
兵 庫 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 2,666　 加古川市
かこがわし

、高砂市
たかさごし

、小野市
おのし

、加東市
かとうし

揖保川 揖保川 一般河川改修事業 1,240　 宍粟市
しそうし

、たつの市
し

円山川 円山川 一般河川改修事業 2,675　 豊岡市
とよおかし

淀川 猪名川 流域治水整備事業 675　
≪兵庫県

ひょうごけん

≫尼崎市
あまがさきし

、川西市
かわにしし

≪大阪府
おおさかふ

≫豊中市
とよなかし

揖保川 揖保川 河川都市基盤整備事業 100　 たつの市
し

円山川 円山川 河川工作物関連応急対策事業 361　 豊岡市
とよおかし

淀川 総合水系環境整備事業 628

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　　　 木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　 　寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
みえけん

≫名張市
なばりし

加古川 総合水系環境整備事業 58　 加古川市
かこがわし

、高砂市
たかさごし

、小野市
おのし

揖保川 総合水系環境整備事業 60　 宍粟市
しそうし

、たつの市
し

円山川 総合水系環境整備事業 140　 豊岡市
とよおかし

（※）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・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

八家川 八家川 事業間連携河川事業 330　 姫路市
ひ め じ し

加古川 水田川 大規模特定河川事業 200　 加古川市
か こ が わ し

、播磨町
はりまちょう

加古川 杉原川 大規模特定河川事業 272　 西脇市
に し わ き し

揖保川 山根川 大規模特定河川事業 100　 たつの市
し

武庫川 武庫川 大規模特定河川事業 500　 尼崎市
あまがさきし

、西宮市
にしのみやし

新川
新川、東川

（統合排水機場）
大規模特定河川事業 172　 西宮市

にしのみやし

東川 津門川 大規模特定河川事業 2,400　 西宮市
にしのみやし

明石川 明石川 大規模特定河川事業 500　 明石市
あ か し し

夢前川 夢前川 大規模特定河川事業 294　 姫路市
ひ め じ し

三原川 孫太川 大規模更新河川事業 98　 南
みなみ

あわじ市
し

三原川 倭文川 大規模更新河川事業 470　 南
みなみ

あわじ市
し



兵庫県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 750)

河川整備事業費 750 

　治水ダム等建設事業費補助

( 750)

　　実施計画調査 750 

( 750)

引原ダム再生 750 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい とががわ おばのやまひがしさぼうえんてい こうべし なだく しのはら

六甲砂防 砂防 六甲山系 都賀川 伯母野山東砂防堰堤 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 165
ろっこうさんけい すみよしがわ おおつきだに こうじんやまにしさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしやまてきゅうちょうめ

六甲山系 住吉川 大月谷 荒神山西砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉山手九丁目 砂防堰堤工 212
ろっこうさんけい しゅくがわ なべたにさぼうえんてい にしのみやし じゅうりんじ

六甲山系 夙川 鍋谷砂防堰堤 西宮市 鷲林寺 砂防堰堤工 238
ろっこうさんけい だいしがわ ふたたびだに ふたたびだにだいにさぼうえんてい こうべし ちゅうおうく こうべこうじかたふたたびだに

六甲山系 大師川 再度谷 再度谷第二砂防堰堤 神戸市 中央区 神戸港地方再度谷 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい だいしがわ だいしがわうし だいしさぼうえんてい こうべし ちゅうおうく こうべこうじかた

六甲山系 大師川 大師川右支 大師砂防堰堤 神戸市 中央区 神戸港地方 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい しんみなとがわ からすはらがわ きくすいやまだいさんさぼうえんてい こうべし ひょうごく からすはらちょう

六甲山系 新湊川 烏原川 菊水山第三砂防堰堤 神戸市 兵庫区 烏原町 砂防堰堤工 164
ろっこうさんけい ふなさかがわ ひだりしけい にしふなさかさぼうえんてい にしのみやし やまぐちちょうふなさか

六甲山系 船坂川 左支渓 西船坂砂防堰堤 西宮市 山口町船坂 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい だいにちがわ だいにちがわうし ちょうじゃきたさぼうえんてい こうべし ながたく ちょうじゃまち

六甲山系 大日川 大日川右支 長者北砂防堰堤 神戸市 長田区 長者町 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい ありのがわ ひらみがわ おくひらみだいさんさぼうえんてい こうべし きたく ありのちょうからと

六甲山系 有野川 平見川 奥平見第三砂防堰堤 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 136
ろっこうさんけい あしやがわ こうざがわ おくやまもりさぼうえんてい あしやし おくやま

六甲山系 芦屋川 高座川 奥山森砂防堰堤 芦屋市 奥山 砂防堰堤工 135
ろっこうさんけい すみよしがわ じごくだに もみじだにだいごさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしだい

六甲山系 住吉川 地獄谷 紅葉谷第五砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉台 砂防堰堤工 431
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいさんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第三砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 92
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいよんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第四砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 94
ろっこうさんけい ありのがわ みぎしけい からとかながけさぼうえんていぐん こうべし きたく ありのちょうからと

六甲山系 有野川 右支渓 唐櫃金懸砂防堰堤群 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 165
ろっこうさんけい しんみなとがわ てんのうだにがわさし みずのみだいにさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 新湊川 天王谷川左支 水呑第二砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 143
ろっこうさんけい てんじょうがわ おおたにがわ にらくじょうりゅうさぼうえんていかいちく こうべし ひがしなだく もとやまちょうおかもと

六甲山系 天上川 大谷川 二楽上流砂防堰堤改築 神戸市 東灘区 本山町岡本 砂防堰堤工 208
ろっこうさんけい とががわ おおつきがわ ひやなぎだいにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはらなかやま

六甲山系 都賀川 大月川 日柳第二砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原仲山 砂防堰堤工 302
ろっこうさんけい やまだがわ やまだがわ きたのみねさぼうえんていかいちく こうべし きたく やまだちょうかみたにがみ

六甲山系 山田川 山田川 北の嶺砂防堰堤改築 神戸市 北区 山田町上谷上 砂防堰堤工 212
ろっこうさんけい しゅくがわ しゅくがわ しゅくがわぐりーんべると にしのみやし くらくえんちょうほか

六甲山系 夙川 夙川 夙川グリーンベルト 西宮市 苦楽園町ほか 斜面対策工 18

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　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

ろっこうさんけい あしやがわ あしやがわ あしやがわぐりーんべると あしやし さんじょうちょうほか

六甲砂防 砂防 六甲山系 芦屋川 芦屋川 芦屋川グリーンベルト 芦屋市 三条町ほか 斜面対策工 18
ろっこうさんけい たかはしがわ たかはしがわ たかはしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 高橋川 高橋川 高橋川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 274
ろっこうさんけい てんじょうがわ てんじょうがわ てんじょうがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 天上川 天上川 天上川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい すみよしがわ すみよしがわ すみよしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 住吉川 住吉川 住吉川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 319
ろっこうさんけい いしやがわ いしやがわ いしやがわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 石屋川 石屋川 石屋川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい とががわ とががわ とががわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 都賀川 都賀川 都賀川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ しんみなとがわぐりーんべると こうべし ながたく

六甲山系 新湊川 新湊川 新湊川グリーンベルト 神戸市 長田区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわ みょうほうじがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 妙法寺川 妙法寺川 妙法寺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい しんいくたがわ しんいくたがわ しんいくたがわぐりーんべると こうべし ちゅうおうく

六甲山系 新生田川 新生田川 新生田川グリーンベルト 神戸市 中央区 斜面対策工 172
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ うじがわぐりーんべると こうべし ひょうごく

六甲山系 宇治川 宇治川 宇治川グリーンベルト 神戸市 兵庫区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい さかいがわ さかいがわ さかいがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 堺川 堺川 堺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 18

合計 30 箇所 3,700

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　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）

大規模特定 まるやまがわ あかばながわ とよおかし たんとうちょう

砂防等事業 円山川 赤花川 豊岡市 但東町 砂防堰堤工 60

ちくさがわ みずねがわ さようぐん さようちょう みずね

千種川 水根川 佐用郡 佐用町 水根 砂防堰堤工 20

ゆらがわ やまだがわ たんばし いちじまちょう

由良川 山田川 丹波市 市島町 砂防堰堤工 40

3箇所 120

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（兵庫県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名

合計



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 はやしざき(2) さようぐん さようちょう はやしざき

砂防等事業 林崎（２） 佐用郡 佐用町 林崎 待受擁壁工 24

しもあきさと(2) さようぐん さようちょう しもあきさと

下秋里（２） 佐用郡 佐用町 下秋里 待受擁壁工 39

あづみ しそうし いちのみやちょう

安積 宍粟市 一宮町 待受擁壁工 180

小計 ３箇所 243

まちづくり連携 きたごよう(3) こうべし きたく きたごよう

砂防等事業 北五葉（３） 神戸市 北区 北五葉 法枠工 72

おおはら(4) こうべし きたく おおはら

大原（４） 神戸市 北区 大原 待受擁壁工 67

小計 ２箇所 139

５箇所 382
※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（兵庫県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



近畿地方整備局（兵庫県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 東播海岸 神戸市
こ う べ し

439 護岸（神戸市）

兵庫県　計 439

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：兵庫県 （単位：千円）

兵庫東流域下水道汚泥広域処理場汚
泥有効利用施設整備事業

兵庫県 民間活力イノベーション推進下水道事業 228,000 114,000

魚崎ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,487,300 743,650

神戸駅周辺地区（神戸駅南地区）下水
道床上浸水対策事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

469,580 234,790

広畑地区大規模雨水処理施設整備事
業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

447,000 223,500

汐入川左岸地区大規模雨水処理施設
整備事業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

388,000 194,000

大塩地区大規模雨水処理施設整備事
業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

100,000 50,000

計 3,119,880 1,559,940

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）

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

円山川水系円山川　広域河川
改修事業（1-A1-8)

94,000

泊川（泊川排水機場）特定構造
物改築事業（1-A1-11)

44,000

天川（天川潮止水門）特定構造
物改築事業（1-A1-14)

25,000

西浜川（西浜川排水機場）特定
構造物改築事業（1-A1-15)

35,000

汐入川（汐入川排水機場）特定
構造物改築事業（1-A1-17)

2,000

西汐入川（西汐入川排水機場）
特定構造物改築事業（1-A1-19)

2,000

杉原川（西脇地区救内排水機
場）特定構造物改築事業（1-
A1-21)

18,000

大阪地区　地震・高潮対策河川
事業（高潮対策）（1-A1-26）

500,000

淀川水系庄下川　都市基盤河
川改修事業（1-A1-28)

尼崎市 42,000

夢前川水系大井川　都市基盤
河川改修事業（1-A1-30)

姫路市 36,000

加古川圏域　総合流域防災事
業（1-C1-3）

小野市 9,000

阪神・淡路圏域　総合流域防災
事業（1-C1-4）

姫路市、洲本市、
豊岡市、宝塚市、
南あわじ市、宍粟
市、上郡町

13,000

阪神・淡路圏域　総合流域防災
事業

92,000

円山川・但馬圏域総合流域防災
事業

51,400

加古川圏域総合流域防災事業 50,600

堰堤改良事業 95,000
- 計 1,109,000

堀切川（堀切川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-3)

22,000

市川（市川潮止堰）　特定構造
物改築事業（1-A1-6）

53,000

野田川（野田川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-7)

15,000

野田川（野田川水門）　特定構
造物改築事業（1-A1-8)

25,000

塩屋川（塩屋川防潮水門）　特
定構造物改築事業（1-A1-18)

3,000

富島川（富島川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-19)

109,000

八家川（八家川排水機場）　特
定構造物改築事業（1-A1-32)

2,000

加古川圏域　総合流域防災事
業（1-A1-48)

62,000

- 計 291,000

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）

頻発する自然災害に対する安全・安心の確保
（防災・安全）

兵庫県

兵庫県

頻発する自然災害に対する安全・安心の確保
（防災・安全）緊急対策

兵庫県



妙法寺川水系妙法寺川都市基
盤河川改修事業

97,000

明石川水系伊川都市基盤河川
改修事業

5,000

明石川水系櫨谷川都市基盤河
川改修事業

25,000

- 計 127,000

一級河川由良川水系準用河川
水上川総合流域防災事業

丹波市 10,000

- 計 10,000

1,537,000

神戸市における浸水対策の推進（防災・安全）
神戸市

丹波市における快適な生活環境の実現

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



兵庫県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

目坂（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

北之町地区急傾斜地崩壊対策事業 28,500

桃島（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

下塚（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,375

餅耕地（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

102,125

奥池（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

名塩（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 1,200

塔の町地区急傾斜地崩壊対策事業 900

鍛冶(3)地区急傾斜地崩壊対策事業 66,500

五十波（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 83,250

出石地区急傾斜地崩壊対策事業 15,750

梶原地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

飯谷地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

桃島（3）地区急傾斜地崩壊対策事業 38,000

奥野（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 1,425

中陰(1)地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

上陰高屋地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

九日市上町地区急傾斜地崩壊対策事業 32,000

九日市上町(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 1,200

市午(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

熊波（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

和田（3）地区急傾斜地崩壊対策事業 90,000

隼人地区急傾斜地崩壊対策事業 72,000

比治地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

相地地区急傾斜地崩壊対策事業 1,800

万々谷(1)地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

犬岡地区急傾斜地崩壊対策事業 16,625

北御油（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 33,250

一印谷（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

北中地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

新才（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

野村地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

一印谷地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

和田（2）地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

尾端（1）地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

由良地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

兵庫県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）（重
点）

兵庫県

兵庫県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）

兵庫県

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



安浦地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

円山川・但馬圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 695,350

西播・中播圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 695,350

加古川圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 695,350

阪神・淡路圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 695,350

阪神・淡路圏域総合流域防災事業（情報基盤） 10,000

効果促進事業 2,500

効果促進事業 神戸市 7,500

効果促進事業 姫路市 350

効果促進事業 洲本市 125

効果促進事業 芦屋市 2,350

効果促進事業 相生市 1,200

効果促進事業 豊岡市 7,650

効果促進事業 宝塚市 600

効果促進事業 南あわじ市 3,500

効果促進事業 朝来市 1,100

効果促進事業 宍粟市 4,450

効果促進事業 猪名川町 3,750

効果促進事業 上郡町 4,000

3,532,125

阪神・淡路圏域総合流域防災事業（基礎調査） 39,000

加古川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 14,000

西播・中播圏域総合流域防災事業（基礎調査） 40,000

円山川・但馬圏域総合流域防災事業（基礎調査） 17,000

110,000

3,744,250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

土砂災害防止法に基づく基
礎調査の推進（防災・安全）

兵庫県

兵庫県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）

兵庫県

小計

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

兵庫県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

淡路海岸他（郡家地区他）（12-
ア-1）

兵庫県 75,000

- 計 75,000

香住海岸（無南垣地区）（6-イ-
1）

兵庫県 10,000

西淡海岸（阿那賀組地区）（9-イ
-1）

兵庫県 38,000

五色海岸（鳥飼地区）（8-イ-1） 兵庫県 25,000

御津海岸（成山新田地区）（3-イ
-1）

兵庫県 10,000

- 計 83,000

158,000

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）

南海トラフ地震等に備える地震・津波対策の推
進（防災・安全）

安全・安心な兵庫の海岸づくり（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）

兵庫県 （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 兵庫県 6,457,016
- 計 6,457,016

下水道施設の整備 神戸市 2,912,616
- 計 2,912,616

下水道施設の整備 神戸市 137,750
- 計 137,750

下水道施設の整備 姫路市 927,000
- 計 927,000

下水道施設の整備 姫路市 850,642
- 計 850,642

下水道施設の整備 尼崎市 2,537,402
- 計 2,537,402

下水道施設の整備 明石市 339,543

- 計 339,543

下水道施設の整備 西宮市 1,922,311
- 計 1,922,311

下水道施設の整備 西宮市 242,000
- 計 242,000

下水道施設の整備 洲本市 182,611
- 計 182,611

下水道施設の整備 洲本市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 芦屋市 147,281
- 計 147,281

下水道施設の整備 伊丹市 219,704
- 計 219,704

下水道施設の整備 相生市 97,963
- 計 97,963

下水道施設の整備 豊岡市 623,636
- 計 623,636

下水道施設の整備 加古川市 449,820
- 計 449,820

下水道施設の整備 赤穂市 244,433
- 計 244,433

下水道施設の整備 西脇市 19,200

- 計 19,200

下水道施設の整備 宝塚市 35,500
- 計 35,500

下水道施設の整備 三木市 80,000
- 計 80,000

下水道施設の整備 高砂市 14,200
- 計 14,200

下水道施設の整備 高砂市 250
- 計 250

下水道施設の整備 川西市 212,095
- 計 212,095

下水道施設の整備 三田市 28,500
- 計 28,500

下水道施設の整備 加西市 7,000
- 計 7,000

洲本市における防災・減災対策の推進（３）（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）

施設の長寿命化と防災・減災対策に向けた下
水道の整備（防災・安全）

神戸市公共下水道事業　～安全・安心のまち
づくり～（防災・安全）

神戸市公共下水道事業　～浸水に強い安全な
まちづくり～　（防災・安全）（重点計画）

姫路市における浸水対策の推進（防災・安全）
（重点計画）

姫路市における循環のみち実現に向けた安
全・防災対策（３）（防災・安全）

尼崎市における安全・安心のための下水道整
備（２）（防災・安全）

明石市公共下水道　～「安心・安全のまちづく
り」と「安定した機能の維持」～（２）（防災・安
全）

西宮市における下水道施設の防災・安全対策
事業（３）（防災・安全）

西宮市における下水道施設の防災・安全対策
事業（３）（防災・安全）（重点計画）

洲本市における防災・減災対策の推進（３）（防
災・安全）

川西市の下水道における安全・安心な暮らしの
実現（防災・安全）

芦屋市における市街地の浸水及び地震対策
（２）（防災・安全）

伊丹市における市街地の浸水対策、老朽施設
等の改築（R2‐R6）（防災・安全）

下水処理施設の長寿命化・改築・更新事業（３）
（防災・安全）

コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の防災・
安全・安心基盤整備（３）（防災・安全）

加古川市における下水道の安全・安心の推進
（３）（防災・安全）

赤穂市における循環のみちの実現（３）（防災・
安全）

西脇市における快適な暮らしの安全を守り、安
心が実感できるまちづくりの推進（２）（防災・安
全）

宝塚市における浸水対策と下水道施設等の老
朽化対策と耐震化の推進（防災・安全）

三木市における安全・安心な下水道施設の構
築（３）（防災・安全）

高砂市の防災と安全を実現する下水道の推進
（防災・安全）（２）（重点計画）

高砂市の防災と安全を実現する下水道・河川
の連携（防災・安全）（２）

次世代に引き継ぐ三田の下水道に向けて（３）
（防災・安全）

加西市における下水道施設の安心・安全まち
づくり(２)（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

兵庫県 （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 丹波篠山市 44,000
- 計 44,000

下水道施設の整備 養父市 80,078
- 計 80,078

下水道施設の整備 丹波市 47,270
- 計 47,270

下水道施設の整備 宍粟市 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 加東市 21,000
- 計 21,000

下水道施設の整備 たつの市 123,405
- 計 123,405

下水道施設の整備 猪名川町 200
- 計 200

下水道施設の整備 多可町 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 稲美町 6,650
- 計 6,650

下水道施設の整備 播磨町 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 播磨町 4,600
- 計 4,600

下水道施設の整備 福崎町 152,000
- 計 152,000

下水道施設の整備 福崎町 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 太子町 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 太子町 8,200
- 計 8,200

下水道施設の整備 上郡町 26,950
- 計 26,950

下水道施設の整備 佐用町 143,926
- 計 143,926

下水道施設の整備 新温泉町 15,000

- 計 15,000

19,436,752

播磨町における循環のみちの実現（３）（防災･
安全）（重点計画）

丹波篠山市における災害のないまちづくりの実
現(3)(防災・安全)

養父市における効率的な施設改築による健全
運営の実現（防災・安全）

丹波市における安心・安全な生活環境の実現
（防災・安全）

宍粟市における良好な水環境の創出（２）（防
災・安全）

加東市における暮らしの安全を確保するため
の整備（３）（防災・安全）

たつの市下水道整備事業（３）（防災・安全）

猪名川町水環境再生施設整備事業（２）（防災・
安全）

多可町における持続可能な下水道の整備（２）
（防災・安全）

稲美町における雨水の有効利用による水循環
の改善（３）（防災・安全）

佐用町における循環のみちの実現（3）（防災・
安全）

新温泉町における持続可能な下水道施設の改
築更新（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

播磨町における循環のみちの実現（３）（防災･
安全）

福崎町における安全でうるおいのあるまちづく
り（防災・安全）（重点計画）

福崎町における安全でうるおいのあるまちづく
り（防災・安全）

太子町における安全・安心のための下水道整
備の推進（防災・安全）（重点計画）

太子町における快適な暮らしを実現する下水
道整備の推進（防災・安全）

上郡町における安全安心で快適な都市環境の
創出（防災・安全）（2）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

兵庫県 （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 兵庫県 154,000
- 計 154,000

下水道施設の整備 神戸市 120,600
- 計 120,600

下水道施設の整備 姫路市 225,000
- 計 225,000

下水道施設の整備 姫路市 52,000
- 計 52,000

下水道施設の整備 明石市 3,500
- 計 3,500

下水道施設の整備 洲本市 117,000
- 計 117,000

下水道施設の整備 相生市 20,900
- 計 20,900

下水道施設の整備 豊岡市 337,700
- 計 337,700

下水道施設の整備 加古川市 122,000
- 計 122,000

下水道施設の整備 赤穂市 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 西脇市 44,000
- 計 44,000

下水道施設の整備 三木市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 高砂市 4,250
- 計 4,250

下水道施設の整備 川西市 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 丹波篠山市 41,659
- 計 41,659

下水道施設の整備 養父市 78,000
- 計 78,000

下水道施設の整備 丹波市 303,000
- 計 303,000

下水道施設の整備 南あわじ市 290,000
- 計 290,000

下水道施設の整備 朝来市 67,700
- 計 67,700

下水道施設の整備 淡路市 111,000
- 計 111,000

下水道施設の整備 加東市 146,000
- 計 146,000

下水道施設の整備 たつの市 65,000
- 計 65,000

下水道施設の整備 播磨町 11,024
- 計 11,024

下水道施設の整備 市川町 291,000
- 計 291,000

下水道施設の整備 福崎町 45,000
- 計 45,000

下水道施設の整備 神河町 10,000
- 計 10,000

西脇市における持続可能な生活環境基盤の
整備（重点計画）（２）

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）

良好な水環境の創造に向けた下水道の整備

神戸市公共下水道事業　～ひと・都市・地球環
境を守り育てる下水道をめざして～

姫路市における循環のみち実現（３）（重点計
画）

姫路市における循環のみち実現（３）

明石市公共下水道　～「快適な暮らしへの貢
献」と「良好な水環境の創出」～（２）

浸水対策の推進と良好な洲本市の水環境形
成（２）（重点計画）

下水処理施設の効率的な運営のための施設
計画策定事業（２）

コウノトリ悠然と舞うふるさと豊岡の水の安全・
安心基盤整備（３）

加古川市における安心で快適な暮らしを支え
る下水道（重点計画）

赤穂市における循環のみちの実現（３）

播磨町における循環のみちの実現（３）

三木市における下水道の効率的な事業の推
進（２）

高砂市における循環のみちの実現（３）

川西市の下水道における快適な暮らしの実現

丹波篠山市における下水道健全経営の実現
(3)

養父市における下水道効率化による健全運営
の実現

丹波市における快適な生活環境の実現（３）

南あわじ市次代へつなぐ持続可能な下水道の
構築と長寿命化対策

朝来市における安全で適正かつ効率的な下水
道事業の運営に向けた整備計画　【２】

淡路市における循環のみち実現（３）

加東市における持続可能な効率的汚水処理
整備計画（重点計画）

たつの市下水道整備事業（３）

市川町における環境に配慮した快適な生活環
境の推進

福崎町における快適でうるおいのあるまちづく
り（2）

兵庫のまんなかで守ろう残そう循環のみち、キ
ラリと光る神河町の実現（その２）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

兵庫県 （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 佐用町 163,500
- 計 163,500

下水道施設の整備 香美町 50,000
- 計 50,000

2,923,833

※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

佐用町における循環のみちの実現（3）

香美町における循環のみちの実現（３）

合計


