処理の
推進（防災・安全）　第３期

静岡県における流域下水道による汚水処理の
推進（防災・安全）　第３期（重点計画）

命と暮らしをささえる下水道（防災・安全）（第２
期）

静岡市の雨水・地震対策（防災・安全）（重点計
画）（第２期）

環境にやさしいまちづくりのための下水道（防
災・安全）

浜松市における下水道施設の「ツナグ」防災安
全重点プラン（防災・安全）（重点計画）

沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支
援事業（防災・安全）

安心・安全なまちづくり、下水道施設の耐震・長
寿命対策その２（防災・安全）

安全・安心に暮らせるまちづくり（防災・安全）第
３期

公共下水道の浸水対策重点計画（防災・安全）

公共下水道の防災対策（防災・安全）

下水道の防災・安全対策整備事業（防災・安
全）

富士市下水道施設の再構築・耐震化計画（防
災・安全）

富士市における安全・安心な雨水整備計画の
推進　重点計画（防災・安全）

環境にやさしいまちづくりのための下水道重点
計画（防災・安全）

安全・安心なまちづくりー市街地の浸水常襲地
区における浸水対策の推進ー重点計画（防災・
安全）

焼津市公共下水道整備事業（防災・安全）

掛川市における下水道施設の防災・安全対策
事業の推進（防災・安全）

災害対策みんなで安心、公共下水道の防災整
備（防災・安全）

富士の麓の高原都市にふさわしい水環境保全
（防災・安全）

下水道の防災・減災対策重点計画（防災・安
全）

下水道の防災・減災対策（防災・安全）

下田市における下水道施設の地震及び長寿命
化対策（防災・安全）

裾野市公共下水道ストックマネジメント改築事
業(防災・安全)



防災・安全交付金（下水道事業）

静岡県 （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 湖西市 48,750
- 計 48,750

下水道施設の整備 伊豆市 38,900
- 計 38,900

下水道施設の整備 伊豆市 2,640
- 計 2,640

下水道施設の整備 御前崎市 24,377
- 計 24,377

下水道施設の整備 菊川市 21,578
- 計 21,578

下水道施設の整備 伊豆の国市 69,500
- 計 69,500

下水道施設の整備 函南町 22,500
- 計 22,500

下水道施設の整備 清水町 45,000
- 計 45,000

下水道施設の整備 長泉町 4,600
- 計 4,600

下水道施設の整備 吉田町 40,750
- 計 40,750

下水道施設の整備 吉田町 39,250

- 計 39,250

4,596,882

御前崎市公共下水道の地震対策・長寿命化事
業（防災・安全）

快適な住まい環境のまちづくり（防災・安全）

伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・安全）
（第2期）重点計画

伊豆市下水道施設防災対策事業（防災・安全）
（第2期）

公共下水道による良好な水環境の実現（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

菊川市における下水道施設の防災・安全対策
事業（防災・安全）

安全で安心して暮らせるまちづくり（防災・安
全）

函南町公共下水道総合地震対策・長寿命化第
2期事業（防災・安全）

清水町公共下水道長寿命化事業（防災・安全）

長泉町下水道耐震化計画（防災・安全）

下水道施設総合地震対策計画重点計画（防
災・安全）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

静岡県 （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 静岡県 17,500
- 計 17,500

下水道施設の整備 浜松市 719,067
- 計 719,067

下水道施設の整備 浜松市 214,775
- 計 214,775

下水道施設の整備 沼津市 561,000
- 計 561,000

下水道施設の整備 熱海市 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 三島市 101,083
- 計 101,083

下水道施設の整備 富士宮市 108,250
- 計 108,250

下水道施設の整備 富士宮市 62,944
- 計 62,944

下水道施設の整備 伊東市 72,950
- 計 72,950

下水道施設の整備 島田市 120,000
- 計 120,000

下水道施設の整備 富士市 394,200
- 計 394,200

下水道施設の整備 磐田市 225,000
- 計 225,000

下水道施設の整備 掛川市 307,000
- 計 307,000

下水道施設の整備 藤枝市 77,000
- 計 77,000

下水道施設の整備 御殿場市 54,000
- 計 54,000

下水道施設の整備 袋井市 294,700
- 計 294,700

下水道施設の整備 袋井市 158,150
- 計 158,150

下水道施設の整備 袋井市 57,200
- 計 57,200

下水道施設の整備 下田市 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 湖西市 112,000
- 計 112,000

下水道施設の整備 伊豆市 24,100
- 計 24,100

下水道施設の整備 菊川市 78,422
- 計 78,422

下水道施設の整備 伊豆の国市 292,750
- 計 292,750

下水道施設の整備 南伊豆町 3,500
- 計 3,500

下水道施設の整備 函南町 100,000
- 計 100,000

下水道施設の整備 清水町 200,000
- 計 200,000

良好な水循環をめざすまち重点計画

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）

静岡県における流域下水道による汚水処理の
推進　第３期

浜松市における循環のみちの実現

浜松市における総合的な汚水処理の推進 （重
点計画）

沼津市公共下水道整備事業重点計画

人にやさしい快適なまちづくり重点計画

せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島
重点計画

公共下水道の普及重点計画

公共下水道の普及

快適な水環境実現のための重点計画

島田市公共下水道整備事業重点計画

官民連携事業による下水道未普及解消　重点
計画

環境にやさしいまちづくりのための下水道重点
計画

美しい水環境を取り戻す水質浄化の推進　重
点計画

快適な生活環境と安全・安心な水環境を守る
公共下水道の整備

富士の麓の高原都市にふさわしい水環境保全
重点計画

公共用水域の水質保全重点計画（処理場）

公共用水域の水質保全重点計画

公共用水域の水質保全

下田市における汚水処理整備の推進重点計
画

快適な住まい環境のまちづくり重点計画

伊豆市の良好な生活環境の確保（第２期）重
点計画

菊川市における循環のみちの実現　重点計画

南伊豆町公共下水道事業

快適に安心して暮らせる環境づくり重点計画
（函南町公共下水道第３期整備）

清水町公共下水道整備事業重点計画



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

静岡県 （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 長泉町 50,000
- 計 50,000

下水道施設の整備 小山町 33,500
- 計 33,500

下水道施設の整備 吉田町 95,000
- 計 95,000

下水道施設の整備 森町 172,588
- 計 172,588

4,730,179

森町における清流・太田川との共生計画（第３
期）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

長泉町下水道整備重点計画

小山町公共下水道整備事業

下水道による快適、安心なまちづくり重点計画


