
奈 良 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・奈良県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 2,080　
≪奈良県

ならけん

≫五條市
ごじょうし

≪和歌山県
わかやまけん

≫紀
き

の川市
かわし

大和川 大和川 一般河川改修事業 1,263　
≪奈良県

ならけん

≫三郷町
さんごうちょう

、安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

、王寺町
おうじちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、柏原市
かしわらし

大和川 大和川 流域治水整備事業 1,458　 安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

大和川 総合水系環境整備事業 167　

≪大阪府
お お さ か ふ

≫大阪市
お お さ か し

、堺市
さかいし

、八尾市
や お し

、松原市
ま つ ば ら し

、柏原市
か し わ ら し

、

　　　　　   　藤井寺市
ふ じ い で ら し

≪奈良県
な ら け ん

≫奈良市
な ら し

、大和郡山市
や まと こ お りや まし

、三宅町
みや けちょう

、三郷町
さんごうちょう

、

　　　　　　   斑鳩町
いかるがちょう

、安堵町
あ ん どちょう

、川西町
かわにしちょう

、王寺町
お うじ ちょう

、

               河合町
かわ いちょう

、広陵
こうりょう

町
ちょう

（※）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・奈良県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大和川 曽我川 大規模特定河川事業 76　 広陵町
こうりょうちょう

、橿原市
か し は ら し

、大和高田市
や ま と た か だ し

大和川 小金打川 大規模特定河川事業 40　 大和高田市
や ま と た か だ し

淀川 町並川 大規模特定河川事業 158　 宇陀市
う だ し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きづがわ なばりがわ うだがわ さんぼんまつさぼうえんてい うだし むろうさんぼんまつ

紀伊山系砂防 砂防 木津川 名張川 宇陀川 三本松砂防堰堤 宇陀市 室生三本松 砂防堰堤工 69
きづがわ なばりがわ うだがわ おおのさぼうえんてい うだし むろうおおの

木津川 名張川 宇陀川 大野砂防堰堤 宇陀市 室生大野 砂防堰堤工 95

合計 2 箇所 164

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（奈良県　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

きいさんけい くまのがわ かわらびがわ かわらびがわとこがためこうぐん ごじょうし おおとうちょうしみず

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 熊野川 川原樋川 川原樋川床固工群 五條市 大塔町清水 床固工 1,856
きいさんけい くまのがわ ながとのだに ながとのだにさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ながとの

紀伊山系 熊野川 長殿谷 長殿谷砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 長殿 砂防堰堤工 1,035
きいさんけい くまのがわ くりだいらがわ くりだいらがわさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ないばら

紀伊山系 熊野川 栗平川 栗平川砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 内原 砂防堰堤工 108
きいさんけい くまのがわ きたまたがわ きたまたがわけいりゅうほぜんこう よしのぐん のせがわむら きたまた

紀伊山系 熊野川 北股川 北股川渓流保全工 吉野郡 野迫川村 北股 渓流保全工 111
きいさんけい くまのがわ ひやみずさんぷくこう よしのぐん てんかわむら つぼのうち

紀伊山系 熊野川 冷水山腹工 吉野郡 天川村 坪内 山腹工 118
きいさんけい くまのがわ かんのがわ かんのがわさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ずぎせ

紀伊山系 熊野川 神納川 神納川砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 杉清 砂防堰堤工 112

合計 6 箇所 3,340

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（奈良県　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）

事業間連携 やまとがわ もんじゅがわ いこまし おぐらじちょう

砂防等事業 大和川 文珠川 生駒市 小倉寺町 砂防堰堤工 73

やまとがわ かんだがわ いこまし はぎわらちょう

大和川 神田川 生駒市 萩原町 渓流保全工 10

やまとがわ やなぎだがわ ごせし ならはら

大和川 柳田川 御所市 楢原 砂防堰堤工 60
やまとがわ いしがたに さくらいし あかお

大和川 石ヶ谷 桜井市 赤尾 砂防堰堤工 14

やまとがわ ろくやおんさわ ならし ろくやおんちょう

大和川 鹿野園沢 奈良市 鹿野園町 砂防堰堤工 32

しんぐうがわ かじやたに ごじょうし おおとうちょうつじどう

新宮川 鍛冶屋谷 五條市 大塔町辻堂 渓流保全工 102

しんぐうがわ いずみたにがわ よしのぐん かみきたやまむら にしはら

新宮川 泉谷川 吉野郡 上北山村 西原 砂防堰堤工 14

しんぐうがわ いけごうがわ よしのぐん しもきたやまむら かみいけはら

新宮川 池郷川 吉野郡 下北山村 上池原 砂防堰堤工 18

8箇所 323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（奈良県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 しんぐうがわ つぼのうち よしのぐん てんかわむら つぼのうち

砂防等事業 新宮川 坪内 吉野郡 天川村 坪内 アンカー工 290

事業間連携 しんぐうがわ おりたち よしのぐん とつかわむら おりたち

砂防等事業 新宮川 折立 吉野郡 十津川村 折立 アンカー工 10

2箇所 300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（奈良県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



防災・安全交付金（河川事業）

奈良県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

紀の川水系紀の川広域河川改
修事業

168,000

大和川水系大和川他広域河川
改修事業

26,000

大和川水系大和川他広域河川
改修事業

10,000

大和川水系秋篠川他総合治水
対策特定河川事業

26,000

淀川水系山田川他広域河川改
修事業

40,000

大和川圏域総合流域防災事業 29,000

大規模氾濫に関する減災対策
奈良県、王寺町、
黒滝村

135,000

大和川水系ダム堰堤改良事業 奈良県 44,000
- 計 478,000

大和川水系曽我川他広域河川
改修事業

27,000

大和川水系曽我川他広域河川
改修事業

3,000

大和川水系曽我川他広域河川
改修事業

1,000

大和川水系曽我川他広域河川
改修事業

58,000

大和川水系曽我川他広域河川
改修事業

2,000

御所市流域貯留浸透事業 御所市 4,000
香芝市流域貯留浸透事業 香芝市 6,000
葛城市流域貯留浸透事業 葛城市 7,000
上牧町流域貯留浸透事業 上牧町 2,000
広陵町流域貯留浸透事業 広陵町 16,000

- 計 126,000

604,000

※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）

1 水災害に備えた総合的な治水対策（防災・安
全）

奈良県

2 内水被害解消に向けた、総合的な平成緊急
内水対策（防災・安全）

奈良県

合計



奈良県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

モチ川通常砂防事業 4,500

堂の谷通常砂防事業 500

大谷谷通常砂防事業 6,500

脇本Ａ沢通常砂防事業 7,000

下子島沢通常砂防事業 5,000

青蓮寺川ヒノ谷通常砂防事業 2,500

イセン谷通常砂防事業 6,500

岩森沢通常砂防事業 6,500

上西山沢通常砂防事業 6,500

瀬ノ上通常砂防事業 7,500

西谷谷通常砂防事業 6,500

秋野川通常砂防事業 2,500

下向出A沢通常砂防事業 10,000

鷲家口沢通常砂防事業 7,000

中戸沢通常砂防事業 4,000

槇尾Ｃ沢通常砂防事業 3,500

芦川A通常砂防事業 500

桃俣川通常砂防事業 7,500

信貴川b通常砂防事業 1,000

上谷尻沢B通常砂防事業 5,000

伊ノ谷通常砂防事業 2,500

南国栖沢F通常砂防事業 2,500

西谷川通常砂防事業 10,000

西河A沢通常砂防事業 3,750

西河B沢通常砂防事業 3,750

樫尾谷通常砂防事業 7,500

上野地地区急傾斜地崩壊対策事業 475

丹生（ハ）地区急傾斜地崩壊対策事業 20,250

忍辱山町地区急傾斜地崩壊対策事業 3,600

谷田（ロ）地区急傾斜地崩壊対策事業 15,300

掛地区急傾斜地崩壊対策事業 2,138

東町地区急傾斜地崩壊対策事業 475

大又（イ）地区急傾斜地崩壊対策事業 41,325

大又（ヌ）地区急傾斜地崩壊対策事業 1,425

下籠山地区急傾斜地崩壊対策事業 26,125

武蔵（ハ）地区急傾斜地崩壊対策事業 900

殿井（イ）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,375

第2期土砂災害に対する安
全･安心な生活基盤の確保
（防災・安全）(重点)

奈良県

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）



下葛川地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

下田口ヲ地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

出雲地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

平井（チ）地区急傾斜地崩壊対策事業 7,650

別所地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

下深川地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

大和川圏域総合流域防災事業 11,875

熊野川圏域総合流域防災事業 11,875

紀の川圏域総合流域防災事業 11,875

木津川圏域総合流域防災事業 11,875

327,288

大畑瀞通常砂防事業 37,500

黒滝川通常砂防事業 90,000

麦谷川通常砂防事業 26,500

葛城川通常砂防事業 2,500

林沢通常砂防事業 500

鴨神沢通常砂防事業 500

原川通常砂防事業 1,500

青蓮寺川小田谷通常砂防事業 10,000

尼寺沢通常砂防事業 1,000

下北出谷通常砂防事業 500

滝町川Ａ沢通常砂防事業 500

菅野川通常砂防事業 8,500

築川通常砂防事業 2,500

西河(ハ)地区急傾斜地崩壊対策事業 18,050

重里(ロ)地区急傾斜地崩壊対策事業 42,750

猿飼地区急傾斜地崩壊対策事業 39,150

上野地月谷地区急傾斜地崩壊対策事業 25,650

上桑原（正及）地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

稲渕地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

遅瀬（へ）地区急傾斜地崩壊対策事業 450

鹿野園地区地すべり対策事業 22,500

平沼田地区地すべり対策事業 5,500

効果促進事業 27,500

基礎調査推進事業 14,000

大和川圏域総合流域防災事業 103,291

熊野川圏域総合流域防災事業 103,291

紀の川圏域総合流域防災事業 103,290

木津川圏域総合流域防災事業 103,290

849,212

1,176,500

※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

第2期土砂災害に対する安
全･安心な生活基盤の確保
（防災・安全）(重点)

奈良県

第2期土砂災害に対する安
全･安心な生活基盤の確保
（防災・安全）

奈良県

小計

小計

合計



防災・安全交付金（下水道事業）

奈良県 （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 奈良県 1,391,966
- 計 1,391,966

下水道施設の整備 奈良市 151,050
- 計 151,050

下水道施設の整備 大和高田市 8,000
- 計 8,000

下水道施設の整備 大和郡山市 102,000
- 計 102,000

下水道施設の整備 天理市 55,618

- 計 55,618

下水道施設の整備 橿原市 19,500
- 計 19,500

下水道施設の整備 桜井市 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 香芝市 8,000
- 計 8,000

下水道施設の整備 葛城市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 川西町 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 田原本町 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 上牧町 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 王寺町 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 広陵町 10,000

- 計 10,000

1,792,634

第二次田原本町における下水道施設の維持管
理計画（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）

持続可能な流域下水道事業の推進(第2期)(防
災・安全)

（第２期）奈良市における快適で活力ある暮らし
の実現（防災・安全）

第三次大和高田市全域の快適な暮らしを実現
する下水道整備の推進（防災・安全）

大和郡山市公共下水道整備工事　（防災・安
全）

天理市における市街地の改築更新、管路施
設・ポンプ施設における事業継続性の確保（防
災・安全）（第三次）

安全・安心で住みつづけたくなるまち　かしはら

良質な都市の水環境の保全（防災・安全）（第
三次）

誰もが輝く多彩なまち　カラフルかしば　を実現
する下水道整備（防災・安全）

葛城市における市街地の良好な水環境の形成
（防災・安全）（第３次）

川西町における快適で活力のある暮らしの実
現（防災・安全）

上牧町における、快適で活力ある暮らしを実現
する　下水道の推進（防災・安全）（第三次）

王寺町における良好な水環境の形成と快適な
くらしの環境づくりの実現（防災・安全）

広陵町における普及促進及び改築更新（防災・
安全）（第３次）

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（下水道事業）

奈良県 （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 奈良県 52,330
- 計 52,330

下水道施設の整備 奈良市 123,000
- 計 123,000

下水道施設の整備 大和高田市 250,000
- 計 250,000

下水道施設の整備 大和郡山市 221,000
- 計 221,000

下水道施設の整備 橿原市 170,000
- 計 170,000

下水道施設の整備 桜井市 55,000
- 計 55,000

下水道施設の整備 五條市 35,000
- 計 35,000

下水道施設の整備 五條市 3,000
- 計 3,000

下水道施設の整備 御所市 150,000
- 計 150,000

下水道施設の整備 生駒市 80,000
- 計 80,000

下水道施設の整備 香芝市 405,000
- 計 405,000

下水道施設の整備 平群町 6,000
- 計 6,000

下水道施設の整備 三郷町 37,000
- 計 37,000

下水道施設の整備 斑鳩町 195,000
- 計 195,000

下水道施設の整備 安堵町 4,800
- 計 4,800

下水道施設の整備 田原本町 10,000
- 計 10,000

下水道施設の整備 高取町 63,000
- 計 63,000

下水道施設の整備 明日香村 10,200

- 計 10,200

下水道施設の整備 上牧町 7,500
- 計 7,500

下水道施設の整備 広陵町 50,000
- 計 50,000

下水道施設の整備 吉野町 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 大淀町 22,000
- 計 22,000

下水道施設の整備 下市町 3,000
- 計 3,000

1,967,830

快適な生活を育むまち　かしはら　を実現する
下水道整備（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）

良好な水環境の創造に貢献する流域下水道
事業の推進

（第２期）奈良市における快適で活力ある暮ら
しの実現

大和高田市流域関連公共下水道事業計画（重
点計画）

第２次・大和郡山市公共下水道整備工事

高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備
の推進（第三次）（重点計画）

良質な都市の水環境の保全（第三次）（重点計
画）

下水道の普及で五條市を緑と水のきれいなま
ちへ（重点計画）

五條市における持続的な下水道施設の管理

御所市の快適な暮らしを実現するための下水
道整備の推進（第三次）（重点計画）

生駒市における良好な水環境の形成（第三
次）（重点計画）

誰もが輝く多彩なまち　カラフルかしば　を実現
する下水道整備（重点計画）

平群町における快適で活力のある暮らしの実
現（第三次)

三郷町における快適で活力ある暮らしの実現
（第三次）

斑鳩町における快適で活力ある暮らしの実現
（重点計画）

安堵町における快適で活力あるくらしの実現
（第三次）

第四次田原本町における快適で活力ある暮ら
しの実現

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

明日香村における快適で活力ある暮らしの実
現と下水道施設における事業継続性の確保。
（第2期）

上牧町における、快適で活力ある暮らしを実現
する　下水道の推進（第四次）

広陵町における普及促進及び改築更新（第３
次）

吉野町における快適で活力ある暮らしの実現
（重点計画）

大淀町における快適で活力ある暮らし・環境の
実現（第四次）

下市町における快適で活力ある暮らしの実現
（第3期）


