
和 歌 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・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 2,447　
≪和歌山県

わかやまけん

≫新宮市
しんぐうし

≪三重県
  みえけん

≫紀宝町
 きほうちょう

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 2,080　
≪和歌山県

わかやまけん

≫紀
き

の川市
かわし

≪奈良県
ならけん

≫五條市
ごじょうし

紀の川 総合水系環境整備事業 19　 和歌山市
わかやまし

（※）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・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

新宮川 熊野川 事業間連携河川事業 150　 新宮市
し ん ぐ う し

紀の川 七瀬川 大規模特定河川事業 320　 和歌山市
わ か や ま し

紀の川 住吉川 大規模特定河川事業 200　 岩出市
い わ で し

紀の川 根来川 大規模特定河川事業 250　 岩出市
い わ で し

芳養川 芳養川 大規模特定河川事業 376　 田辺市
た な べ し

南部川 古川 大規模特定河川事業 214　 みなべ町
ちょう

日方川 日方川 大規模特定河川事業 334　 海南市
か い な ん し

亀の川 亀の川 大規模特定河川事業 200　 和歌山市
わ か や ま し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きいさんけい ひきがわ いやがわ いやがわとこがためこうぐん たなべし いや

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 日置川 熊野川 熊野川床固工群 田辺市 熊野 床固工 508
きいさんけい くまのがわ みこしがわ みこしがわさぼうえんていぐん たなべし ほんぐうちょうみこし

紀伊山系 熊野川 三越川 三越川砂防堰堤群 田辺市 本宮町三越 砂防堰堤工 385
きいさんけい なちがわ なちがわさぼうえんていぐん ひがしむろぐん なちかつうらちょう いちのの

紀伊山系 那智川 那智川砂防堰堤群 東牟婁郡 那智勝浦町 市野々 砂防堰堤工 1,401

合計 3 箇所 2,294

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（和歌山県　１／１）

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 ひだかがわ あたぎたにかわ ひだかぐん ひだかがわちょう たかつお

砂防等事業 日高川 あたぎ谷川 日高郡 日高川町 高津尾 砂防堰堤工 100

ありだがわ しろやまたにがわ ありだぐん ありだがわちょう ふたがわ

有田川 城山谷川 有田郡 有田川町 二川 砂防堰堤工 20

小計 ２箇所 120

事業間連携 ありだがわ ありだがわ いとぐん かつらぎちょう はなぞのきたでら

砂防等事業 有田川 有田川 伊都郡 かつらぎ町 花園北寺 砂防堰堤工 60

ありだがわ ふけしょうじたにがわ いとぐん かつらぎちょう はなぞのやなせ

有田川 フケ小路谷川 伊都郡 かつらぎ町 花園梁瀬 砂防堰堤工 50
ありだがわ さらやたにかわ いとぐん かつらぎちょう はなぞのなかみなみ

有田川 更谷谷川 伊都郡 かつらぎ町 花園中南 砂防堰堤工 50
きのかわ はんぞえがわ きのかわし ももやまちょうかいと

紀の川 半沿川 紀の川市 桃山町垣内 砂防堰堤工 20
かめのがわ にしてたにかわ かいなんし つげだに

亀の川 西手谷川 海南市 次ヶ谷 砂防堰堤工 30
ありだがわ いのくちたにがわ ありだぐん ありだがわちょう いのくち

有田川 井の口谷川 有田郡 有田川町 井口 砂防堰堤工 20
ありだがわ みやもとだにかわ ありだぐん ありだがわちょう ぬま

有田川 宮本谷川 有田郡 有田川町 沼 砂防堰堤工 50

ありだがわ じぞうたにがわ ありだぐん ありだがわちょう しみず

有田川 地蔵谷川 有田郡 有田川町 清水 砂防堰堤工 40

ひだかがわ あぶらこたにかわ ひだかぐん ひだかちょう はらだに

日高川 油河谷川 日高郡 日高町 原谷 砂防堰堤工 40

ひだかがわ はぶがわ ひだかぐん ひだかがわちょう はぶ

日高川 土生川 日高郡 日高川町 土生 渓流保全工 106

ひだかがわ おいぼしたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう おいぼし

日高川 老星谷川 日高郡 日高川町 老星 砂防堰堤工 30

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（和歌山県　1/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 ひだかがわ あんのたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう みそぎ

砂防等事業 日高川 庵の谷川 日高郡 日高川町 三十木 砂防堰堤工 40

ひだかがわ まきたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう ひゅうがわ

日高川 槇谷川 日高郡 日高川町 平川 砂防堰堤工 100

ひだかがわ しちべえだにかわ ひだかぐん ひだかがわちょう ひゅうがわ

日高川 七兵衛谷川 日高郡 日高川町 平川 砂防堰堤工 50

しんぐうがわ はぎのたにがわ たなべし ほんぐうちょうふしおがみ

新宮川 萩の谷川 田辺市 本宮町伏拝 砂防堰堤工 40

しんぐうがわ てらふろたにがわ しんぐうし くまのがわちょうひたり

新宮川 寺風呂谷川 新宮市 熊野川町日足 砂防堰堤工 50

小計 １６箇所 776

１８箇所 896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（和歌山県　2/5）

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）

事業間連携 きのかわ ほしかわ いとぐん かつらぎちょう ほしかわ

砂防等事業 紀の川 星川 伊都郡 かつらぎ町 星川 法面工 10

きのかわ かみこさわ いとぐん くどやまちょう かみこさわ

紀の川 上古沢 伊都郡 九度山町 上古沢 集水井工 60
ひかたがわ べっしょ かいなんし べっしょ

日方川 別所 海南市 別所 アンカー工 10
きのかわ うめもと かいそうぐん きみのちょう うめもと

紀の川 梅本 海草郡 紀美野町 梅本 集水井工 10

ありだがわ かみむつがわ ありだぐん ありだがわちょう かみむつがわ

有田川 上六川 有田郡 有田川町 上六川 集水井工 10

ありだがわ にしがみね ありだぐん ありだがわちょう にしがみね

有田川 西ケ峰 有田郡 有田川町 西ケ峰 横ボーリング工 10

あいづがわ ながの たなべし ながの

会津川 長野 田辺市 長野 集水井工 60
ひだかがわ ひがし たなべし りゅうじんむらひがし

日高川 東 田辺市 龍神村東 法面工 43

しんぐうがわ ふしおがみ たなべし ほんぐうちょうふしおがみ

新宮川 伏拝 田辺市 本宮町伏拝 集水井工 10

９箇所 223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（和歌山県　3/5）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 ひらの きのかわし ひらの

砂防等事業 平野 紀の川市 平野 待受擁壁工 27
しみずにひゃくきゅう かいなんし しみず

冷水２０９ 海南市 冷水 待受擁壁工 9
ういごけいち ありだぐん ありだがわちょう ういごけ

宇井苔１ 有田郡 有田川町 宇井苔 待受擁壁工 10
はらびうら ひだかぐん ひだかがわちょう はらびうら

原日浦 日高郡 日高川町 原日浦 待受擁壁工 48
ひらいわ ひだかぐん ひだかがわちょう はらびうら

平岩 日高郡 日高川町 原日浦 待受擁壁工 48
はいくずご ひだかぐん ひだかがわちょう はいくず

早藤５ 日高郡 日高川町 早藤 待受擁壁工 9
ながたき ひだかぐん みなべちょう きよかわ

長滝 日高郡 みなべ町 清川 待受擁壁工 95
しもごみ ひだかぐん みなべちょう にしほんじょう

下五味 日高郡 みなべ町 西本庄 待受擁壁工 95
かまごうはらいち ひがしむろぐん くしもとちょう たかとみ

釜郷原１ 東牟婁郡 串本町 高富 待受擁壁工 10
ひたりに しんぐうし くまのがわちょうひたり

日足２ 新宮市 熊野川町日足 待受擁壁工 18
たけはらに ひがしむろぐん きたやまむら たけはら

竹原２ 東牟婁郡 北山村 竹原 待受擁壁工 57

小計 １１箇所 424

まちづくり連携 さかえだにに わかやまし さかえだに

砂防等事業 栄谷２ 和歌山市 栄谷 待受擁壁工 9
にしのしょうよん わかやまし にしのしょう

西庄４ 和歌山市 西庄 待受擁壁工 9

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（和歌山県　4/5）

所在地事業区分 水系名 箇所名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

まちづくり連携 さかえだに わかやまし さかえだに

砂防等事業 栄谷 和歌山市 栄谷 待受擁壁工 9
そのべじゅうはち わかやまし そのべ

園部１８ 和歌山市 園部 待受擁壁工 9

小計 ４箇所 36

１５箇所 460
※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（和歌山県　5/5）

所在地事業区分 水系名 箇所名



和歌山県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 串本海岸
くしもとちょう

串本町 540 
堤防かさ上げ及び耐震化（串本町）
等

和歌山県　計 540 

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：和歌山県 （単位：千円）

中島川・松江排水区大規模雨水処理
施設整備事業

和歌山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

571,300 285,650

新堀・大淀排水区大規模雨水処理施
設整備事業

和歌山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

200,000 100,000

栖原地区大規模雨水処理施設整備事
業

湯浅町
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

401,210 200,605

計 1,172,510 586,255

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）

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

太田川水系太田川広域河川改
修事業

50,000

紀の川水系和歌川広域河川改
修事業

50,000

左会津川水系左会津川広域河
川改修事業

183,000

紀伊水道地区地震・高潮対策河
川事業（津波・高潮対策）

50,000

和歌川特定構造物改築事業（和
歌川排水機場）

40,000

浮島川特定構造物改築事業（浮
島川排水機場）

10,000

新宮川水系熊野川土地利用一
体型水防災事業

40,000

熊野川圏域総合流域防災事業 175,000

- 計 598,000

有田川水系有田川広域河川改
修事業

40,000

紀の川水系貴志川広域河川改
修事業

10,000

紀の川水系佐川広域河川改修
事業

7,000

紀の川水系和歌川広域河川改
修事業

15,000

富田川水系富田川広域河川改
修事業

25,000

日高川水系下川広域河川改修
事業

10,000

日高川水系西川広域河川改修
事業

100,000

広川水系広川広域河川改修事
業

10,000

紀中圏域総合流域防災事業 40,000

紀の川圏域総合流域防災事業
和歌山県、和歌山
市

31,000

二川ダム堰堤改良事業 12,600
広川ダム堰堤改良事業 18,800
椿山ダム堰堤改良事業 9,000
七川ダム堰堤改良事業 12,600

- 計 341,000

939,000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）

災害予防・減災のための着実な基盤づくりの推
進による安全・安心社会の実現（防災・安全）
（重点）

和歌山県

災害予防・減災のための着実な基盤づくりの推
進による安全・安心社会の実現（防災・安全）

和歌山県

和歌山県



和歌山県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

塩津谷川通常砂防事業 10,000

向島谷川通常砂防事業 10,000

烏ヶ谷川通常砂防事業 5,000

牛ヶ瀬谷川通常砂防事業 10,000

黒山谷川通常砂防事業 12,500

大山谷川通常砂防事業 10,000

宮川谷川通常砂防事業 7,500

小谷川通常砂防事業 10,000

市井谷川通常砂防事業 10,000

妙見谷川通常砂防事業 12,500

岩垣内谷川通常砂防事業 10,000

猪谷東谷川通常砂防事業 12,500

李堂の谷川通常砂防事業 5,000

べべ谷川通常砂防事業 5,000

志原下谷川通常砂防事業 5,000

荒木川右支渓通常砂防事業 10,000

唐立谷川通常砂防事業 10,000

中地川通常砂防事業 10,000

紀の川圏域総合流域防災事業（緊急改築） 25,000

紀中圏域総合流域防災事業（緊急改築） 70,000

西牟婁圏域総合流域防災事業（緊急改築） 35,000

熊野川圏域総合流域防災事業（緊急改築） 49,875

湯川川左支渓通常砂防事業 5,000

日高川右支渓通常砂防事業 5,000

栗栖川上芝２通常砂防事業 5,000

引尾８地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

市坪地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

下湯川地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

二沢柄瀬２地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

六十川地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

猪之山地区急傾斜地崩壊対策事業 29,250

静川１０４地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

河口地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

佐本中１地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

嶋津２地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

東敷屋地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

倍地１地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

和歌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）

和歌山県

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）



紀の川圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 9,500

紀の川圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 9,000

熊野川圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 28,500

熊野川圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 9,000

熊野川圏域総合流域防災事業（急傾斜緊急改築） 47,500

688,125

山内川通常砂防事業 5,000

堂の奥谷川通常砂防事業 2,500

鎌田谷川通常砂防事業 5,000

宮木谷川通常砂防事業 5,000

里山谷川通常砂防事業 2,500

畑峰峠谷川通常砂防事業 5,000

つづら谷川通常砂防事業 5,000

方丈谷川通常砂防事業 5,000

岡の谷川通常砂防事業 5,000

門谷通常砂防事業 2,500

久の谷通常砂防事業 5,000

長谷川通常砂防事業 5,000

清の川通常砂防事業 8,500

岩ノ畑谷川通常砂防事業 5,000

与根子川右支渓通常砂防事業 5,000

東谷川通常砂防事業 5,000

滝１地区地すべり対策事業 2,500

紀の川圏域総合流域防災事業（地すべり） 5,000

上出地区地すべり対策事業 5,000

海老谷地区地すべり対策事業 5,000

沓掛地区地すべり対策事業 5,000

橘本地区地すべり対策事業 5,000

紀中圏域総合流域防災事業（地すべり） 17,500

前谷地区地すべり対策事業 2,500

高原地区地すべり対策事業 5,000

芦立地区地すべり対策事業 5,000

西牟婁圏域総合流域防災事業（地すべり） 7,500

立平地区地すべり対策事業 2,500

紀の川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 12,500

わかやま土砂災害マップ 22,500

紀の川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 30,000

平１４地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

寺長３地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

府中地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

幡川１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

中地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

小松原地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

和歌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）

和歌山県

災害予防・減災のための着
実な基盤づくりの推進による
安全・安心社会の実現（防
災・安全）

和歌山県

小計



谷地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

門前１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

片山１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

瓜谷地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

串ノ浦地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

東宮脇地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

三百瀬地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

上平１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

橋渡地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

下田原１地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

下滝本３地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

矢矧地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

芝地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

東上ノ硲３地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

殿原小森地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

川湯地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

矢田ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

湯崎地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

中の坪地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

安居地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

上田熊地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

下ノ岡地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

周参見１２地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

受瀬平地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

向地地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

長井２地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

岡崎地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

494,875

1,183,000

※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

災害予防・減災のための着
実な基盤づくりの推進による
安全・安心社会の実現（防
災・安全）

和歌山県

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

和歌山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

那智勝浦海岸海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

和歌山県 50,000

美浜海岸津波高潮危機管理対
策緊急事業

和歌山県 15,000

和歌山県沿岸海岸堤防等老朽
化対策緊急事業（水管理・国土
保全局所管海岸）

和歌山県 13,000

- 計 78,000

78,000

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）

和歌山県沿岸地域における総合的な浸水対策
の推進（防災・安全）（緊急対策）

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）

和歌山県 （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 和歌山県 123,400
下水道施設の整備 和歌山市 94,340
下水道施設の整備 橋本市 1,900
下水道施設の整備 かつらぎ町 8,250
下水道施設の整備 高野町 98,000

- 計 325,890

下水道施設の整備 和歌山市 328,350

- 計 328,350

下水道施設の整備 海南市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 橋本市 74,600

- 計 74,600

下水道施設の整備 有田市 96,500
- 計 96,500

下水道施設の整備 新宮市 10,000

- 計 10,000

840,340

新宮市における暮らしを守る雨水対策の推進
（防災・安全）（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）

和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを
支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3
期〕（防災・安全）

和歌山市における暮らしを守る重要施設の地
震対策と雨水対策の推進〔第2期〕（防災・安全）
（重点計画）

海南市における暮らしを守る雨水対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

橋本市における安全・安心、快適な暮らしを支
える防災環境形成の推進（防災・安全）（重点計
画）

有田市における暮らしを守る雨水対策の推進
（防災・安全）（重点計画）



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

和歌山県 （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 和歌山県 42,600
下水道施設の整備 和歌山市 363,250
下水道施設の整備 御坊市 140,000
下水道施設の整備 紀の川市 265,760
下水道施設の整備 かつらぎ町 11,500
下水道施設の整備 九度山町 17,000
下水道施設の整備 有田川町 115,000
下水道施設の整備 由良町 50,000
下水道施設の整備 白浜町 4,500

- 計 1,009,610
下水道施設の整備 和歌山市 9,950
下水道施設の整備 橋本市 28,700
下水道施設の整備 紀の川市 34,540
下水道施設の整備 九度山町 2,000
下水道施設の整備 みなべ町 35,000

- 計 110,190
下水道施設の整備 岩出市 650,000

- 計 650,000

1,769,800

※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）

和歌山県における快適な暮らしの実現と良好
な環境の実現〔第2期〕（重点計画）

和歌山県における安全・安心、快適な暮らしの
実現と良好な環境の実現〔第3期〕

岩出市公共下水道事業（重点計画）

合計


