
愛 知 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

豊川 豊川 一般河川改修事業 423　 豊橋市
と よ は し し

矢作川 矢作川 一般河川改修事業 1,324　 岡崎市
お か ざ き し

、豊田市
と よ た し

庄内川 庄内川 一般河川改修事業 1,327　
≪愛知県

あ い ち けん

≫名古屋市
な ご や し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫多治見市
た じ み し

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 2,399　

≪愛知県
あ い ち けん

≫愛西市
あ い さ い し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫海津市
か い づ し

≪三重県
み え け ん

≫木曽岬町
き そ さ き ち ょ う

、桑名市
く わ な し

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 2,997　

≪愛知県
あ い ち けん

≫一宮市
いちのみやし

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫揖斐川町
い び が わ ち ょう

、岐阜
ぎ ふ

市
し

、羽島市
は し ま し

、瑞穂市
み づ ほ し

、

          美濃市
み の し

、養老
よ う ろ う

町
ちょう

庄内川 庄内川 特定構造物改築事業 230　 清須市
き よ す し

、名古屋市
な ご や し

庄内川 庄内川 河川都市基盤整備事業 190　 名古屋市
な ご や し

豊川 豊川 河川工作物関連応急対策事業 8　 豊川市
とよかわし

、新城市
しんしろし

矢作川 矢作川 河川工作物関連応急対策事業 2　 豊田市
とよたし

豊川 総合水系環境整備事業 89　 豊橋市
と よ は しし

、豊川市
と よか わし

矢作川 総合水系環境整備事業 65　 西尾市
に し お し

、碧南市
へ きなんし

木曾川 総合水系環境整備事業 415　

≪愛知県≫一宮市
いちのみやし

、愛西市
あいさ いし

≪岐阜県≫岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

、海津市
か い づ し

、大垣市
おおが きし

、安八町
あんぱちちょう

≪三重県≫桑名市
く わ な 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。

あいちけん

ぎふけん

みえけん



令和３年度当初予算　河川事業（補助・愛知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

庄内川 八田川、地蔵川 床上浸水対策特別緊急事業 1,842　 名古屋市
な ご や し

、春日井市
か す が い し

庄内川 堀川 事業間連携河川事業 2,100　 名古屋市
な ご や し

大田川 大田川 事業間連携河川事業 106　 東海市
と う か い し

矢作川 広田川 大規模特定河川事業 392　 幸田町
こうたちょう

矢作川 砂川 大規模特定河川事業 50　 岡崎市
お か ざ き し

柳生川 柳生川 大規模特定河川事業 2,120　 豊橋市
と よ は し し

日光川
野府川

（日光川２号放水路）
大規模特定河川事業 440　 一宮市

いちのみやし

日光川 蟹江川 大規模更新河川事業 262　 蟹江町
かにえちょう



愛知県

　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

矢作川矢作ダム再生 310 331

多目的ダム建設事業 豊川設楽ダム 14,942 15,669

堰堤改良事業 矢作川矢作ダム 795 848



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 しょうないがわ みずのがわだいじゅうにしせん せとし しらいわちょう

砂防等事業 庄内川 水野川第12支川 瀬戸市 白岩町 堰堤改良工 40
やはぎがわ おとかわだいななしせん おかざきし かたよせちょう

矢作川 男川第7支川 岡崎市 片寄町 砂防堰堤工 49
やはぎがわ りゅうせんじかわだいろくしせん おかざきし くわがいちょう

矢作川 竜泉寺川第6支川 岡崎市 桑谷町 砂防堰堤工 5
やはぎがわ りゅうせんじかわだいいちしせん おかざきし くわがいちょう

矢作川 竜泉寺川第1支川 岡崎市 桑谷町 砂防堰堤工 36
やはぎがわ やまつなかわだいろくしせん おかざきし ふじかわちょう

矢作川 山綱川第6支川 岡崎市 藤川町 砂防堰堤工 59
やざきかわ しんでんぼらだいいち にしおし きらちょう

矢崎川 新田洞第１ 西尾市 吉良町 砂防堰堤工 9
やはぎがわ やなのさわ おかざきし ちはらざわちょう

矢作川 梁野沢 岡崎市 茅原沢町 砂防堰堤工 15
やはぎがわ こまやまがわ とよたし うしじちょう

矢作川 駒山川 豊田市 牛地町 砂防堰堤工 50
やはぎがわ いどかわさわ とよたし おたぎちょう

矢作川 井戸川沢 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 48
やはぎがわ おたぎかわだいろくしせん とよたし おたぎちょう

矢作川 小田木川第6支川 豊田市 小田木町 砂防堰堤工 56
やはぎがわ ちからいしがわだいななしせん とよたし なかがねちょう

矢作川 力石川第7支川 豊田市 中金町 砂防堰堤工 40
やはぎがわ やはぎがわだいななじゅうきゅうしせん とよたし やなだいらちょう

矢作川 矢作川第79支川 豊田市 簗平町 砂防堰堤工 43
やはぎがわ まつくぼざわ とよたし にしいちののちょう

矢作川 松久保沢 豊田市 西市野々町 砂防堰堤工 50
やはぎがわ いいのがわだいじゅうさんしせん とよたし ほくそぎちょう

矢作川 飯野川第13支川 豊田市 北曽木町 砂防堰堤工 25
てんりゅうがわ なかむらさわ きたしたらぐん とよねむら さかうば

天竜川 中村沢 北設楽郡 豊根村 坂宇場 砂防堰堤工 67

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（愛知県　1/3）

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 てんりゅうがわ ひらのがわ きたしたらぐん とうえいちょう おおあざつき

砂防等事業 天竜川 平野川 北設楽郡 東栄町 大字月 砂防堰堤工 5
てんりゅうがわ どうのさわ きたしたらぐん とうえいちょう おおあざしもだ

天竜川 洞ノ沢 北設楽郡 東栄町 大字下田 砂防堰堤工 10
とよかわ まだてがわだいじゅうにしせん しんしろし ほそかわ

豊川 真立川第12支川 新城市 細川 渓流保全工 3
とよかわ ひがしはやしさわ しんしろし とくさだ

豊川 東林沢 新城市 徳定 砂防堰堤工 30
とよかわ のりこうじさわ とよはしし うしかわちょう

豊川 乗小路沢 豊橋市 牛川町 砂防堰堤工 42
みとがわ みとがわだいよんしせん とよかわし みとちょう

御津川 御津川第4支川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 40
みとがわ みとがわだいじゅういちしせん とよかわし みとちょう

御津川 御津川第11支川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 50
みとがわ かねのがわ とよかわし みとちょう

御津川 金野川 豊川市 御津町 砂防堰堤工 20
おとわがわ やまざきさわ とよかわし ながさわちょう

音羽川 山崎沢 豊川市 長沢町 砂防堰堤工 50

24箇所 842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（愛知県　2/3）

事業区分 水系名 渓流名 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 なかむらくいき おかざきし ほっきゅうちょう

砂防等事業 中村区域 岡崎市 保久町 法枠工 33
とよのさわくいき おかざきし かたよせちょう

豊ノ沢区域 岡崎市 片寄町 待受擁壁工 31
ませぐちくいき とよたし なかぎりちょう

棚口区域 豊田市 中切町 待受擁壁工 28
なるせくいき とよたし あすけちょう

成瀬区域 豊田市 足助町 待受擁壁工 19
なぎしたくいき とよたし にしはぎのひらちょう

名木下区域 豊田市 西萩平町 待受擁壁工 19
ひらくいき とよたし ふじさわちょう

平区域 豊田市 藤沢町 法枠工 32
ひさわくいき とよたし みつくりちょう

日沢区域 豊田市 御作町 待受擁壁工 32

７箇所 194
※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（愛知県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



愛知県 （単位：百万円）

大規模海岸保全施設改良事業 常滑海岸
と こ な め し

常滑市 240 樋門の改築（常滑市）等

愛知県　計 240 

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：愛知県 （単位：千円）

中川運河上流地区下水道床上浸水対
策事業

名古屋市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

7,000,000 3,500,000

六名地区下水道床上浸水対策事業 岡崎市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

396,194 198,097

八帖地区ほか大規模雨水処理施設整
備事業

岡崎市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

252,700 126,350

生棚川排水区大規模雨水処理施設整
備事業

春日井市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

176,400 88,200

中部・梅坪排水区大規模雨水処理施
設整備事業

豊田市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

308,300 154,150

元浜ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

東海市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

349,500 174,750

東大浜排水区大規模雨水処理施設整
備事業

田原市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

134,300 67,150

計 8,617,394 4,308,697

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）

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

新郷瀬川広域河川改修事業 7,500

鹿乗川流域治水対策河川事業 14,500

日光川流域治水対策河川事業 10,000

領内川流域治水対策河川事業 5,000

庄内川・木曽川圏域総合流域防
災事業（須賀川）

5,000

洪水ハザードマップ事業 豊明市、半田市 8,000
- 計 50,000

伊勢湾地区　地震・高潮対策河
川事業（津波高潮耐震）（新川）

5,000

伊勢湾地区　地震・高潮対策河
川事業（津波高潮耐震）

22,500

新川総合治水対策特定河川事
業（大山川）

5,000

新川総合治水対策特定河川事
業（青木川放水路）

73,000

新川総合治水対策特定河川事
業（青木川）

5,000

鍋田川特定構造物改築事業 500
中江川特定構造物改築事業 20,000
日光川特定構造物改築事業 30,000
筏川特定構造物改築事業 5,000
流れ川特定構造物改築事業 10,000
発杭川特定構造物改築事業 5,000
新川流域流域貯留浸透事業 小牧市 12,000
雨山川堰堤改良事業 愛知県 3,000

- 計 196,000

庄内川・木曽川圏域総合流域防
災事業

名古屋市、豊山町 7,000

- 計 7,000
堀川流域治水対策河川事業 16,000
戸田川特定構造物改築事業 50,000
ハザードマップ作成 9,000

- 計 75,000
山崎川広域河川改修事業 74,000
戸田川広域河川改修事業 60,000
野添川広域河川改修事業 3,000
扇川広域河川改修事業 5,000
ハザードマップ作成 6,000

- 計 148,000

476,000

※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）

ものづくり愛知県における安全・安心な生活基
盤の確保（防災・安全）

愛知県

ものづくり愛知県における安全・安心な生活基
盤の確保（防災・安全）緊急対策

愛知県

名古屋市北部・豊山町南部における浸水対策
の推進（防災・安全）

名古屋市における河川改修事業による局所的
豪雨浸水対策及び河川管理施設長寿命化の
推進（防災・安全）緊急対策

名古屋市

名古屋市における河川改修事業等による浸水
対策の推進（防災・安全）

名古屋市

合計



社会資本整備総合交付金（河川事業）

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

庄内川水系統合河川環境整備
事業

愛知県 12,000

- 計 12,000

日光川水系蟹江川統合河川環
境整備事業

愛知県 30,000

- 計 30,000

42,000

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）

愛知県における良好な河川環境の保全・復元並びに創
出の推進（通常）

愛知県における良好な河川環境の保全・復元並びに創
出の推進（重点）

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



愛知県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

橋爪山沢通常砂防事業 2,500

大坪２の沢通常砂防事業 10,000

惣作沢通常砂防事業 5,000

男川第35支川通常砂防事業 10,000

清水沢通常砂防事業 7,500

白山川第１支川通常砂防事業 15,000

おせん川通常砂防事業 5,000

堂根沢通常砂防事業 19,100

大草沢通常砂防事業 2,500

白山川第２支川通常砂防事業 10,000

雲雀田川第２支川通常砂防事業 5,000

藪下沢通常砂防事業 5,000

大木本沢通常砂防事業 5,000

鎌沢通常砂防事業 2,500

和手貝津沢通常砂防事業 2,500

大千瀬川第6支川通常砂防事業 2,500

大沢沢通常砂防事業 12,500

天神川第2支川通常砂防事業 7,500

庄内川・木曽川圏域緊急改築事業（砂防等） 78,150

矢作川圏域緊急改築事業（砂防等） 55,000

豊川・天竜川圏域緊急改築事業（砂防等） 37,500

長寿命化計画策定 41,000

山海向山区域急傾斜地崩壊対策事業 2,250

舟山区域急傾斜地崩壊対策事業 13,500

天神区域急傾斜地崩壊対策事業 10,400

伊賀町６丁目区域急傾斜地崩壊対策事業 4,500

山梨区域急傾斜地崩壊対策事業 4,750

杉長入区域急傾斜地崩壊対策事業 6,300

宮下区域急傾斜地崩壊対策事業 22,500

老平区域急傾斜地崩壊対策事業 27,000

坂場区域急傾斜地崩壊対策事業 31,500

新井区域急傾斜地崩壊対策事業 16,200

便福区域急傾斜地崩壊対策事業 9,500

作手高松柿平区域急傾斜地崩壊対策事業 4,750

浦山区域急傾斜地崩壊対策事業 4,750

諏訪下区域急傾斜地崩壊対策事業 4,050

開戸区域急傾斜地崩壊対策事業 10,350

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）（重点）

愛知県

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）



庄内川・木曽川圏域緊急改築事業（急傾斜） 19,350

矢作川圏域緊急改築事業（急傾斜） 64,500

豊川・天竜川圏域緊急改築事業（急傾斜） 49,500

646,400

庄内川第９支川通常砂防事業 2,500

小洞沢通常砂防事業 23,250

倉曽洞沢通常砂防事業 5,900

西の平井西沢通常砂防事業 35,000

西の平井東沢通常砂防事業 2,500

百々川第１支川通常砂防事業 2,500

池上川通常砂防事業 5,500

竹下二の沢通常砂防事業 21,500

前田沢通常砂防事業 2,500

平古沢通常砂防事業 7,500

巴川第２８支川通常砂防事業 13,000

巴川第３０支川通常砂防事業 3,000

西口沢通常砂防事業 12,500

狭石沢通常砂防事業 15,000

巴川第３３支川通常砂防事業 5,000

則定川第１支川通常砂防事業 5,000

キタノ入沢通常砂防事業 5,000

井ノ平洞通常砂防事業 10,000

横畑沢通常砂防事業 20,000

当貝津川第13支川通常砂防事業 10,000

通常砂防事業岡田洞沢 2,500

宮川第６支川通常砂防事業 500

上六沢通常砂防事業 2,500

市場沢通常砂防事業 4,000

羽石沢通常砂防事業 5,000

山中沢第2支川通常砂防事業 7,500

神谷沢通常砂防事業 20,000

矢作川圏域総合流域防災事業（土砂・洪水氾濫対
策）

6,000

豊川・天竜川圏域総合流域防災事業（土砂・洪水氾
濫対策）

1,000

庄内川・木曽川圏域、矢作川圏域、豊川・天竜川圏
域総合流域防災事業（情報基盤）

12,500

警戒避難体制整備（効果促進） 5,000

庄内川・木曽川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 60,000

矢作川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 70,000

豊川・天竜川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 70,000

豊浜区域地すべり対策事業 40,750

落合町区域急傾斜地崩壊対策事業 4,500

下町区域急傾斜地崩壊対策事業 34,650

御殿屋敷区域急傾斜地崩壊対策事業 25,200

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）（重点）

愛知県

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）

愛知県

小計



常福寺洞区域急傾斜地崩壊対策事業 4,000

中柴区域急傾斜地崩壊対策事業 36,000

坊田区域急傾斜地崩壊対策事業 900

北洞区域急傾斜地崩壊対策事業 6,750

岩倉区域急傾斜地崩壊対策事業 10,000

日面（Ⅲ）区域急傾斜地崩壊対策事業 16,000

上冷田区域急傾斜地崩壊対策事業 9,000

西樫尾区域急傾斜地崩壊対策事業 12,000

広畑区域急傾斜地崩壊対策事業 20,000

坂上日面区域急傾斜地崩壊対策事業 8,000

小守岩区域急傾斜地崩壊対策事業 23,750

登り区域急傾斜地崩壊対策事業 6,750

大見町6丁目区域急傾斜地崩壊対策事業 8,000

山ノ上田区域急傾斜地崩壊対策事業 24,750

田口区域急傾斜地崩壊対策事業 2,250

766,900

1,413,300

※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

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）

愛知県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

愛知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

一色海岸　海岸耐震対策緊急
事業

愛知県 25,000

西尾海岸　海岸耐震対策緊急
事業

愛知県 150,000

東浦海岸　海岸耐震対策緊急
事業

愛知県 50,000

豊橋杉山海岸 海岸耐震対策緊
急事業

愛知県 50,000

田原海岸　津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛知県 50,000

- 計 325,000

渥美海岸　津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛知県 211,500

美浜海岸　津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛知県 42,200

田原海岸　津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛知県 19,000

幡豆海岸　津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛知県 10,000

蒲郡海岸　海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

愛知県 5,000

南知多海岸　海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

愛知県 5,000

高浜海岸　海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

愛知県 46,000

師崎海岸　海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

愛知県 19,800

一色海岸　海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

愛知県 11,000

田原豊橋海岸　侵食対策事業 愛知県 11,500
侵食モニタリング 愛知県 3,000

- 計 384,000

709,000

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）

ものづくり愛知県における安全・安心な生活基
盤の確保（防災・安全）緊急対策

ものづくり愛知県における安全・安心な生活基
盤の確保（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）

愛知県 （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 愛知県 1,566,838
- 計 1,566,838

下水道施設の整備 愛知県 640,125
- 計 640,125

下水道施設の整備 名古屋市 2,596,550
- 計 2,596,550

下水道施設の整備 名古屋市 1,621,912
- 計 1,621,912

下水道施設の整備 豊橋市 893,190
- 計 893,190

下水道施設の整備 豊橋市 137,600
- 計 137,600

下水道施設の整備 岡崎市 396,303
- 計 396,303

下水道施設の整備 岡崎市 18,000
- 計 18,000

下水道施設の整備 一宮市 112,900
- 計 112,900

下水道施設の整備 一宮市 34,770
- 計 34,770

下水道施設の整備 瀬戸市 58,730
- 計 58,730

下水道施設の整備 半田市 50,120
- 計 50,120

下水道施設の整備 半田市 4,520
- 計 4,520

下水道施設の整備 春日井市 1,021,792
- 計 1,021,792

下水道施設の整備 春日井市 164,992
- 計 164,992

下水道施設の整備 豊川市 206,504
- 計 206,504

下水道施設の整備 津島市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 碧南市 67,500
- 計 67,500

下水道施設の整備 碧南市 32,860
- 計 32,860

下水道施設の整備 刈谷市 7,390
- 計 7,390

下水道施設の整備 豊田市 124,400
- 計 124,400

下水道施設の整備 豊田市 28,900
- 計 28,900

下水道施設の整備 安城市 21,150
- 計 21,150

下水道施設の整備 安城市 16,850
- 計 16,850

下水道施設の整備 西尾市 73,000
- 計 73,000

下水道施設の整備 蒲郡市 110,364
- 計 110,364

瀬戸市における公共下水道の防災・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）

快適な水環境を創造する流域下水道の整備
（防災・安全）

安心・安全なまちづくりを支える流域下水道の
整備（防災・安全）（重点計画）

名古屋市における地域強靱化計画（防災・安
全）（重点計画）

名古屋市下水道整備計画（防災・安全）

安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備
の推進（防災・安全）

安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備
の推進（防災・安全）（重点計画）

おかざき下水道強靭化計画（防災・安全）（重点
計画）

おかざき下水道施設改築計画（防災・安全）

一宮市における災害に備える下水道整備（防
災・安全）（重点計画）

一宮市における持続可能な下水道の整備（防
災・安全）

災害に強い安全で安心な生活基盤の確保（重
点計画）

半田市における下水道施設の防災・安全対策
の推進（防災・安全）（重点計画）

半田市における下水道施設の防災・安全対策
の推進（防災・安全）

公共下水道の防災・安全対策の推進（防災・安
全）（重点計画）

公共下水道の防災・安全対策の推進（防災・安
全）

光・緑・人　輝くとよかわ（防災・減災対策による
強靭なまちづくり）（防災・安全）

津島市における下水道施設の防災安全対策
(防災・安全)

碧南市における浸水・地震対策の推進（防災・
安全）（重点計画）

碧南市における安全・安心な下水道整備の推
進（防災・安全）

安全・安心のまち　刈谷の下水道（防災・安全）

計画的な施設の改築更新による安全・安心な
サービスの提供（防災・安全）

計画的な施設の改築更新による安全・安心な
サービスの提供（防災・安全）（重点計画）

災害に強い安全で安心な生活基盤の確保

西尾市における下水道の安全対策の推進計画
（防災・安全）

蒲郡市における水の防災・安全基盤整備計画
（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

愛知県 （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 犬山市 31,500
- 計 31,500

下水道施設の整備 犬山市 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 犬山市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 常滑市 27,000
- 計 27,000

下水道施設の整備 江南市 30,100
- 計 30,100

下水道施設の整備 小牧市 57,200
- 計 57,200

下水道施設の整備 小牧市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 稲沢市 43,000
- 計 43,000

下水道施設の整備 稲沢市 3,500
- 計 3,500

下水道施設の整備 東海市 207,660
- 計 207,660

下水道施設の整備 東海市 131,979
- 計 131,979

下水道施設の整備 大府市 82,100
- 計 82,100

下水道施設の整備 知多市 654,360
- 計 654,360

下水道施設の整備 知多市 14,000
- 計 14,000

下水道施設の整備 知立市 48,000
- 計 48,000

下水道施設の整備 尾張旭市 288,230
- 計 288,230

下水道施設の整備 尾張旭市 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 高浜市 14,500
- 計 14,500

下水道施設の整備 日進市 27,260
- 計 27,260

下水道施設の整備 田原市 8,246
- 計 8,246

下水道施設の整備 田原市 4,125
- 計 4,125

下水道施設の整備 清須市 369,500
- 計 369,500

下水道施設の整備 清須市 36,341
- 計 36,341

下水道施設の整備 みよし市 6,500
- 計 6,500

下水道施設の整備 あま市 3,700
- 計 3,700

下水道施設の整備 大口町 10,000
- 計 10,000

稲沢市における公共下水道の防災・安全対策
の推進（防災・安全）（重点計画）

五ヶ村地区における浸水対策の推進（防災・安
全）（重点計画）

犬山市における下水道環境整備の推進（防災・
安全）

犬山市における下水道防災・安全対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

常滑市における下水道施設の更新化（防災・安
全）（重点計画）

江南市における浸水被害に備える下水道整備
（防災・安全）（重点計画）

小牧市における良好な水環境の形成と浸水対
策による被害の軽減（防災・安全）（重点計画）

小牧市における良好な水環境の形成と浸水対
策による被害の軽減（防災・安全）

稲沢市における公共下水道の防災・安全対策
の推進（防災・安全）

安心・安全な公共下水道事業計画の推進（防
災・安全）

東海市における防災・安全推進計画（防災・安
全）（重点計画）

東海市における防災・安全推進計画（防災・安
全）

大府市における災害に強い安全・安心なまちづ
くり（防災・安全）（重点計画）

知多市における下水道施設の安全・安心対策
（防災・安全）

知多市における浸水対策の推進（防災・安全）
（重点計画）

知立市における災害に強い安全で安心な生活
基盤の確保

計画的な下水道施設の改築更新による防災・
安全対策の推進

災害に強いまちづくりの推進（防災・安全）（重
点計画）

高浜市における浸水対策の推進　（重点計画）

安心・安全な日進市公共下水道事業（防災・安
全）

安心・安全な公共下水道事業計画の推進(防
災・安全)(重点計画)

安全で安心な下水道雨水整備計画(防災・安
全)(重点計画)

安全で安心な下水道雨水整備計画(防災・安
全)

みよし市における安全・安心なサービスの提供
(防災・安全)

安全が確保され、安心で快適に暮らせるまちづ
くり（防災・安全）（重点計画）

大口町における下水道安全対策の推進（防災・
安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

愛知県 （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 阿久比町 1,800
- 計 1,800

下水道施設の整備 東浦町 28,550
- 計 28,550

下水道施設の整備 東栄町 4,000

- 計 4,000

12,212,411

東浦町における浸水対策の推進（防災・安全）

東栄町における安心・安全な生活基盤確保の
整備計画（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

阿久比町における下水道施設の改築更新計画
（防災・安全）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

愛知県 （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 愛知県 4,196,119
- 計 4,196,119

下水道施設の整備 名古屋市 1,047,650
- 計 1,047,650

下水道施設の整備 豊橋市 1,188,100
- 計 1,188,100

下水道施設の整備 岡崎市 191,550
- 計 191,550

下水道施設の整備 一宮市 322,520
- 計 322,520

下水道施設の整備 瀬戸市 231,445
- 計 231,445

下水道施設の整備 瀬戸市 3,000
- 計 3,000

下水道施設の整備 半田市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 半田市 1,500
- 計 1,500

下水道施設の整備 春日井市 94,991
- 計 94,991

下水道施設の整備 豊川市 279,410
- 計 279,410

下水道施設の整備 津島市 40,000
- 計 40,000

下水道施設の整備 碧南市 489,000
- 計 489,000

下水道施設の整備 刈谷市 32,700
- 計 32,700

下水道施設の整備 豊田市 700,000
- 計 700,000

下水道施設の整備 安城市 385,500
- 計 385,500

下水道施設の整備 西尾市 429,900
- 計 429,900

下水道施設の整備 蒲郡市 359,000
- 計 359,000

下水道施設の整備 犬山市 143,000
- 計 143,000

下水道施設の整備 常滑市 319,850
- 計 319,850

下水道施設の整備 江南市 116,100
- 計 116,100

下水道施設の整備 江南市 5,900
- 計 5,900

下水道施設の整備 小牧市 101,500
- 計 101,500

下水道施設の整備 稲沢市 285,500
- 計 285,500

下水道施設の整備 新城市 125,000
- 計 125,000

下水道施設の整備 新城市 2,000
- 計 2,000

一宮市における下水道普及の推進（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）

快適な水環境を創造する流域下水道の整備
（重点計画）

名古屋市下水道整備計画

総合的な下水道整備の推進（重点計画）

おかざき下水道普及計画

西尾市における下水道の普及促進（重点計
画）

下水道がある快適まちの実現（重点計画）

下水道がある快適なまちの実現

半田市における下水道整備による安心安全で
快適なくらしの実現（重点計画）

半田市における下水道整備による安心安全で
快適なくらしの実現

総合的な公共下水道の推進（重点計画）

光・緑・人　輝くとよかわ（都市基盤の充実とに
ぎわい創出による持続可能なまちづくり）

生活環境の改善と公共用水域の水質保全（重
点計画）

碧南市における公共下水道の普及促進（重点
計画）

潤いと安心のまち　刈谷の下水道

良好な水環境の再生・保全と安全・安心なサー
ビスの提供（重点計画）

豊かな水とともに生きる未来へ向けた下水道
整備（重点計画）

蒲郡市における下水道普及の促進（重点計
画）

犬山市における下水道普及の推進（重点計
画）

常滑市における下水道普及の推進（重点計
画）

江南市における下水道事業による汚水処理計
画（重点計画）

下水道整備と浸水対策の官民一体となった総
合的な整備（第３期）

小牧市における良好な水環境の形成（重点計
画）

稲沢市における汚水処理普及促進の実現（重
点計画）

新城市における下水道未普及解消の推進（重
点計画）

ストックマネジメント計画に基づく管渠点検



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

愛知県 （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 東海市 377,945
- 計 377,945

下水道施設の整備 大府市 18,000
- 計 18,000

下水道施設の整備 知多市 32,780
- 計 32,780

下水道施設の整備 知立市 230,000
- 計 230,000

下水道施設の整備 尾張旭市 171,500
- 計 171,500

下水道施設の整備 尾張旭市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 高浜市 154,000
- 計 154,000

下水道施設の整備 岩倉市 28,150
- 計 28,150

下水道施設の整備 豊明市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 日進市 337,071
- 計 337,071

下水道施設の整備 日進市 49,000
- 計 49,000

下水道施設の整備 田原市 129,750
- 計 129,750

下水道施設の整備 愛西市 440,000
- 計 440,000

下水道施設の整備 清須市 316,100
- 計 316,100

下水道施設の整備 北名古屋市 368,400
- 計 368,400

下水道施設の整備 北名古屋市 1,700
- 計 1,700

下水道施設の整備 弥富市 265,000
- 計 265,000

下水道施設の整備 みよし市 18,000
- 計 18,000

下水道施設の整備 あま市 246,000
- 計 246,000

下水道施設の整備 長久手市 37,000
- 計 37,000

下水道施設の整備 豊山町 116,000
- 計 116,000

下水道施設の整備 大口町 25,800
- 計 25,800

下水道施設の整備 扶桑町 110,000
- 計 110,000

下水道施設の整備 大治町 191,500
- 計 191,500

下水道施設の整備 大治町 54,000
- 計 54,000

下水道施設の整備 大治町 7,500
- 計 7,500

知多市における循環のみちの実現

東海市における公共下水道整備の実現（重点
計画）

大府市における循環のみちの実現

北名古屋市における水質保全を目的とした環
境改善の実現（重点計画）

安心・快適な暮らしを支える生活基盤の実現
（重点計画）

未普及地域の早期解消による衛生的で快適な
まちづくりの推進（重点計画）

快適な生活を支えるまちづくりの推進

下水道未普及地域の普及促進Ⅱ（重点計画）

岩倉市における下水道事業による汚水処理計
画（重点計画）

豊明市の下水道の統廃合(重点計画)

広域的な汚泥処理集約に向けた日進市公共
下水道事業（水の安全・安心）

快適な住環境の整備を目指す日進市公共下
水道事業（重点計画）

田原市における公共下水道事業計画の推進

愛西市における循環のみちの実現（重点計画）

快適で安心な下水道汚水整備計画(重点計画)

北名古屋市における水質保全を目的とした環
境改善の実現

弥富市における下水道整備の推進（重点計
画）

みよし市全域の下水道化の推進（第三期）

一生涯、住み続けたいまち”あま”の実現（重
点計画）

長久手住環境快適化計画

豊山町における下水道未普及解消の推進

大口町における下水道未普及解消の推進

扶桑町における水環境改善の推進（重点計
画）

大治町アクションプランによる下水道の推進
（重点計画）

大治町アクションプランによる下水道の推進
（未普及対策）

大治町における社会資本整備



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

愛知県 （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 蟹江町 582,000
- 計 582,000

下水道施設の整備 阿久比町 2,910
- 計 2,910

下水道施設の整備 東浦町 2,000
- 計 2,000

下水道施設の整備 東浦町 1,500
- 計 1,500

下水道施設の整備 幸田町 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 幸田町 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 設楽町 110,000
- 計 110,000

15,589,841

蟹江町における下水道普及の促進（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

阿久比町の持続的な汚水処理システム構築に
向けた汚水適正処理構想策定

流域一体となった総合的な浸水対策及び未普
及解消の推進(重点計画）

流域一体となった総合的な浸水対策及び未普
及解消の推進

幸田町における循環のみちの実現

幸田町における広域的水環境向上

設楽町の快適な水環境を創造する下水道の
整備（重点計画）


