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3-3-3　新規採択時評価実施事業	 令和 3年 3月 31日時点
水管理・国土保全局所管新規事業採択時評価一覧表	 （平成23年度以降）

令和3年度予算に係る新規事業【直轄事業4件、補助事業219件】
都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）4件

栃木県 渡良瀬川上流特定構造物改築事
業（中橋） 6.7

岐阜県 木曾川上流特定構造物改築事業
（新水門川排水機場） 9.6

福岡県 筑後川総合内水緊急対策事業 1.9
福岡県
大分県 山国川総合水系環境整備事業 7.4

河川事業（補助）59件
北海道 利根別川大規模特定河川事業 6.7

北海道 安平川（下流工区）大規模特定
河川事業 1.7

北海道 富良野川大規模特定河川事業 1.1
北海道 芭露川大規模特定河川事業 2.0
北海道 別保川大規模特定河川事業 1.8
岩手県 気仙川大規模特定河川事業 1.3
秋田県 芋川大規模特定河川事業 2.3
秋田県 下内川大規模特定河川事業 1.8
福島県 滝川大規模特定河川事業 7.4
福島県 佐久間川大規模特定河川事業 5.9
茨城県 桜川大規模特定河川事業 10.4
茨城県 恋瀬川大規模特定河川事業 3.8
栃木県 姿川大規模特定河川事業 4.3
栃木県 名草川大規模特定河川事業 13.1
栃木県 旗川大規模特定河川事業 10.3
群馬県 男井戸川大規模特定河川事業 1.3
千葉県 長門川大規模特定河川事業 5.5
東京都 石神井川大規模特定河川事業 5.2
神奈川県 小出川大規模特定河川事業 1.4

神奈川県 境川（下流）【朝日町工区】大
規模特定河川事業 2.5

横浜市 今井川大規模特定河川事業 1.7
山梨県 濁川大規模特定河川事業 13.7
山梨県 入山川大規模特定河川事業 11.1
山梨県 平等川大規模特定河川事業 38.1
山梨県 渋川大規模特定河川事業 2.0
山梨県 八糸川大規模特定河川事業 2.1
長野県 黒沢川大規模特定河川事業 31.4
長野県 皿川大規模特定河川事業 3.2

都道府県 事業名 B/C
新潟県 浄土川大規模特定河川事業 20.6
新潟県 大通川大規模特定河川事業 2.4
富山県 泉川大規模特定河川事業 2.2
石川県 動橋川大規模特定河川事業 2.8
岐阜県 飛騨川大規模特定河川事業 12.1
三重県 三滝新川大規模特定河川事業 87.3
京都府 七谷川大規模特定河川事業 1.5
京都府 大谷川大規模特定河川事業 5.4
京都府 法川大規模特定河川事業 3.6
兵庫県 武庫川大規模特定河川事業 12.4
和歌山県 七瀬川大規模特定河川事業 3.1
島根県 玉川大規模特定河川事業 1.8
岡山県 笹ヶ瀬川大規模特定河川事業 38.8
岡山県 砂川大規模特定河川事業 88.6
岡山県 林田川大規模特定河川事業 5.7
山口県 土穂石川大規模特定河川事業 15.6
徳島県 善蔵川大規模特定河川事業 1.8
香川県 古川大規模特定河川事業 2.3

香川県 高瀬川・浜堂川大規模特定河川
事業 9.2

愛媛県 立間川・国安川・河内川大規模
特定河川事業 71.2

長崎県 早岐川大規模特定河川事業 3.3
熊本県 木葉川大規模特定河川事業 3.1
大分県 高山川大規模特定河川事業 1.3
鹿児島県 万之瀬川大規模特定河川事業 5.7
千葉県 旧江戸川事業間連携河川事業 1.4
金沢市 弓取川事業間連携河川事業 1.7
静岡県 大井川事業間連携河川事業 2.4
和歌山県 熊野川事業間連携河川事業 3.1
徳島県 日和佐川事業間連携河川事業 1.2
徳島県 那賀川事業間連携河川事業 1.5
高知県 高知地区事業間連携河川事業 8.7

【ダム事業（補助）1件】
山口県 木屋川ダム再開発事業 1.3

【砂防等事業（補助）134件】
北海道 居辺川大規模特定砂防等事業 1.6

北海道 ペンケオタソイ川大規模特定砂
防等事業 3.9

都道府県 事業名 B/C

北海道 富良野川（下流堰堤群）大規模
特定砂防等事業 2.4

栃木県 下小網中沢事業間連携砂防等事業 6.0
栃木県 天頂下沢事業間連携砂防等事業 10.7
栃木県 木下沢事業間連携砂防等事業 7.5

栃木県 新屋敷三号沢事業間連携砂防等
事業 2.7

栃木県 五十部四号沢事業間連携砂防等
事業 15.0

栃木県 鷺ノ宮A事業間連携砂防等事業 3.3
群馬県 駒留地区事業間連携砂防等事業 2.1

埼玉県 落合地区まちづくり連携砂防等
事業 18.6

長野県 竹の沢川地区まちづくり連携砂
防等事業 8.6

長野県 泥沢地区まちづくり連携砂防等
事業 14.4

長野県 神宮寺地区まちづくり連携砂防
等事業 1.7

長野県 大熊神宮寺地区まちづくり連携
砂防等事業 1.7

長野県 山手町地区まちづくり連携砂防
等事業 3.4

長野県 西三才地区まちづくり連携砂防
等事業 3.3

長野県 平柴地区まちづくり連携砂防等
事業 6.1

新潟県 楡原（1）事業間連携砂防等事業 20.6
新潟県 西村川事業間連携砂防等事業 40.8
新潟県 椌木地区事業間連携砂防等事業 2.7
石川県 坂本平川事業間連携砂防等事業 2.3
石川県 天坂川事業間連携砂防等事業 2.8
石川県 鈴屋事業間連携砂防等事業 2.3
岐阜県 樫栃ヶ洞谷事業間連携砂防等事業 1.1
岐阜県 長見寺洞事業間連携砂防等事業 4.2
静岡県 半経寺沢事業間連携砂防等事業 31.1
静岡県 品鉢川事業間連携砂防等事業 54.9
静岡県 獅子浜南洞事業間連携砂防等事業 17.3
静岡県 水川西事業間連携砂防等事業 2.3
愛知県 新田洞第1事業間連携砂防等事業 2.0
愛知県 梁野沢事業間連携砂防等事業 3.1
愛知県 成瀬区域事業間連携砂防等事業 3.6
兵庫県 赤花川大規模特定砂防等事業 2.5
兵庫県 水根川大規模特定砂防等事業 1.5

都道府県 事業名 B/C
兵庫県 山田川大規模特定砂防等事業 2.4
兵庫県 安積地区事業間連携砂防等事業 3.5

兵庫県 大原（4）地区まちづくり連携
砂防等事業 12.1

兵庫県 北五葉（3）地区まちづくり連
携砂防等事業 5.6

奈良県 文珠川事業間連携砂防等事業 1.3
奈良県 神田川事業間連携砂防等事業 11.7
奈良県 柳田川事業間連携砂防等事業 9.2
奈良県 石ヶ谷事業間連携砂防等事業 32.3
奈良県 泉谷川事業間連携砂防等事業 1.5
奈良県 池郷川事業間連携砂防等事業 1.1
奈良県 鹿野園沢事業間連携砂防等事業 1.7
和歌山県 西手谷川事業間連携砂防等事業 17.5
和歌山県 半沿川事業間連携砂防等事業 5.7
和歌山県 更谷谷川事業間連携砂防等事業 10.7
和歌山県 油河谷川事業間連携砂防等事業 3.2
和歌山県 城山谷川大規模特定砂防等事業 10.8

和歌山県 冷水209地区事業間連携砂防等
事業 3.6

和歌山県 平野地区事業間連携砂防等事業 1.1

和歌山県 宇井苔1地区事業間連携砂防等
事業 8.0

和歌山県 長滝地区事業間連携砂防等事業 1.2
和歌山県 下五味地区事業間連携砂防等事業 2.5
和歌山県 原日浦地区事業間連携砂防等事業 3.3
和歌山県 平岩地区事業間連携砂防等事業 2.8
和歌山県 早藤5地区事業間連携砂防等事業 2.1
和歌山県 釜郷原1地区事業間連携砂防等事業 4.4
和歌山県 日足2地区事業間連携砂防等事業 11.6
和歌山県 竹原2地区事業間連携砂防等事業 4.3

和歌山県 栄谷2地区まちづくり連携砂防
等事業 5.8

和歌山県 西庄4地区まちづくり連携砂防
等事業 9.2

和歌山県 栄谷地区まちづくり連携砂防等
事業 14.4

和歌山県 園部18地区まちづくり連携砂防
等事業 6.3

鳥取県 杉ヶ谷川事業間連携砂防等事業 1.3
鳥取県 大谷川事業間連携砂防等事業 1.5
鳥取県 尾上原川事業間連携砂防等事業 7.0
島根県 野波D事業間連携砂防等事業 6.2
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都道府県 事業名 B/C
島根県 小三谷川事業間連携砂防等事業 3.8
島根県 蔵谷川事業間連携砂防等事業 1.6
島根県 原の谷川事業間連携砂防等事業 1.1
島根県 小池谷川事業間連携砂防等事業 2.6

島根県 洗川（波田A）事業間連携砂防
等事業 6.0

島根県 上横立下谷川事業間連携砂防等
事業 22.1

島根県 十日市2地区事業間連携砂防等
事業 1.4

岡山県 若宮谷川事業間連携砂防等事業 6.2
岡山県 中組川事業間連携砂防等事業 57.2
岡山県 本谷川事業間連携砂防等事業 51.0
岡山県 寺平川事業間連携砂防等事業 2.6
岡山県 下平地区大規模特定砂防等事業 1.3
広島県 清水川事業間連携砂防等事業 48.6

広島県 戸坂城山川まちづくり連携砂防
等事業 23.8

広島県 大谷川まちづくり連携砂防等事業 94.8

広島県 安川支川16まちづくり連携砂防
等事業 40.5

広島県 大毛寺川支川4まちづくり連携
砂防等事業 20.3

広島県 根谷川支川99まちづくり連携砂
防等事業 38.7

広島県 根谷川支川10まちづくり連携砂
防等事業 20.8

広島県 桐原川支川22まちづくり連携砂
防等事業 11.1

広島県 光明寺川まちづくり連携砂防等
事業 38.1

広島県 小原川まちづくり連携砂防等事業 56.7
広島県 才原川まちづくり連携砂防等事業 15.7
香川県 塚原川事業間連携砂防等事業 6.0

香川県 枇杷の木谷川事業間連携砂防等
事業 3.7

香川県 西川事業間連携砂防等事業 7.0
香川県 宮の尾川事業間連携砂防等事業 10.5

愛媛県 高浜駅東川まちづくり連携砂防
等事業 23.9

愛媛県 高浜4号谷まちづくり連携砂防
等事業 29.4

愛媛県 高浜2号谷まちづくり連携砂防
等事業 22.3

都道府県 事業名 B/C
愛媛県 小川谷まちづくり連携砂防等事業 23.3
愛媛県 亀山川まちづくり連携砂防等事業 7.7
愛媛県 瘤谷川まちづくり連携砂防等事業 7.0

愛媛県 迫田B地区まちづくり連携砂防
等事業 14.1

愛媛県 上谷地区まちづくり連携砂防等
事業 1.9

愛媛県 御殿内地区まちづくり連携砂防
等事業 4.5

愛媛県 与村井地区まちづくり連携砂防
等事業 2.4

高知県 安谷川事業間連携砂防等事業 6.9

高知県 御手洗川（2）事業間連携砂防
等事業 33.8

高知県 青木崎谷川事業間連携砂防等事業 9.7
高知県 犬ヶ谷川事業間連携砂防等事業 3.9

高知県 島中（2）地区事業間連携砂防
等事業 1.2

福岡県 福井谷川事業間連携砂防等事業 6.1
福岡県 三光川事業間連携砂防等事業 5.2
福岡県 鹿狩川事業間連携砂防等事業 2.4
福岡県 夫婦木川事業間連携砂防等事業 21.7
福岡県 北の関川1事業間連携砂防等事業 12.7
福岡県 原谷川事業間連携砂防等事業 9.6
福岡県 船底谷川事業間連携砂防等事業 41.4

福岡県 寒水川（5）事業間連携砂防等
事業 82.4

福岡県 正信川事業間連携砂防等事業 1.01
福岡県 北川右支川事業間連携砂防等事業 7.9
福岡県 北川（2）事業間連携砂防等事業 5.3
福岡県 大黒川事業間連携砂防等事業 6.5

福岡県 平榎（1）地区事業間連携砂防
等事業 4.1

福岡県 平榎（2）地区事業間連携砂防
等事業 1.3

福岡県 平榎（3）地区事業間連携砂防
等事業 1.7

福岡県 女山（2）地区事業間連携砂防
等事業 3.6

福岡県 上坂地区事業間連携砂防等事業 1.1
福岡県 穂坂地区事業間連携砂防等事業 2.4

福岡県 宮ノ尾（a）地区事業間連携砂
防等事業 19.7

福岡県 高須西地区事業間連携砂防等事業 4.4

都道府県 事業名 B/C

福岡県 船越2丁目地区事業間連携砂防
等事業 7.0

大分県 境川大規模特定砂防等事業 3.3
【海岸事業（補助）2件】
静岡県 相良須々木海岸津波対策緊急事業 4.3
愛媛県 成碆海岸津波対策緊急事業 4.4

【下水道事業（補助）23件】

北海道 平岸地区大規模雨水処理施設整
備事業 1.3

福島県 いわき市下水汚泥等利活用事業 1.6

福島県 館取町地区大規模雨水処理施設
整備事業 1.5

栃木県 永野川左岸第1排水区大規模雨
水処理施設整備事業 3.0

千葉県 市川南地区大規模雨水処理施設
整備事業 4.5

千葉県 宮崎排水区下水道床上浸水対策
事業 1.1

千葉県 北部第1地区第1排水区下水道床
上浸水対策事業 1.1

静岡県 追分二丁目地区大規模雨水処理
施設整備事業 1.1

静岡県 大島地区大規模雨水処理施設整
備事業 4.2

愛知県 生棚川排水区大規模雨水処理施
設整備事業 1.4

都道府県 事業名 B/C

三重県 藤水地区ほか大規模雨水処理施
設整備事業 3.0

三重県 阿瀬知排水区大規模雨水処理施
設整備事業 2.0

大阪府 三宝処理区大規模雨水処理施設
整備事業 1.1

兵庫県 大塩地区大規模雨水処理施設整
備事業 1.1

兵庫県 広畑地区大規模雨水処理施設整
備事業 2.5

兵庫県 汐入川左岸地区大規模雨水処理
施設整備事業 2.2

兵庫県 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 3.2

岡山県 倉敷地区大規模雨水処理施設整
備事業 1.8

広島県 三篠・観音地区大規模雨水処理
施設整備事業 3.5

愛媛県 西部浄化センター下水汚泥固形
燃料化事業 1.2

大分県 大分市下水汚泥燃料化事業 1.2
大分県 大分市賀来地区未普及解消事業 1.3

宮崎県 大淀処理場焼却炉代替施設整備
事業 1.3

令和2年度予算に係る新規事業【直轄事業5件、補助事業399件】
都道府県 事業名 B/C
ダム事業（直轄）5件
群馬県 藤原・奈良俣再編ダム再生事業 33.3
長野県 大町ダム等再編事業 9.9
福井県 九頭竜川上流ダム再生事業 2.3
岡山県 旭川中上流ダム再生事業 2.9
徳島県 小見野々ダム再生事業 1.9
河川事業（補助）110件
北海道 伏古別川大規模特定河川事業 2.6
北海道 チマイベツ川大規模特定河川事業 1.3
北海道 月寒川大規模特定河川事業 1.8
北海道 無加川大規模特定河川事業 1.2
北海道 ピウカ川大規模特定河川事業 4.2
北海道 湯の川大規模特定河川事業 6.1
北海道 湯の沢川大規模特定河川事業 6.1

都道府県 事業名 B/C

青森県 高瀬川（七戸川）大規模特定河
川事業 2.6

青森県 十川大規模特定河川事業 1.9
岩手県 木賊川大規模特定河川事業 12.5
岩手県 安比川大規模特定河川事業 1.6
岩手県 南川大規模特定河川事業 14.7
宮城県 雉子尾川大規模特定河川事業 1.9
宮城県 七北田川大規模特定河川事業 12.3
宮城県 南沢川大規模特定河川事業 1.2
秋田県 新城川大規模特定河川事業 2.0
山形県 吉野川大規模特定河川事業 8.7
山形県 湯尻川大規模特定河川事業 1.3
福島県 只見川大規模特定河川事業 1.1
福島県 塩野川大規模特定河川事業 11.8
福島県 濁川大規模特定河川事業 43.0
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都道府県 事業名 B/C
福島県 谷田川大規模特定河川事業 10.0
栃木県 熊川大規模特定河川事業 13.3
群馬県 利根川大規模特定河川事業 6.6
群馬県 休泊川大規模特定河川事業 4.4
千葉県 一宮川大規模特定河川事業 2.0
東京都 神田川大規模特定河川事業 3.4
神奈川県 柏尾川大規模特定河川事業 1.1
神奈川県 山王川大規模特定河川事業 1.2
神奈川県 恩田川大規模特定河川事業 1.1
神奈川県 境川（上流）大規模特定河川事業 22.1
神奈川県 相模川大規模特定河川事業 1.1
神奈川県 小出川大規模特定河川事業 1.4
神奈川県 金目川大規模特定河川事業 64.9
神奈川県 境川（下流）大規模特定河川事業 2.5
神奈川県 帷子川大規模特定河川事業 1.1

神奈川県 五反田川（五反田川放水路）大
規模特定河川事業 6.5

長野県 岡田川大規模特定河川事業 6.7
長野県 駒沢川大規模特定河川事業 24.5
富山県 沖田川大規模特定河川事業 5.8
石川県 米町川大規模特定河川事業 6.2
岐阜県 土岐川大規模特定河川事業 1.4
岐阜県 宮川大規模特定河川事業 3.0
岐阜県 鳥羽川大規模特定河川事業 34.2
静岡県 勝間田川大規模特定河川事業 1.9
静岡県 馬込川大規模特定河川事業 10.1

愛知県 野府川（日光川2号放水路）大
規模特定河川事業 6.0

三重県 木津川大規模特定河川事業 1.3
滋賀県 姉川・高時川大規模特定河川事業 52.4
滋賀県 山賀川大規模特定河川事業 13.6
京都府 鴨川大規模特定河川事業 11.5
京都府 小西川大規模特定河川事業 2.5

大阪府 寝屋川（寝屋川流域調節池）大
規模特定河川事業 8.5

大阪府 恩智川（法善寺遊水地）大規模
特定河川事業 8.5

大阪府 余野川大規模特定河川事業 6.0
大阪府 大川大規模特定河川事業 2.7
大阪府 牛滝川大規模特定河川事業 2.6
大阪府 穂谷川大規模特定河川事業 191.5

兵庫県 新川・東川（統合排水機場）大
規模特定河川事業 12.9

都道府県 事業名 B/C
兵庫県 夢前川大規模特定河川事業 1.2
兵庫県 山根川大規模特定河川事業 26.8
奈良県 曽我川大規模特定河川事業 1.6
奈良県 小金打川大規模特定河川事業 1.2
奈良県 富雄川大規模特定河川事業 3.7
和歌山県 古川大規模特定河川事業 1.7
和歌山県 亀の川大規模特定河川事業 99.5
和歌山県 日方川大規模特定河川事業 54.5
鳥取県 塩見川大規模特定河川事業 1.8
鳥取県 砂田川大規模特定河川事業 3.4
島根県 中川大規模特定河川事業 2.5
岡山県 備中川大規模特定河川事業 49.2
岡山県 滝川大規模特定河川事業 16.8
岡山県 旭川大規模特定河川事業 1.5
山口県 島田川大規模特定河川事業 2.9
山口県 中川大規模特定河川事業 2.2
徳島県 那賀川大規模特定河川事業 1.1
佐賀県 寒水川大規模特定河川事業 3.1
佐賀県 中池江川大規模特定河川事業 5.2
佐賀県 浜川大規模特定河川事業 13.8
長崎県 江ノ浦川大規模特定河川事業 1.1
長崎県 釣道川大規模特定河川事業 2.0
熊本県 白川大規模特定河川事業 1.1
熊本県 潤川大規模特定河川事業 2.6
大分県 山国川大規模特定河川事業 4.0
宮崎県 五十鈴川大規模特定河川事業 1.2
宮崎県 戸高川大規模特定河川事業 5.2
宮崎県 小松川大規模特定河川事業 10.7
宮崎県 広渡川大規模特定河川事業 1.2
宮崎県 三財川大規模特定河川事業 2.7
鹿児島県 大里川大規模特定河川事業 2.5
鹿児島県 大浦川大規模特定河川事業 1.3
鹿児島県 雄川大規模特定河川事業 5.3
鹿児島県 甫木川大規模特定河川事業 6.8
鹿児島県 市山川大規模特定河川事業 1.7
鹿児島県 別府川大規模特定河川事業 2.0
福島県 逢瀬川（上流）事業間連携河川事業 2.0
茨城県 大川事業間連携河川事業 1.1
茨城県 中丸川事業間連携河川事業 2.6
神奈川県 早川事業間連携河川事業 2.0
神奈川県 引地川事業間連携河川事業 1.6
新潟県 鵜川事業間連携河川事業 8.3

都道府県 事業名 B/C
静岡県 坂口谷川事業間連携河川事業 1.3
愛知県 矢作川事業間連携河川事業 19.5

大阪府 大阪広域ブロック事業間連携河
川事業 7.4

大阪府 大阪西部地区（道頓堀川・住吉
川）事業間連携河川事業 7.4

広島県 谷地川事業間連携河川事業 11.2
広島県 手城川事業間連携河川事業 5.0
徳島県 撫養川事業間連携河川事業 2.1
香川県 高松地区事業間連携河川事業 11.7
愛媛県 肱川事業間連携河川事業 2.9
ダム事業（補助）2件
長野県 裾花川流域ダム再生事業 1.2
兵庫県 引原ダム再生事業 4.1
砂防等事業（補助）257件
青森県 小国沢大規模特定砂防等事業 2.6
青森県 目倉石沢大規模特定砂防等事業 2.4

岩手県 天神の沢（4）大規模特定砂防
等事業 20.1

岩手県 尾崎白浜の沢（3）大規模特定
砂防等事業 10.1

岩手県 赤前上の沢（2）大規模特定砂
防等事業 2.2

山形県 織機川大規模特定砂防等事業 5.5
山形県 日向川大規模特定砂防等事業 4.2
山形県 蔵王川大規模特定砂防等事業 2.2
山形県 槙の代地区大規模特定砂防等事業 1.1
福島県 叶津川事業間連携砂防等事業 1.9
茨城県 大塚地区大規模特定砂防等事業 2.6
茨城県 田尻沢大規模特定砂防等事業 2.5
栃木県 河又関根-1事業間連携砂防等事業 5.8
栃木県 付木沢事業間連携砂防等事業 5.4
栃木県 新谷沢事業間連携砂防等事業 5.8
栃木県 西耕地一号沢事業間連携砂防等事業 9.5
栃木県 田町一号沢事業間連携砂防等事業 33.2
栃木県 田町二号沢事業間連携砂防等事業 33.3
栃木県 山中沢事業間連携砂防等事業 3.4
栃木県 馬場沢事業間連携砂防等事業 10.5
栃木県 藤倉沢事業間連携砂防等事業 3.4
栃木県 神谷事業間連携砂防等事業 1.4
群馬県 房坂川事業間連携砂防等事業 5.9
埼玉県 下モ地区大規模特定砂防等事業 7.1
埼玉県 上の山地区大規模特定砂防等事業 3.4

都道府県 事業名 B/C
埼玉県 金崎地区大規模特定砂防等事業 5.4
埼玉県 桜ヶ谷地区大規模特定砂防等事業 3.8
千葉県 白狐川大規模特定砂防等事業 1.9
千葉県 佐久間森地区大規模特定砂防等事業 7.3
千葉県 貝渚事業間連携砂防等事業 5.1
千葉県 市井原事業間連携砂防等事業 6.3
神奈川県 門原沢②事業間連携砂防等事業 2.8

神奈川県 久比里1丁目D事業間連携砂防
等事業 11.6

神奈川県 西浦賀町2丁目B事業間連携砂
防等事業 11.6

神奈川県 岡本1丁目事業間連携砂防等事業 2.3
神奈川県 西久保西事業間連携砂防等事業 4.5
神奈川県 大沢地区大規模特定砂防等事業 5.6
神奈川県 大涌沢地区大規模特定砂防等事業 1.4
山梨県 東沢事業間連携砂防等事業 1.3
山梨県 国見沢事業間連携砂防等事業 1.1
山梨県 大津賀沢事業間連携砂防等事業 2.2
山梨県 下天神沢川事業間連携砂防等事業 5.1
山梨県 矢名沢事業間連携砂防等事業 4.7
山梨県 下谷沢事業間連携砂防等事業 2.1
山梨県 幕沢事業間連携砂防等事業 1.9
山梨県 糠蒔沢事業間連携砂防等事業 1.1
山梨県 唐沢事業間連携砂防等事業 1.4
山梨県 菅口沢事業間連携砂防等事業 2.4
山梨県 吉沢事業間連携砂防等事業 1.6
長野県 くるみ沢地区事業間連携砂防等事業 110.1
長野県 蟹沢地区事業間連携砂防等事業 36.8
長野県 高遠入沢地区事業間連携砂防等事業 1.9
長野県 濁沢川地区大規模特定砂防等事業 5.9
長野県 白川地区大規模特定砂防等事業 4.7
長野県 千石沢地区大規模特定砂防等事業 10.9
長野県 矢ノ口沢地区事業間連携砂防等事業 47.7
長野県 堂平地区事業間連携砂防等事業 10.8
長野県 佛沢地区大規模特定砂防等事業 24.8
長野県 本沢地区事業間連携砂防等事業 77.7
長野県 越ノ前沢地区事業間連携砂防等事業 21.1
長野県 桧沢地区事業間連携砂防等事業 5.5
長野県 島田沢地区大規模特定砂防等事業 10.1
長野県 尾野山地区大規模特定砂防等事業 11.5
長野県 沓掛地区大規模特定砂防等事業 2.0
長野県 西京地区事業間連携砂防等事業 2.4
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都道府県 事業名 B/C
長野県 倉下地区大規模特定砂防等事業 16.2
長野県 八方岩地区大規模特定砂防等事業 2.1
長野県 外沢地区大規模特定砂防等事業 2.2
長野県 追平地区大規模特定砂防等事業 1.8
長野県 法地地区大規模特定砂防等事業 1.9
新潟県 田中川事業間連携砂防等事業 9.7
新潟県 守門川大規模特定砂防等事業 2.2
新潟県 早川大規模特定砂防等事業 1.6
新潟県 武石地区事業間連携砂防等事業 9.0
新潟県 長倉地区事業間連携砂防等事業 14.5
新潟県 長浜地区事業間連携砂防等事業 39.2
富山県 日尾谷川事業間連携砂防等事業 1.8
富山県 尾山大谷川事業間連携砂防等事業 1.3
富山県 沢連地区大規模特定砂防等事業 2.0
富山県 湯地区大規模特定砂防等事業 1.7
富山県 頭川地区大規模特定砂防等事業 2.9
富山県 大松地区事業間連携砂防等事業 2.9

富山県 本江（2）地区事業間連携砂防
等事業 5.7

富山県 惣領（5）地区事業間連携砂防
等事業 2.0

石川県 江津裏谷事業間連携砂防等事業 28.2
石川県 きだん谷地川事業間連携砂防等事業 10.5
石川県 真浦事業間連携砂防等事業 6.5
石川県 洲崎事業間連携砂防等事業 6.2
石川県 珠洲赤神事業間連携砂防等事業 3.9
石川県 後世川大規模特定砂防等事業 32.7
石川県 東山中大規模特定砂防等事業 2.9
岐阜県 乙坂一の谷事業間連携砂防等事業 3.9
岐阜県 別荘洞事業間連携砂防等事業 3.7
岐阜県 戸狩事業間連携砂防等事業 7.7
岐阜県 金子谷事業間連携砂防等事業 8.9
岐阜県 越シケ平谷事業間連携砂防等事業 8.0
岐阜県 吾神事業間連携砂防等事業 44.4
静岡県 勘兵衛沢事業間連携砂防等事業 47.4
静岡県 外神沢事業間連携砂防等事業 27.3
静岡県 上神増沢事業間連携砂防等事業 20.4
静岡県 うなぎ沢事業間連携砂防等事業 20.6
静岡県 気賀天神山沢事業間連携砂防等事業 66.8
静岡県 ニョウロ沢事業間連携砂防等事業 5.4
静岡県 郷島沢事業間連携砂防等事業 5.4
静岡県 谷戸沢右支川事業間連携砂防等事業 2.6

都道府県 事業名 B/C
静岡県 竹原B事業間連携砂防等事業 3.9
静岡県 両島山本事業間連携砂防等事業 1.7

愛知県 御津川第4支川事業間連携砂防
等事業 6.6

愛知県 日沢（Ⅱ）区域事業間連携砂防
等事業 2.1

三重県 小平谷事業間連携砂防等事業 1.8
三重県 大谷川事業間連携砂防等事業 2.0

三重県 奥出の谷（2）事業間連携砂防
等事業 4.7

三重県 西ノ谷事業間連携砂防等事業 7.6
三重県 かぶち谷事業間連携砂防等事業 1.8
三重県 大川事業間連携砂防等事業 6.3
福井県 堀川大規模特定砂防等事業 4.3
福井県 田ノ谷川大規模特定砂防等事業 2.2
福井県 井根谷川事業間連携砂防等事業 15.0
福井県 境ヶ谷川事業間連携砂防等事業 16.3
滋賀県 坪谷川事業間連携砂防等事業 3.5

滋賀県 大君ヶ畑2地区事業間連携砂防
等事業 3.9

京都府 猪ノ谷川事業間連携砂防等事業 23.0
京都府 炭山谷川事業間連携砂防等事業 7.1
京都府 門前川事業間連携砂防等事業 3.3
京都府 イガ口川事業間連携砂防等事業 10.4
大阪府 北川事業間連携砂防等事業 2.7
大阪府 北川支川事業間連携砂防等事業 32.8

大阪府 国分東条第三支渓事業間連携砂
防等事業 8.8

大阪府 千早川支川千早川（7）事業間
連携砂防等事業 21.1

大阪府 父鬼川右第一支川事業間連携砂
防等事業 38.9

大阪府 近木川第一支渓事業間連携砂防
等事業 11.2

大阪府 下大木渓事業間連携砂防等事業 15.2
大阪府 牛滝川右1事業間連携砂防等事業 7.3
兵庫県 高次川（2）事業間連携砂防等事業 81.4
兵庫県 三ツ森谷川事業間連携砂防等事業 3.4
兵庫県 三谷川事業間連携砂防等事業 8.2
兵庫県 山田下谷川事業間連携砂防等事業 5.3
兵庫県 青木川事業間連携砂防等事業 5.5
兵庫県 上ノ谷川事業間連携砂防等事業 43.0
兵庫県 尾鼻川（1）事業間連携砂防等事業 9.0

都道府県 事業名 B/C
兵庫県 大糠川事業間連携砂防等事業 3.6
兵庫県 高瀬川事業間連携砂防等事業 29.2
兵庫県 西山川事業間連携砂防等事業 9.1
兵庫県 浜川事業間連携砂防等事業 18.8
兵庫県 空山川事業間連携砂防等事業 5.4
兵庫県 カンダキ川事業間連携砂防等事業 9.1
兵庫県 鴨内川大規模特定砂防等事業 1.1

兵庫県 大願寺（3）地区事業間連携砂
防等事業 4.3

兵庫県 林崎（2）地区事業間連携砂防
等事業 5.8

奈良県 坪内地区大規模特定砂防等事業 1.9
和歌山県 あたぎ谷川大規模特定砂防等事業 16.4
鳥取県 川上川事業間連携砂防等事業 4.1
鳥取県 上サコ川事業間連携砂防等事業 4.6
鳥取県 日の詰川大規模特定砂防等事業 4.0
鳥取県 虚空蔵谷川大規模特定砂防等事業 1.7
島根県 三保市谷事業間連携砂防等事業 4.3
島根県 大谷川C事業間連携砂防等事業 3.6
島根県 清水谷川事業間連携砂防等事業 10.3
島根県 山崎川事業間連携砂防等事業 14.5
島根県 御田・二事業間連携砂防等事業 5.5
島根県 上三宅谷川事業間連携砂防等事業 3.4
島根県 エビス谷川事業間連携砂防等事業 1.3
島根県 荒磯川事業間連携砂防等事業 2.2
島根県 柳C事業間連携砂防等事業 3.6
島根県 テキレ川事業間連携砂防等事業 4.2
島根県 本郷下谷川事業間連携砂防等事業 2.5
島根県 鳴谷川大規模特定砂防等事業 1.6
島根県 牧ノ谷川大規模特定砂防等事業 1.5
岡山県 光明谷大規模特定砂防等事業 21.0
岡山県 仁堀東谷大規模特定砂防等事業 6.7
岡山県 寺下川大規模特定砂防等事業 7.3
岡山県 原川大規模特定砂防等事業 10.8
岡山県 小角地区大規模特定砂防等事業 2.0
岡山県 土居地区大規模特定砂防等事業 4.7
岡山県 園尾地区大規模特定砂防等事業 4.1
岡山県 天原地区大規模特定砂防等事業 2.4
岡山県 沼地区大規模特定砂防等事業 15.9
山口県 須川地区大規模特定砂防等事業 1.9
徳島県 成戸事業間連携砂防等事業 22.5
徳島県 川瀬事業間連携砂防等事業 2.5

都道府県 事業名 B/C
徳島県 吹事業間連携砂防等事業 2.8
徳島県 西浦事業間連携砂防等事業 18.1
徳島県 柴川事業間連携砂防等事業 2.4
徳島県 柿の尾事業間連携砂防等事業 2.9
徳島県 信正事業間連携砂防等事業 13.8
徳島県 仏子事業間連携砂防等事業 2.1
徳島県 冥地事業間連携砂防等事業 3.5
愛媛県 芹谷川事業間連携砂防等事業 11.6
愛媛県 六塚川事業間連携砂防等事業 26.6
愛媛県 大久保川事業間連携砂防等事業 2.4
愛媛県 西国道川事業間連携砂防等事業 32.6
愛媛県 隅谷川上川事業間連携砂防等事業 12.3
愛媛県 大平川事業間連携砂防等事業 6.7
愛媛県 風呂の奥川事業間連携砂防等事業 4.2

愛媛県 ドウノオク谷川事業間連携砂防
等事業 17.0

愛媛県 七津川事業間連携砂防等事業 4.5
愛媛県 畦屋東川事業間連携砂防等事業 7.2
愛媛県 先新浜川事業間連携砂防等事業 1.3
愛媛県 御三戸北地区事業間連携砂防等事業 8.7
愛媛県 河口東地区事業間連携砂防等事業 5.1
高知県 日浦下地区事業間連携砂防等事業 1.6
高知県 菜切地区事業間連携砂防等事業 2.6
高知県 井窪地区事業間連携砂防等事業 2.8
福岡県 北谷川事業間連携砂防等事業 5.2
福岡県 小川内川事業間連携砂防等事業 9.9
福岡県 下西山川事業間連携砂防等事業 3.4
福岡県 七夕川事業間連携砂防等事業 31.2
福岡県 九折川事業間連携砂防等事業 3.9
福岡県 ロクシ川事業間連携砂防等事業 1.6
福岡県 峯尾川事業間連携砂防等事業 1.8
福岡県 南面里川事業間連携砂防等事業 2.1
福岡県 須田野川事業間連携砂防等事業 3.6
福岡県 川原川事業間連携砂防等事業 4.5
福岡県 油山川事業間連携砂防等事業 51.6
福岡県 四十川2事業間連携砂防等事業 45.7
福岡県 別所谷川事業間連携砂防等事業 3.2

福岡県 今宿谷川（3）事業間連携砂防
等事業 32.1

福岡県 奥田川事業間連携砂防等事業 25.4
福岡県 尾倉谷川事業間連携砂防等事業 47.8
福岡県 提谷川事業間連携砂防等事業 54.2
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都道府県 事業名 B/C
福岡県 志賀島川事業間連携砂防等事業 7.6
福岡県 本村川事業間連携砂防等事業 70.5
福岡県 十籠地区事業間連携砂防等事業 4.0
福岡県 三社下地区事業間連携砂防等事業 9.8
福岡県 椎葉地区事業間連携砂防等事業 4.7
福岡県 柳原地区事業間連携砂防等事業 4.0
佐賀県 井手口川第二事業間連携砂防等事業 2.9
佐賀県 末瀬川事業間連携砂防等事業 6.6
長崎県 矢の平川大規模特定砂防等事業 5.9
長崎県 下長瀬川大規模特定砂防等事業 3.4
長崎県 大野地区事業間連携砂防等事業 51.3
長崎県 白井岳地区事業間連携砂防等事業 2.2
長崎県 星鹿地区大規模特定砂防等事業 4.0
長崎県 木浦原地区大規模特定砂防等事業 1.5
熊本県 本村川2大規模特定砂防等事業 21.1
熊本県 湯舟川大規模特定砂防等事業 1.4
熊本県 高根切川大規模特定砂防等事業 1.4
熊本県 牧の内川大規模特定砂防等事業 16.6
熊本県 新所川1大規模特定砂防等事業 1.6
熊本県 敷川内川第一事業間連携砂防等事業 11.6
熊本県 川内田地区大規模特定砂防等事業 3.8
熊本県 白谷地区大規模特定砂防等事業 1.5
熊本県 筒井地区大規模特定砂防等事業 3.5
大分県 立平谷川事業間連携砂防等事業 2.5
大分県 網代川事業間連携砂防等事業 8.0
大分県 北平川事業間連携砂防等事業 3.1
大分県 平原下川事業間連携砂防等事業 2.3
大分県 板地川大規模特定砂防等事業 9.4
宮崎県 高野谷川事業間連携砂防等事業 41.3
宮崎県 瀬之口川事業間連携砂防等事業 1.6
宮崎県 大藪2地区大規模特定砂防等事業 2.3
鹿児島県 霧島川事業間連携砂防等事業 36.9
鹿児島県 木場谷1事業間連携砂防等事業 4.0
鹿児島県 川添川事業間連携砂防等事業 1.5
鹿児島県 宇都川事業間連携砂防等事業 6.9
鹿児島県 高峯川3事業間連携砂防等事業 6.5
鹿児島県 金ヶ迫1大規模特定砂防等事業 1.5
海岸事業（補助）2件

静岡県 浜松五島海岸海岸保全施設整備
連携事業 9.2

和歌山県 串本海岸海岸保全施設整備連携事業 4.5

都道府県 事業名 B/C
下水道事業（補助）28件

宮城県 仙台駅西口地区大規模雨水処理
施設整備事業 2.2

宮城県 丸森地区大規模雨水処理施設整
備事業 1.03

埼玉県 東岩槻周辺地区大規模雨水処理
施設整備事業 1.1

千葉県 市川南ポンプ場大規模雨水処理
施設整備事業 4.4

千葉県 飯山満川地区大規模雨水処理施
設整備事業 1.4

千葉県 大和田地区ほか大規模雨水処理
施設整備事業 1.1

神奈川県 横浜駅周辺地区大規模雨水処理
施設整備事業 1.4

神奈川県 飯島地区大規模雨水処理施設整
備事業 2.9

神奈川県 三沢川地区大規模雨水処理施設
整備事業 2.5

神奈川県 土橋地区大規模雨水処理施設整
備事業 1.1

神奈川県 厚木排水区大規模雨水処理施設
整備事業 12

新潟県 鳥屋野・万代・下所島排水区大
規模雨水処理施設整備事業 1.03

新潟県 上越処理区大規模雨水処理施設
整備事業 1.3

静岡県 川岸町・渋川地区大規模雨水処
理施設整備事業 3.2

京都府 鳥羽処理区下水道床上浸水対策事業 4.1

京都府 伏見処理区大規模雨水処理施設
整備事業 2.8

京都府 洛南処理区大規模雨水処理施設
整備事業 3.3

大阪府 川面処理区大規模雨水処理施設
整備事業 1.8

兵庫県 神戸駅周辺（神戸駅南地区）地
区下水道床上浸水対策事業 9.3

和歌山県 中島川・松江排水区大規模雨水
処理施設整備事業 2.2

岡山県 今保・白石地区下水道床上浸水
対策事業 1.3

広島県 蔵王地区事業間連携下水道事業 1.2

香川県 中心市街地西部地区大規模雨水
処理施設整備事業 5.7

平成31年度予算に係る新規事業【直轄事業5件、補助事業867件】
都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）1件
福岡県 矢部川総合水系環境整備事業 8.3
ダム事業（直轄）3件
岩手県 北上川上流ダム再生事業 1.2
群馬県 藤原・奈良俣再編ダム再生事業 16.3
宮崎県 岩瀬ダム再生事業 2.2
砂防等事業（直轄）1件
静岡県 天竜川中流直轄地すべり対策事業 3.1
河川事業（補助）144件
北海道 望月寒川大規模特定河川事業 4.4
北海道 堀株川大規模特定河川事業 5.5

北海道 富良野川（分水路）大規模特定
河川事業 1.1

北海道 東八線川大規模特定河川事業 1.1
北海道 釧路川大規模特定河川事業 1.1
北海道 中の川大規模特定河川事業 2.7
北海道 安平川大規模特定河川事業 1.7
北海道 古丹別川大規模特定河川事業 1.5
北海道 利別川大規模特定河川事業 5.4
北海道 秋の川大規模特定河川事業 2.3
北海道 クサンル川大規模特定河川事業 11.5
青森県 金木川大規模特定河川事業 1.21
岩手県 北上川（上流）大規模特定河川事業 1.6
宮城県 長沼川大規模特定河川事業 4.2
秋田県 斉内川大規模特定河川事業 24.38
秋田県 太平川大規模特定河川事業 1.84
山形県 須川大規模特定河川事業 6.7
山形県 大旦川大規模特定河川事業 5.7
福島県 右支夏井川大規模特定河川事業 4.38
茨城県 相野谷川大規模特定河川事業 1.31
茨城県 中丸川大規模特定河川事業 2.65
栃木県 武名瀬川大規模特定河川事業 4.5
栃木県 武子川大規模特定河川事業 2.2

都道府県 事業名 B/C
栃木県 杣井木川大規模特定河川事業 1.2
群馬県 石田川大規模特定河川事業 1.8
埼玉県 綾瀬川大規模特定河川事業 1.548
埼玉県 原市沼川大規模特定河川事業 1.548
埼玉県 中川大規模特定河川事業 6.8447
千葉県 赤目川大規模特定河川事業 1.73
東京都 谷沢川大規模特定河川事業 1.4
東京都 神田川等大規模特定河川事業 4.7
東京都 石神井川大規模特定河川事業 3.5
東京都 境川大規模特定河川事業 2.7
神奈川県 引地川大規模特定河川事業 1.6
山梨県 芦川大規模特定河川事業 45.5
山梨県 鎌田川大規模特定河川事業 5
新潟県 中ノ口川大規模特定河川事業 28.3

新潟県 新井郷川（福島潟）大規模特定
河川事業 2.4

富山県 坪野川大規模特定河川事業 14.5
富山県 鴨川大規模特定河川事業 1.6
岐阜県 境川大規模特定河川事業 3.2
岐阜県 杭瀬川大規模特定河川事業 3.3
静岡県 沼川大規模特定河川事業 3.1
愛知県 広田川大規模特定河川事業 3.9
愛知県 砂川大規模特定河川事業 3.9
愛知県 柳生川大規模特定河川事業 1.81
三重県 相川大規模特定河川事業 25
三重県 神内川大規模特定河川事業 2
福井県 大蓮寺川大規模特定河川事業 7.2
福井県 底喰川大規模特定河川事業 2.1

大阪府 寝屋川北部地下河川大規模特定
河川事業 8.5

兵庫県 加古川（杉原川）大規模特定河
川事業 1.9

兵庫県 津門川大規模特定河川事業 1.5
兵庫県 新川・東川大規模特定河川事業 15.6

都道府県 事業名 B/C

香川県 多肥地区大規模雨水処理施設整
備事業 2.7

香川県 観音寺第2ポンプ場大規模雨水
処理施設整備事業 1.2

福岡県 天神周辺地区大規模雨水処理施
設整備事業 3.3

都道府県 事業名 B/C

佐賀県 佐賀地区大規模雨水処理施設整
備事業 4.9

佐賀県 祐徳門前地区未普及解消事業 1.5
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都道府県 事業名 B/C
兵庫県 明石川大規模特定河川事業 6.3

兵庫県 別府川（水田川）大規模特定河
川事業 5.2

奈良県 町並川大規模特定河川事業 1.5
和歌山県 芳養川大規模特定河川事業 1.3
和歌山県 根来川大規模特定河川事業 16.1
和歌山県 住吉川大規模特定河川事業 38.3
鳥取県 大路川大規模特定河川事業 3.4
鳥取県 水貫川大規模特定河川事業 11
鳥取県 私都川大規模特定河川事業 1.3
島根県 塩冶赤川大規模特定河川事業 10.4
島根県 湯谷川大規模特定河川事業 2.8
岡山県 六間川大規模特定河川事業 18.4
岡山県 小田川大規模特定河川事業 14.1
広島県 福川大規模特定河川事業 8.6
広島県 手城川大規模特定河川事業 5
広島県 内神川大規模特定河川事業 4.5
山口県 南若川大規模特定河川事業 3.4
山口県 阿武川大規模特定河川事業 1.4
山口県 江頭川大規模特定河川事業 5.9
徳島県 宍喰川大規模特定河川事業 16.8
徳島県 福井川大規模特定河川事業 1.7
徳島県 立江川大規模特定河川事業 1.2
徳島県 多々羅川大規模特定河川事業 1.5
香川県 本津川大規模特定河川事業 14.1
香川県 綾川大規模特定河川事業 1.1
香川県 一の谷川大規模特定河川事業 9.8
高知県 安芸川大規模特定河川事業 3.1
高知県 日下川大規模特定河川事業 1.4
福岡県 西川大規模特定河川事業 3.38
福岡県 瑞梅寺川大規模特定河川事業 10.68
福岡県 多々良川大規模特定河川事業 11.41
福岡県 花宗川大規模特定河川事業 14.25
福岡県 山田川大規模特定河川事業 5.64
福岡県 那珂川大規模特定河川事業 10.78
佐賀県 田手川大規模特定河川事業 5.8
佐賀県 松浦川大規模特定河川事業 1.3
佐賀県 晴気川大規模特定河川事業 4.8
佐賀県 西田川大規模特定河川事業 2.8
長崎県 郡川大規模特定河川事業 1.32
長崎県 有喜川大規模特定河川事業 3
熊本県 天明新川大規模特定河川事業 2.2

都道府県 事業名 B/C
熊本県 境川大規模特定河川事業 2
熊本県 大鞘川大規模特定河川事業 8.1
熊本県 黒川大規模特定河川事業 1.1
大分県 山国川大規模特定河川事業 4
大分県 二串川大規模特定河川事業 2.4
大分県 八坂川大規模特定河川事業 1.4
宮崎県 耳川大規模特定河川事業 2.6
宮崎県 横市川大規模特定河川事業 1.1
宮崎県 山田川大規模特定河川事業 1.96
鹿児島県 新川大規模特定河川事業 1.9
鹿児島県 神之川大規模特定河川事業 2.2
北海道 途別川事業間連携河川事業 2.6
青森県 十川事業間連携河川事業 1.86
山形県 誕生川事業間連携河川事業 10.8
福島県 逢瀬川事業間連携河川事業 1.94
福島県 南川事業間連携河川事業 21.38
茨城県 沢渡川事業間連携河川事業 3.99
埼玉県 新方川事業間連携河川事業 2.4398
千葉県 旧江戸川事業間連携河川事業 1.38
千葉県 一宮川事業間連携河川事業 1.99
神奈川県 相模川事業間連携河川事業 1.1
長野県 塚間川事業間連携河川事業 4.4
富山県 地久子川事業間連携河川事業 10.8
富山県 谷内川事業間連携河川事業 12.4
石川県 動橋川事業間連携河川事業 2.8
石川県 高橋川事業間連携河川事業 9.7
岐阜県 金草川事業間連携河川事業 3.8
静岡県 大井川事業間連携河川事業 2.5
静岡県 小潤井川事業間連携河川事業 9.66
静岡県 太田川事業間連携河川事業 43
静岡県 安間川事業間連携河川事業 3.09
愛知県 大田川事業間連携河川事業 3.8
愛知県 天白川事業間連携河川事業 8.9
愛知県 矢作古川事業間連携河川事業 3.9
三重県 志登茂川事業間連携河川事業 19.17
三重県 熊野川事業間連携河川事業 3.1
名古屋市 堀川事業間連携河川事業 2.2
名古屋市 山崎川事業間連携河川事業 12.2
京都府 高野川事業間連携河川事業 5.3
兵庫県 八家川事業間連携河川事業 1.9
奈良県 葛下川事業間連携河川事業 7.5
和歌山県 熊野川事業間連携河川事業 3.1

都道府県 事業名 B/C

高知県 高知地区（舟入川、国分川、下田
川、介良川）事業間連携河川事業 4.3

福岡県 沖端川事業間連携河川事業 11.72
福岡県 塩塚川事業間連携河川事業 4.63
北九州市 紫川事業間連携河川事業 2.8
北九州市 神嶽川事業間連携河川事業 9.4
佐賀県 本庄江事業間連携河川事業 2.5
宮崎県 有水川事業間連携河川事業 5.1
ダム事業（補助）1件
北海道 佐幌ダム再生事業 1.2
砂防等事業（補助）704件
北海道 大曲の沢川事業間連携砂防等事業 2
北海道 右の沢川事業間連携砂防等事業 5.4
北海道 神社川事業間連携砂防等事業 7.3
北海道 山栗川事業間連携砂防等事業 1.2
北海道 外記川事業間連携砂防等事業 1.1
北海道 茂尻元町沢川事業間連携砂防等事業 15.8
北海道 トンナイ川事業間連携砂防等事業 3.2
北海道 山越駅裏沢事業間連携砂防等事業 2.4
北海道 佐主の沢川事業間連携砂防等事業 2.4

北海道 富良野川（2号堰堤）事業間連
携砂防等事業 4.8

北海道 支湧別川事業間連携砂防等事業 4.3
北海道 ペレケ川事業間連携砂防等事業 8.9
北海道 東二号の沢川事業間連携砂防等事業 2.5
北海道 豊里第三事業間連携砂防等事業 33.6
北海道 芦別本町事業間連携砂防等事業 28.4
北海道 南茅部川汲事業間連携砂防等事業 2.5
北海道 厚沢部本町1事業間連携砂防等事業 1.2

北海道 留萌南町4丁目2事業間連携砂防
等事業 1.1

北海道 パンケ新得川大規模特定砂防事業 2
北海道 九号川大規模特定砂防事業 1.9
北海道 ペケレベツ川大規模特定砂防事業 7.6
北海道 芽室川大規模特定砂防事業 7.5
北海道 造林沢川大規模特定砂防事業 7.6
北海道 パンケヌシ川大規模特定砂防事業 1.8
北海道 珊内川大規模特定砂防事業 3.3
青森県 下森合沢事業間連携砂防等事業 6.45
青森県 蔵館沢事業間連携砂防等事業 20.85
青森県 白沢事業間連携砂防等事業 5.58
青森県 郷沢川事業間連携砂防等事業 2.04

都道府県 事業名 B/C
青森県 小湯ノ沢川事業間連携砂防等事業 3.16
青森県 中白糠沢事業間連携砂防等事業 5.65
青森県 南浮田町区域事業間連携砂防等事業 3
岩手県 外水沢事業間連携砂防等事業 8.8
岩手県 岩の目の沢事業間連携砂防等事業 1.2
岩手県 スキー場南沢事業間連携砂防等事業 7.8
岩手県 平笠東沢事業間連携砂防等事業 7
秋田県 オンデの沢事業間連携砂防等事業 3
秋田県 茶の沢川事業間連携砂防等事業 16.7
秋田県 オバコ沢事業間連携砂防等事業 7.2
秋田県 小渕地区事業間連携砂防等事業 1.2
山形県 下荻下沢事業間連携砂防等事業 1.3
山形県 川樋沢4事業間連携砂防等事業 15.1
山形県 釜ノ沢事業間連携砂防等事業 8.2
山形県 不動沢事業間連携砂防等事業 2.5
山形県 大波渡川事業間連携砂防等事業 5.1
山形県 中田事業間連携砂防等事業 5.2
山形県 鴫の谷地地区事業間連携砂防等事業 1.4
山形県 梅ヶ平山地区事業間連携砂防等事業 2.7
山形県 砂沢地区事業間連携砂防等事業 2.2
山形県 赤山地区事業間連携砂防等事業 1.3
福島県 備前作沢事業間連携砂防等事業 28.8
福島県 大作沢事業間連携砂防等事業 19.5
福島県 長沢事業間連携砂防等事業 1.8
福島県 仲折戸沢事業間連携砂防等事業 2.9
茨城県 鍬柄平沢事業間連携砂防等事業 2.4
茨城県 中嶋入沢事業間連携砂防等事業 6
茨城県 立野沢事業間連携砂防等事業 5.3
栃木県 下西の入沢事業間連携砂防等事業 1.3
栃木県 小岩花沢事業間連携砂防等事業 1.1
栃木県 島田沢事業間連携砂防等事業 2.7
栃木県 井戸ノ沢事業間連携砂防等事業 6.8
栃木県 久保入沢事業間連携砂防等事業 12.8
栃木県 大山寺沢事業間連携砂防等事業 6.4
栃木県 天頂上沢事業間連携砂防等事業 1.5
栃木県 柳田沢事業間連携砂防等事業 3.2
栃木県 川東沢三号事業間連携砂防等事業 4.6
栃木県 曲屋沢事業間連携砂防等事業 11.9
栃木県 仲丸事業間連携砂防等事業 4
栃木県 光崎I－A事業間連携砂防等事業 1.5
栃木県 三反畑I－A事業間連携砂防等事業 1.8
群馬県 葦ノ沢事業間連携砂防等事業 3.9
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都道府県 事業名 B/C
群馬県 田城沢事業間連携砂防等事業 35
群馬県 東ノ入沢事業間連携砂防等事業 2.1
群馬県 房川事業間連携砂防等事業 5.2
群馬県 中関地区事業間連携砂防等事業 3.5
群馬県 生須地区事業間連携砂防等事業 1.8
群馬県 関口地区事業間連携砂防等事業 3.3
群馬県 中棚地区事業間連携砂防等事業 3.9

群馬県 高戸谷（老神1）地区事業間連
携砂防等事業 3.8

埼玉県 川俣事業間連携砂防等事業 5.9
埼玉県 下モ事業間連携砂防等事業 3.05
千葉県 大川事業間連携砂防等事業 2.1
千葉県 平群事業間連携砂防等事業 4.6
千葉県 吉沢事業間連携砂防等事業 3.3
千葉県 東事業間連携砂防等事業 4.5
千葉県 山中事業間連携砂防等事業 2.2
千葉県 天津2事業間連携砂防等事業 2
神奈川県 エンマの沢事業間連携砂防等事業 25.6
神奈川県 吉ノ沢事業間連携砂防等事業 5.1
神奈川県 瀬戸沢事業間連携砂防等事業 11.6
神奈川県 早雲山事業間連携砂防等事業 4.7
神奈川県 東逸見町E事業間連携砂防等事業 18.6
神奈川県 道中事業間連携砂防等事業 4.7

神奈川県 ハイランド1丁目B事業間連携
砂防等事業 2.5

山梨県 日川（塩山）事業間連携砂防等事業 6.8
山梨県 中の入沢事業間連携砂防等事業 1.4
山梨県 天狗沢事業間連携砂防等事業 2.4
山梨県 身延川事業間連携砂防等事業 1.8
山梨県 南俣川－2事業間連携砂防等事業 16.3
山梨県 下川事業間連携砂防等事業 1.4
山梨県 小沢川事業間連携砂防等事業 3.4
山梨県 滝の沢川事業間連携砂防等事業 2.6
山梨県 平久住沢事業間連携砂防等事業 1.4
山梨県 西沢川事業間連携砂防等事業 3.3
山梨県 芦沢川事業間連携砂防等事業 9.4
山梨県 柳原沢事業間連携砂防等事業 2.6
山梨県 朝沢事業間連携砂防等事業 32.3
山梨県 七里岩事業間連携砂防等事業 4
山梨県 押手沢事業間連携砂防等事業 1.4
山梨県 天神林事業間連携砂防等事業 2.8
山梨県 横道事業間連携砂防等事業 4.3

都道府県 事業名 B/C
山梨県 西根熊事業間連携砂防等事業 1.5
山梨県 彦田の3事業間連携砂防等事業 1.8
長野県 丸山沢事業間連携砂防等事業 2.2
長野県 所沢事業間連携砂防等事業 8.2
長野県 大森沢事業間連携砂防等事業 5.9
長野県 秋山沢事業間連携砂防等事業 2.9
長野県 大月川事業間連携砂防等事業 5.5
長野県 栃木川事業間連携砂防等事業 72.9
長野県 御屋敷の沢事業間連携砂防等事業 4.7
長野県 此入沢事業間連携砂防等事業 4
長野県 四泊川事業間連携砂防等事業 5.6
長野県 上手沢事業間連携砂防等事業 37.1
長野県 内の山沢事業間連携砂防等事業 4.9
長野県 大沢川事業間連携砂防等事業 33.6
長野県 栃久保川事業間連携砂防等事業 26.1
長野県 前島川大規模特定砂防事業 13.7
長野県 矢の沢事業間連携砂防等事業 2.7
長野県 唐沢川事業間連携砂防等事業 15.4
長野県 楡沢事業間連携砂防等事業 79.6
長野県 栗代川大規模特定砂防事業 2.9
長野県 小池沢大規模特定砂防事業 4.5
長野県 大古川事業間連携砂防等事業 6.6
長野県 中の村沢事業間連携砂防等事業 2.6
長野県 尻平沢事業間連携砂防等事業 1.8
長野県 大沢事業間連携砂防等事業 2.6
長野県 万郡沢事業間連携砂防等事業 91.1
長野県 ゼンメイ沢事業間連携砂防等事業 8.3
長野県 川鳥沢事業間連携砂防等事業 9.3
長野県 馬沢事業間連携砂防等事業 1.7
長野県 海岸寺沢事業間連携砂防等事業 11.6
長野県 樽沢川事業間連携砂防等事業 20.4
長野県 内の巻川事業間連携砂防等事業 2.2
長野県 西の入事業間連携砂防等事業 25.4
長野県 寒沢事業間連携砂防等事業 20.1
長野県 蛇抜沢事業間連携砂防等事業 23.5
長野県 田草川事業間連携砂防等事業 15.3
長野県 戸立沢事業間連携砂防等事業 6.6
長野県 横湯川事業間連携砂防等事業 17.3
長野県 滝の沢事業間連携砂防等事業 8.1
長野県 知見寺沢事業間連携砂防等事業 12.7
長野県 栃平沢事業間連携砂防等事業 4.3
長野県 芦澤事業間連携砂防等事業 2.7

都道府県 事業名 B/C
長野県 ビャクボ沢事業間連携砂防等事業 14.2
長野県 月岡沢事業間連携砂防等事業 5
長野県 長見山沢北事業間連携砂防等事業 18.9
長野県 栂池沢事業間連携砂防等事業 2.9
長野県 堂の沢事業間連携砂防等事業 1.6
長野県 北湯原沢事業間連携砂防等事業 2
長野県 矢沢事業間連携砂防等事業 1.5
長野県 段ノ原沢事業間連携砂防等事業 5.4
長野県 引の田地区事業間連携砂防等事業 2.5
長野県 浅川南部地区事業間連携砂防等事業 18.2
長野県 落合地区事業間連携砂防等事業 11.7
長野県 高鼻地区事業間連携砂防等事業 3.5
長野県 峯方下地区事業間連携砂防等事業 1.1
長野県 栂池地区事業間連携砂防等事業 1.6
長野県 黒倉地区事業間連携砂防等事業 1.8
長野県 市場1号地区事業間連携砂防等事業 3.2
長野県 大沢地区事業間連携砂防等事業 2
長野県 神久地区事業間連携砂防等事業 5.5
長野県 虫尾地区事業間連携砂防等事業 1.1
長野県 村山地区事業間連携砂防等事業 9.3
長野県 大河地区事業間連携砂防等事業 1.7
長野県 福島地区事業間連携砂防等事業 3.8
新潟県 下の沢川事業間連携砂防等事業 2.7
新潟県 乙吉川事業間連携砂防等事業 2.7
新潟県 水上川1事業間連携砂防等事業 12.4
新潟県 峠沢事業間連携砂防等事業 24.1
新潟県 日尻沢事業間連携砂防等事業 5.5
新潟県 土口川事業間連携砂防等事業 30
新潟県 水頭川事業間連携砂防等事業 2.9
新潟県 品木沢事業間連携砂防等事業 2
新潟県 中里大門川事業間連携砂防等事業 11.5
新潟県 澄川事業間連携砂防等事業 3.8
新潟県 北山川事業間連携砂防等事業 6.6
新潟県 南沢事業間連携砂防等事業 3.4
新潟県 筒石川事業間連携砂防等事業 3.5
新潟県 丹原川事業間連携砂防等事業 3.3
新潟県 十二社川事業間連携砂防等事業 9.9
新潟県 矢代川事業間連携砂防等事業 4.8
新潟県 焼山川事業間連携砂防等事業 19.3
新潟県 火打山川事業間連携砂防等事業 3.2
新潟県 五十島地区事業間連携砂防等事業 22.9
新潟県 朝日川地区事業間連携砂防等事業 6.6

都道府県 事業名 B/C
新潟県 寺泊地区事業間連携砂防等事業 70.2
新潟県 虫野地区事業間連携砂防等事業 20.3
新潟県 松之山地区事業間連携砂防等事業 3.9
新潟県 小谷地区事業間連携砂防等事業 1.4
新潟県 峠地区事業間連携砂防等事業 2.2
新潟県 木和田原事業間連携砂防等事業 6.4
新潟県 久木太事業間連携砂防等事業 5.8
新潟県 須川南地区事業間連携砂防等事業 1.3
新潟県 武能地区事業間連携砂防等事業 24.3
新潟県 向山地区事業間連携砂防等事業 2.6
新潟県 他屋ノ上地区事業間連携砂防等事業 45.1
新潟県 十菅平地区事業間連携砂防等事業 43.8

新潟県 鳥屋・倉下地区事業間連携砂防
等事業 3.8

新潟県 青ぬけ地区事業間連携砂防等事業 1.1
富山県 野積川事業間連携砂防等事業 2
富山県 百瀬川事業間連携砂防等事業 2.5
富山県 谷内谷事業間連携砂防等事業 1.17
富山県 二上（3）事業間連携砂防等事業 23.7
富山県 二上（2）事業間連携砂防等事業 10.3
富山県 山川事業間連携砂防等事業 7.64
富山県 打尾川事業間連携砂防等事業 2.7
富山県 池川事業間連携砂防等事業 2.26
富山県 太美谷事業間連携砂防等事業 3.4
富山県 後谷（2）事業間連携砂防等事業 3.97

富山県 田川谷内川（2）事業間連携砂
防等事業 4.31

富山県 内山事業間連携砂防等事業 1.51
富山県 下横尾谷事業間連携砂防等事業 7.89
富山県 石谷川事業間連携砂防等事業 1.4
富山県 内生谷西沢事業間連携砂防等事業 15.89
富山県 寺谷敷谷川事業間連携砂防等事業 5.29
富山県 浦谷川事業間連携砂防等事業 9.47
富山県 西谷川事業間連携砂防等事業 2.5
富山県 片地事業間連携砂防等事業 1.5
富山県 上坂谷事業間連携砂防等事業 3.4
富山県 下嵐谷事業間連携砂防等事業 1.42
富山県 石戸前谷事業間連携砂防等事業 3.7
富山県 雑穀谷事業間連携砂防等事業 3
富山県 大岩川事業間連携砂防等事業 2.41
富山県 小豆谷事業間連携砂防等事業 2.5
富山県 諏訪町地区事業間連携砂防等事業 2.14
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都道府県 事業名 B/C
富山県 北山地区事業間連携砂防等事業 1.88
富山県 長坂地区事業間連携砂防等事業 2.2
富山県 坪野地区事業間連携砂防等事業 1.3
富山県 大島地区事業間連携砂防等事業 2.9
石川県 吉野下川事業間連携砂防等事業 2.4
石川県 三坂中事業間連携砂防等事業 2.5
石川県 三坂下事業間連携砂防等事業 2.2

石川県 犀川GB（高尾川）事業間連携
砂防等事業 35.1

石川県 袋板屋川事業間連携砂防等事業 16.4
石川県 本土寺川事業間連携砂防等事業 21.9
石川県 小江添沢事業間連携砂防等事業 6.2
石川県 此木2号事業間連携砂防等事業 5.6
石川県 波並2号事業間連携砂防等事業 5.4
石川県 宅田川事業間連携砂防等事業 5
石川県 土口川2号事業間連携砂防等事業 21.8
石川県 泥ノ木事業間連携砂防等事業 3.8
石川県 桑島事業間連携砂防等事業 10.1
石川県 松尾事業間連携砂防等事業 8.3
石川県 石休場事業間連携砂防等事業 3.3
石川県 中斉事業間連携砂防等事業 3
石川県 中平事業間連携砂防等事業 2.6
石川県 東山事業間連携砂防等事業 1.7
石川県 北河内事業間連携砂防等事業 9.3
石川県 上麦口事業間連携砂防等事業 3.5
石川県 比良事業間連携砂防等事業 2.4
石川県 杉平3号事業間連携砂防等事業 4.1
石川県 馬渡事業間連携砂防等事業 1.3
石川県 真浦2号事業間連携砂防等事業 2.5
岐阜県 志津北谷事業間連携砂防等事業 52.8
岐阜県 上ノ谷事業間連携砂防等事業 1.5
岐阜県 滝根谷事業間連携砂防等事業 2.2
岐阜県 亀野谷事業間連携砂防等事業 39.8
岐阜県 寺洞事業間連携砂防等事業 12.1
岐阜県 寺ヶ洞事業間連携砂防等事業 2.6
岐阜県 中河原谷事業間連携砂防等事業 7.5
岐阜県 蓮原川事業間連携砂防等事業 3.1
岐阜県 高垣洞事業間連携砂防等事業 28.1
岐阜県 広島上谷事業間連携砂防等事業 5.4
岐阜県 黒田川事業間連携砂防等事業 2.2
岐阜県 コブトチ谷事業間連携砂防等事業 10
岐阜県 新田洞谷事業間連携砂防等事業 3

都道府県 事業名 B/C
岐阜県 洞野川事業間連携砂防等事業 4.6
岐阜県 洞ノ口谷事業間連携砂防等事業 6.1
岐阜県 乙原事業間連携砂防等事業 1.9
岐阜県 樫事業間連携砂防等事業 2.9
岐阜県 町1事業間連携砂防等事業 3.4
岐阜県 森2事業間連携砂防等事業 1.9
岐阜県 腰細1事業間連携砂防等事業 1.8
岐阜県 舟野事業間連携砂防等事業 4.9
岐阜県 瓜巣4事業間連携砂防等事業 1.6
静岡県 西の平沢事業間連携砂防等事業 10.1
静岡県 芋堀寺沢事業間連携砂防等事業 27.1
静岡県 土井戸南沢事業間連携砂防等事業 7.3
静岡県 湯谷北沢事業間連携砂防等事業 7.8
静岡県 口坂本事業間連携砂防等事業 2.2
静岡県 口坂本No.2事業間連携砂防等事業 1.8
静岡県 上西之谷事業間連携砂防等事業 4.4
静岡県 竹原事業間連携砂防等事業 5.2
静岡県 原事業間連携砂防等事業 2.1
静岡県 水川橋向事業間連携砂防等事業 1.6
静岡県 平松藪下B事業間連携砂防等事業 2.6
静岡県 下平田事業間連携砂防等事業 1.8

愛知県 水野川第12支川事業間連携砂防
等事業 3.51

愛知県 男川第7支川事業間連携砂防等事業 2.2

愛知県 竜泉寺川第6支川事業間連携砂
防等事業 3.68

愛知県 竜泉寺川第1支川事業間連携砂
防等事業 3.69

愛知県 山綱川第6支川事業間連携砂防
等事業 12.8

愛知県 駒山川事業間連携砂防等事業 10.2
愛知県 井戸川沢事業間連携砂防等事業 2.7

愛知県 小田木川第6支川事業間連携砂
防等事業 6.8

愛知県 力石川第7支川事業間連携砂防
等事業 4

愛知県 矢作川第79支川事業間連携砂防
等事業 4.2

愛知県 松久保沢事業間連携砂防等事業 2.22

愛知県 飯野川第13支川事業間連携砂防
等事業 2.6

愛知県 田津原川事業間連携砂防等事業 1.13
愛知県 井戸川事業間連携砂防等事業 2.2

都道府県 事業名 B/C
愛知県 中村沢事業間連携砂防等事業 1.9
愛知県 平野川事業間連携砂防等事業 2
愛知県 洞ノ沢事業間連携砂防等事業 2.2

愛知県 真立川第12支川事業間連携砂防
等事業 2.8

愛知県 東林沢事業間連携砂防等事業 2.5

愛知県 御津川第5支川事業間連携砂防
等事業 3.3

愛知県 御津川第11支川事業間連携砂防
等事業 5.3

愛知県 山崎沢事業間連携砂防等事業 4.7
愛知県 乗小路沢事業間連携砂防等事業 6.5
愛知県 金野川事業間連携砂防等事業 2.2
愛知県 中村区域事業間連携砂防等事業 1.6
愛知県 豊ノ沢区域事業間連携砂防等事業 1.3
愛知県 棚口区域事業間連携砂防等事業 1.6
愛知県 名木下区域事業間連携砂防等事業 1.4
愛知県 平区域事業間連携砂防等事業 2.8
三重県 雨東谷事業間連携砂防等事業 2.5
三重県 桑谷川事業間連携砂防等事業 3.1
三重県 小滝川事業間連携砂防等事業 2.9
三重県 青川事業間連携砂防等事業 2.9
福井県 毘紗川事業間連携砂防等事業 5.2
福井県 清水川事業間連携砂防等事業 33.4
福井県 神谷川事業間連携砂防等事業 14
福井県 秋夜谷川事業間連携砂防等事業 34.4
福井県 寺地地区事業間連携砂防等事業 1.7
滋賀県 榎川支流事業間連携砂防等事業 6.1
滋賀県 中手川事業間連携砂防等事業 2.3
滋賀県 清水谷事業間連携砂防等事業 3.9
滋賀県 嶺上谷川事業間連携砂防等事業 6.4
滋賀県 本谷川事業間連携砂防等事業 20.3
滋賀県 畑谷事業間連携砂防等事業 3
滋賀県 川相地区事業間連携砂防等事業 14.2
京都府 北川事業間連携砂防等事業 10.9
京都府 大町谷川事業間連携砂防等事業 3.5
京都府 篠原西一谷川事業間連携砂防等事業 3.5
京都府 上北谷川事業間連携砂防等事業 9.1
京都府 草生川事業間連携砂防等事業 13.3
京都府 谷山川事業間連携砂防等事業 2.2
京都府 シシ伏川事業間連携砂防等事業 2.7
京都府 切山事業間連携砂防等事業 3.7

都道府県 事業名 B/C
京都府 長江事業間連携砂防等事業 2.5
大阪府 才ノ本川事業間連携砂防等事業 94.1

大阪府 石見川第六支渓事業間連携砂防
等事業 1.9

大阪府 松尾川左第5支川事業間連携砂
防等事業 6.9

大阪府 二釜南事業間連携砂防等事業 1.1

大阪府 石川右第7支渓事業間連携砂防
等事業 1.8

大阪府 金熊寺川第5支渓事業間連携砂
防等事業 5.5

兵庫県 柏原東谷川事業間連携砂防等事業 6.6
兵庫県 不動ヶ谷川事業間連携砂防等事業 7.7
兵庫県 滝谷川（2）事業間連携砂防等事業 19
兵庫県 古瀬畑川事業間連携砂防等事業 14.5
兵庫県 岡崎川事業間連携砂防等事業 34.7
兵庫県 サスルキ谷川事業間連携砂防等事業 3.9
兵庫県 菅原町2川事業間連携砂防等事業 23.5
兵庫県 樋の谷川事業間連携砂防等事業 5.5
兵庫県 平田川事業間連携砂防等事業 8.5
兵庫県 中道川事業間連携砂防等事業 10.6
兵庫県 奥川事業間連携砂防等事業 14
兵庫県 赤崎川事業間連携砂防等事業 11.2
兵庫県 ササンベ川事業間連携砂防等事業 5.5
兵庫県 寺の上川事業間連携砂防等事業 64.6
兵庫県 文室谷川事業間連携砂防等事業 16.8
兵庫県 奥山川事業間連携砂防等事業 7.9
兵庫県 段山川事業間連携砂防等事業 3.1
兵庫県 道久谷川事業間連携砂防等事業 7
兵庫県 上油利川事業間連携砂防等事業 8.4
兵庫県 飛吉谷川事業間連携砂防等事業 2.6
兵庫県 三宅川事業間連携砂防等事業 96.3
兵庫県 外野地区事業間連携砂防等事業 2.1
兵庫県 西本村地区事業間連携砂防等事業 4.5

兵庫県 下秋里（2）地区事業間連携砂
防等事業 3.4

兵庫県 岩屋（1）地区事業間連携砂防
等事業 4.3

兵庫県 丹東（2）地区事業間連携砂防
等事業 9.1

兵庫県 長谷（1）地区事業間連携砂防
等事業 5.7

奈良県 鍛冶屋谷事業間連携砂防等事業 1.1



185 186

都道府県 事業名 B/C
奈良県 折立地区事業間連携砂防等事業 1.5
和歌山県 有田川事業間連携砂防等事業 1.3
和歌山県 井の口谷川事業間連携砂防等事業 15.4
和歌山県 宮本谷川事業間連携砂防等事業 2.4
和歌山県 梅本川事業間連携砂防等事業 3
和歌山県 土生川事業間連携砂防等事業 2.4
和歌山県 老星谷川事業間連携砂防等事業 2
和歌山県 石の谷川事業間連携砂防等事業 5
和歌山県 庵の谷川事業間連携砂防等事業 3.1
和歌山県 谷奥谷川事業間連携砂防等事業 16.6
和歌山県 七兵衛谷川事業間連携砂防等事業 2.2
和歌山県 槇谷川事業間連携砂防等事業 1.2
和歌山県 萩の谷川事業間連携砂防等事業 13.2
和歌山県 フケ小路谷川事業間連携砂防等事業 19.8
和歌山県 地蔵谷川事業間連携砂防等事業 3.8
和歌山県 寺風呂谷川事業間連携砂防等事業 14.2
和歌山県 星川地区事業間連携砂防等事業 4.1
和歌山県 上古沢地区事業間連携砂防等事業 3.5
和歌山県 最上地区事業間連携砂防等事業 2.1
和歌山県 別所地区事業間連携砂防等事業 5.8
和歌山県 梅本地区事業間連携砂防等事業 1.9
和歌山県 上六川地区事業間連携砂防等事業 11.9
和歌山県 西ヶ峰地区事業間連携砂防等事業 2.8
和歌山県 長野地区事業間連携砂防等事業 8
和歌山県 東地区事業間連携砂防等事業 6
和歌山県 伏拝地区事業間連携砂防等事業 13.9
鳥取県 山ノ谷川事業間連携砂防等事業 13
鳥取県 見生寺谷川事業間連携砂防等事業 11.8
鳥取県 石谷川事業間連携砂防等事業 7.5
鳥取県 宮ノ谷川事業間連携砂防等事業 21
鳥取県 音谷川事業間連携砂防等事業 8.7
鳥取県 竹内谷川事業間連携砂防等事業 5.1
鳥取県 宮の奥川事業間連携砂防等事業 3.4
鳥取県 穂見川大規模特定砂防事業 3.8
鳥取県 宮塚谷川事業間連携砂防等事業 42
鳥取県 林ノ谷川事業間連携砂防等事業 12.6
鳥取県 ツツミ谷川事業間連携砂防等事業 4.1
鳥取県 高宮谷川事業間連携砂防等事業 16.9
鳥取県 江浪谷川大規模特定砂防事業 1.2
鳥取県 下曹源寺谷川事業間連携砂防等事業 9.1
鳥取県 黒川谷川事業間連携砂防等事業 6.1
鳥取県 加勢蛇川大規模特定砂防事業 2.1

都道府県 事業名 B/C
鳥取県 武王谷川事業間連携砂防等事業 2.2
鳥取県 森脇川事業間連携砂防等事業 3
鳥取県 佐陀川大規模特定砂防事業 2.7
鳥取県 西原i事業間連携砂防等事業 32.6
鳥取県 牛ノ尾川事業間連携砂防等事業 4.1
鳥取県 狐﨏事業間連携砂防等事業 12.1
鳥取県 荒田川事業間連携砂防等事業 1.8
鳥取県 東山川事業間連携砂防等事業 2.3
島根県 西の谷川事業間連携砂防等事業 12.6
島根県 間野川事業間連携砂防等事業 14
島根県 大庭川事業間連携砂防等事業 2.63
島根県 仏谷川事業間連携砂防等事業 8
島根県 中原谷川事業間連携砂防等事業 4.2
島根県 湯屋谷川事業間連携砂防等事業 3.2
島根県 大谷地区事業間連携砂防等事業 8
島根県 深山地区事業間連携砂防等事業 10.4
島根県 北垣地区事業間連携砂防等事業 4.8
島根県 旭が丘地区事業間連携砂防等事業 19.3
島根県 高野地区事業間連携砂防等事業 50
島根県 中遠田地区事業間連携砂防等事業 13
島根県 熊子地区事業間連携砂防等事業 4
島根県 雨の浜1地区事業間連携砂防等事業 3.3
岡山県 下田土谷川事業間連携砂防等事業 5.3
岡山県 家元谷川事業間連携砂防等事業 3.7
岡山県 富阪下川事業間連携砂防等事業 5.9
岡山県 谷本川事業間連携砂防等事業 4.8
岡山県 久賀川事業間連携砂防等事業 39.1
岡山県 杉原谷川事業間連携砂防等事業 3.2
岡山県 黒谷川事業間連携砂防等事業 4.6
岡山県 平福上谷事業間連携砂防等事業 7.7
広島県 大草谷川事業間連携砂防等事業 2
広島県 宇佐谷川事業間連携砂防等事業 3.1
広島県 小僧津川事業間連携砂防等事業 1.7
広島県 荒谷川事業間連携砂防等事業 6.1
広島県 伊勢坊谷川事業間連携砂防等事業 2
広島県 中の村川4号事業間連携砂防等事業 17.6
広島県 便坂川事業間連携砂防等事業 1.9
広島県 奥之谷川事業間連携砂防等事業 42.1
広島県 毛保川事業間連携砂防等事業 6.5
広島県 大井東下谷川事業間連携砂防等事業 2.2
広島県 光明寺川事業間連携砂防等事業 27.4
広島県 長野川支川事業間連携砂防等事業 14.2

都道府県 事業名 B/C
広島県 滝の川事業間連携砂防等事業 9.7
広島県 大砂川事業間連携砂防等事業 8.9
広島県 道秀原川事業間連携砂防等事業 16.1
広島県 安芸ヶ丘北川事業間連携砂防等事業 7.9
広島県 奥畑川支川19事業間連携砂防等事業 8.2
広島県 上峠川事業間連携砂防等事業 3.9
広島県 八幡川事業間連携砂防等事業 2.6
広島県 海見山川事業間連携砂防等事業 2.3
広島県 寺戸下川事業間連携砂防等事業 24
広島県 中須賀川事業間連携砂防等事業 6.5
広島県 西野下奥谷事業間連携砂防等事業 20.8
広島県 忍川事業間連携砂防等事業 4.3

広島県 下領家右下谷①事業間連携砂防
等事業 3.13

広島県 根谷川支川9事業間連携砂防等事業 2.8
広島県 横見川右支事業間連携砂防等事業 19.5
広島県 右平川事業間連携砂防等事業 3.55
広島県 千同川事業間連携砂防等事業 21.6
広島県 平林川事業間連携砂防等事業 5.38
広島県 中野東北川事業間連携砂防等事業 9.6

広島県 御手洗川支川18事業間連携砂防
等事業 7.5

広島県 火の山川事業間連携砂防等事業 4.9
広島県 天神川事業間連携砂防等事業 5.5
広島県 陰平川事業間連携砂防等事業 16.6
広島県 丹屋奥谷西川事業間連携砂防等事業 16.2
広島県 神宮寺川事業間連携砂防等事業 7.22
広島県 五郎谷川事業間連携砂防等事業 7.15
広島県 ハタガミ川事業間連携砂防等事業 10.4
広島県 中小坪川事業間連携砂防等事業 7.6
広島県 栃木川事業間連携砂防等事業 2.9
山口県 沖ノ原谷川事業間連携砂防等事業 1.91
山口県 大久保渓流事業間連携砂防等事業 1.57
山口県 峪東谷川事業間連携砂防等事業 1.79

山口県 右田ヶ岳中谷川事業間連携砂防
等事業 13.44

山口県 石原南谷川事業間連携砂防等事業 12.38
山口県 東豊井川事業間連携砂防等事業 13.7
山口県 曽根南川事業間連携砂防等事業 4
山口県 吉部野下中川事業間連携砂防等事業 1.6
山口県 玉江浦川事業間連携砂防等事業 54.4
山口県 蔵屋渓流事業間連携砂防等事業 2.7

都道府県 事業名 B/C
山口県 牛地1川事業間連携砂防等事業 29.1
山口県 徳神1事業間連携砂防等事業 9
山口県 小方南川事業間連携砂防等事業 5
山口県 神領南川事業間連携砂防等事業 24.5
山口県 生見渓流事業間連携砂防等事業 1.8
山口県 杭名川事業間連携砂防等事業 15.3
山口県 大向川事業間連携砂防等事業 7.56
山口県 萩原北川事業間連携砂防等事業 3.29
山口県 小杉北川事業間連携砂防等事業 5.9
山口県 萩原北下川事業間連携砂防等事業 9.04
山口県 松ヶ瀬川事業間連携砂防等事業 2.81
山口県 大町川事業間連携砂防等事業 9.06
山口県 下中小野川事業間連携砂防等事業 3.66
山口県 下中小野渓流事業間連携砂防等事業 1.92
山口県 西本谷大川事業間連携砂防等事業 9.38
山口県 平原川事業間連携砂防等事業 70.53
山口県 須通東川事業間連携砂防等事業 1.47
山口県 奥迫川事業間連携砂防等事業 3.84
山口県 水上南側沢事業間連携砂防等事業 81.33
山口県 轡井南川事業間連携砂防等事業 2
山口県 谷井渓流事業間連携砂防等事業 2.19
山口県 温田西川事業間連携砂防等事業 53.72
山口県 珠の浦川事業間連携砂防等事業 18.01
山口県 宇賀本郷西川事業間連携砂防等事業 8.3
山口県 新造谷川事業間連携砂防等事業 3.8
徳島県 高森東谷事業間連携砂防等事業 19.9
徳島県 前山谷事業間連携砂防等事業 7.9
徳島県 鳥ヶ丸谷事業間連携砂防等事業 1.5
徳島県 芋場谷事業間連携砂防等事業 1.1
徳島県 汐谷3号谷事業間連携砂防等事業 24.5
徳島県 谷口局谷事業間連携砂防等事業 5.4
徳島県 水神谷事業間連携砂防等事業 26.9
徳島県 松ノ木谷事業間連携砂防等事業 4.8
徳島県 谷口カゲ事業間連携砂防等事業 1.8
徳島県 葛城事業間連携砂防等事業 6.7
徳島県 西傍示事業間連携砂防等事業 2
徳島県 桑内事業間連携砂防等事業 3.9
徳島県 光兼事業間連携砂防等事業 9.1
徳島県 粟山事業間連携砂防等事業 1.6
徳島県 京上事業間連携砂防等事業 18
徳島県 久保事業間連携砂防等事業 11.2
徳島県 有瀬事業間連携砂防等事業 1.9



187 188

都道府県 事業名 B/C
徳島県 中尾事業間連携砂防等事業 1.9
香川県 大多尾川事業間連携砂防等事業 3.6
香川県 津柳八の谷川事業間連携砂防等事業 2
香川県 亀屋川事業間連携砂防等事業 18.4
香川県 岩崎川事業間連携砂防等事業 4.8
香川県 池田川事業間連携砂防等事業 20.8
香川県 弓池川事業間連携砂防等事業 4.9
香川県 西堀切川事業間連携砂防等事業 22.3

香川県 森窪（3）地区事業間連携砂防
等事業 1.8

香川県 西谷地区事業間連携砂防等事業 2.3
愛媛県 不老谷川事業間連携砂防等事業 12.7
愛媛県 和霊谷川事業間連携砂防等事業 7
愛媛県 米山川事業間連携砂防等事業 14.7
愛媛県 園地川事業間連携砂防等事業 18.6
愛媛県 イモホリ川事業間連携砂防等事業 33.2
愛媛県 富岡川事業間連携砂防等事業 1.5
愛媛県 西上浜川事業間連携砂防等事業 3.5
愛媛県 本谷川事業間連携砂防等事業 10.4
愛媛県 大内野川事業間連携砂防等事業 13.3
愛媛県 中ノ谷川事業間連携砂防等事業 30.9
愛媛県 右馬ノ地川事業間連携砂防等事業 2.6
愛媛県 十郎谷川事業間連携砂防等事業 3.9

愛媛県 フロノオク谷川事業間連携砂防
等事業 3.1

愛媛県 馬越川事業間連携砂防等事業 3.3
愛媛県 上谷川事業間連携砂防等事業 1.8
愛媛県 瀬戸南川事業間連携砂防等事業 2.7
愛媛県 中間下川事業間連携砂防等事業 1.7
愛媛県 松ノ木川事業間連携砂防等事業 7.1
愛媛県 長早川事業間連携砂防等事業 9.5
愛媛県 南蔵貫浦川事業間連携砂防等事業 19.6
愛媛県 堂面川事業間連携砂防等事業 38.9
愛媛県 山口川事業間連携砂防等事業 13.2
愛媛県 源光川事業間連携砂防等事業 12.6
愛媛県 垣内北事業間連携砂防等事業 4.6
愛媛県 奈呂事業間連携砂防等事業 5.2
愛媛県 峰事業間連携砂防等事業 5.49
愛媛県 徳積事業間連携砂防等事業 6.41
愛媛県 津羽井事業間連携砂防等事業 35.73
愛媛県 寺組事業間連携砂防等事業 12.97
愛媛県 嘉喜尾事業間連携砂防等事業 3.28

都道府県 事業名 B/C
愛媛県 仁江事業間連携砂防等事業 9.22
愛媛県 中山A事業間連携砂防等事業 5.25
愛媛県 中村事業間連携砂防等事業 2.57
愛媛県 鹿野川A事業間連携砂防等事業 6.14
愛媛県 中間事業間連携砂防等事業 1.76
愛媛県 上組事業間連携砂防等事業 2.71
高知県 柳野谷川事業間連携砂防等事業 1.57
高知県 新別下腹川事業間連携砂防等事業 2.36
高知県 坂本川事業間連携砂防等事業 1.42
高知県 橘浦川事業間連携砂防等事業 1.84
高知県 セトガ谷川事業間連携砂防等事業 1.31
高知県 上能津谷川事業間連携砂防等事業 6.25
高知県 下町谷川事業間連携砂防等事業 38.12
高知県 久清谷川事業間連携砂防等事業 4.82

高知県 吉野谷川（1）事業間連携砂防
等事業 15.98

高知県 仁井田谷川事業間連携砂防等事業 16.51
高知県 佐賀山地区事業間連携砂防等事業 4.4
高知県 川井地区事業間連携砂防等事業 5.7
高知県 南大王地区事業間連携砂防等事業 3.7
高知県 谷ノ内地区事業間連携砂防等事業 1.3
高知県 楠神地区事業間連携砂防等事業 3.1
高知県 柚ノ木地区事業間連携砂防等事業 11.7
高知県 長者地区事業間連携砂防等事業 4.8
高知県 介良甲地区事業間連携砂防等事業 2.56
高知県 野久保地区事業間連携砂防等事業 1.94
高知県 広瀬地区事業間連携砂防等事業 2.86
高知県 久万田地区事業間連携砂防等事業 7.4

高知県 森ヶ崎（1）地区事業間連携砂
防等事業 3.09

高知県 鵜ノ江地区事業間連携砂防等事業 2.24
高知県 鵜ノ江上地区事業間連携砂防等事業 1.95

高知県 長野下（2）地区事業間連携砂
防等事業 1.5

福岡県 寒水川事業間連携砂防等事業 4.8
福岡県 正信沢川事業間連携砂防等事業 1.9
福岡県 延田谷川事業間連携砂防等事業 2.1
福岡県 塚原谷川事業間連携砂防等事業 22.7
福岡県 久保ノ尾川事業間連携砂防等事業 2.2
福岡県 寺村上谷川事業間連携砂防等事業 2.4
福岡県 栗林川事業間連携砂防等事業 1.5
福岡県 うどう川事業間連携砂防等事業 3.2

都道府県 事業名 B/C
福岡県 蔵柱川事業間連携砂防等事業 1.5
福岡県 左手上川事業間連携砂防等事業 2.9
福岡県 釈形川事業間連携砂防等事業 1.3
福岡県 広野川事業間連携砂防等事業 2.5
福岡県 タシノ尾川事業間連携砂防等事業 2
福岡県 城尾屋谷川事業間連携砂防等事業 2.7
佐賀県 下菖蒲川第二事業間連携砂防等事業 3.2
佐賀県 池ノ平第二事業間連携砂防等事業 15.3

佐賀県 一番ヶ瀬下第三事業間連携砂防
等事業 3.9

佐賀県 園部川第十一事業間連携砂防等事業 37.1
佐賀県 中村川第二事業間連携砂防等事業 9.4
佐賀県 山ノ田川事業間連携砂防等事業 11
長崎県 草住川事業間連携砂防等事業 4.63
長崎県 田子ノ浦川事業間連携砂防等事業 2.57
長崎県 畝刈川事業間連携砂防等事業 5.43
長崎県 崎ノ谷川事業間連携砂防等事業 5.9
長崎県 寺畑川事業間連携砂防等事業 7.09
長崎県 山口谷川事業間連携砂防等事業 3.54
長崎県 小角川事業間連携砂防等事業 18.7
長崎県 脇の谷川事業間連携砂防等事業 15.23
長崎県 大川事業間連携砂防等事業 4.91
長崎県 鷲尾岳地区事業間連携砂防等事業 1.57
長崎県 立岩地区事業間連携砂防等事業 10.9
長崎県 宮ノ原地区事業間連携砂防等事業 12.73
長崎県 寺坂地区事業間連携砂防等事業 4.84
熊本県 坂谷川事業間連携砂防等事業 2.5
熊本県 妙見川事業間連携砂防等事業 22.8
熊本県 鎌瀬川事業間連携砂防等事業 1.97
熊本県 村木川事業間連携砂防等事業 22.19
熊本県 湿谷川事業間連携砂防等事業 21.4
熊本県 大手川2事業間連携砂防等事業 8.44
熊本県 濁川事業間連携砂防等事業 5.8
熊本県 室原地区事業間連携砂防等事業 4.1
熊本県 大地地区事業間連携砂防等事業 9.2
熊本県 河内地区事業間連携砂防等事業 1.4
熊本県 上久保地区事業間連携砂防等事業 5.3
大分県 日見川2事業間連携砂防等事業 13.2
大分県 山王谷川事業間連携砂防等事業 23.9
大分県 丸ばえ川事業間連携砂防等事業 6.9

都道府県 事業名 B/C

大分県 郷野平川一支渓事業間連携砂防
等事業 3

大分県 町川3事業間連携砂防等事業 21.6
大分県 口ノ林川上事業間連携砂防等事業 7.6
大分県 矢崎川1事業間連携砂防等事業 3.2
大分県 小野地区事業間連携砂防等事業 1.2
宮崎県 尾平谷川事業間連携砂防等事業 1.9
宮崎県 東牧場川事業間連携砂防等事業 11.7
宮崎県 城屋敷川事業間連携砂防等事業 1.5
宮崎県 野中谷川事業間連携砂防等事業 9.5
宮崎県 竹之内1谷川事業間連携砂防等事業 8.2
宮崎県 赤谷川事業間連携砂防等事業 3.9
宮崎県 奥の谷川事業間連携砂防等事業 6.3
宮崎県 平原谷川事業間連携砂防等事業 7.4
宮崎県 東田野谷川事業間連携砂防等事業 6.1
宮崎県 中河間谷川事業間連携砂防等事業 9
宮崎県 谷川南川事業間連携砂防等事業 14.4
宮崎県 中田谷川1事業間連携砂防等事業 23.2
宮崎県 山下谷沢事業間連携砂防等事業 3.4

宮崎県 黒仁田（二）地区事業間連携砂
防等事業 2.5

鹿児島県 久志川事業間連携砂防等事業 5.2
鹿児島県 大石ノ岡1事業間連携砂防等事業 3.6
鹿児島県 野下川事業間連携砂防等事業 1.8
鹿児島県 五反田川事業間連携砂防等事業 3.15
鹿児島県 尾野島浜川事業間連携砂防等事業 5.5
鹿児島県 木之下川事業間連携砂防等事業 4.2
鹿児島県 深港川2事業間連携砂防等事業 2.3
鹿児島県 境川事業間連携砂防等事業 1.7
鹿児島県 辺田川事業間連携砂防等事業 3.6
鹿児島県 垂水の小川事業間連携砂防等事業 1.6
鹿児島県 平崎地区事業間連携砂防等事業 2.2
鹿児島県 吉野山地区事業間連携砂防等事業 3.6
鹿児島県 丸尾地区事業間連携砂防等事業 2.8
鹿児島県 新湯地区事業間連携砂防等事業 1.4
鹿児島県 南園地区事業間連携砂防等事業 3.7
鹿児島県 日木山地区事業間連携砂防等事業 3.1
鹿児島県 毛上地区事業間連携砂防等事業 2.7
海岸事業（補助）2件

三重県 上野・白塚海岸　海岸保全施設
整備連携事業 2.6
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都道府県 事業名 B/C

福岡県 柳川海岸　海岸保全施設整備連
携事業 21.3

下水道事業（補助）16件
福島県 郡山地区事業間連携下水道事業 1.2
千葉県 高瀬下水処理場消化ガス発電事業 1.1

東京都 大田区上池台地区下水道床上浸
水対策事業 1.8

東京都 北区滝野川地区下水道床上浸水
対策事業 1.8

東京都 杉並区荻窪地区下水道床上浸水
対策事業 4.3

静岡県 高橋二・三丁目・飯田町地区下
水道床上浸水対策事業 1.6

愛知県 中川運河上流地区下水道床上浸
水対策事業 1.6

都道府県 事業名 B/C
愛知県 六名地区下水道床上浸水対策事業 2.1

京都府 桂川右岸流域地区下水道床上浸
水対策事業 3.7

京都府 西市街地（二級河川高野川流域）
事業間連携下水道事業 5.9

大阪府 城南・神田地区下水道床上浸水
対策事業 1.1

大阪府 楠葉地区下水道床上浸水対策事業 1.1

岡山県 南輝・福浜・芳泉地区下水道床
上浸水対策事業 1.1

広島県 吉島地区下水道床上浸水対策事業 5.8

広島県 三篠・観音地区下水道床上浸水
対策事業 5.9

福岡県 小倉都心部地区事業間連携下水
道事業 1.1

平成30年度予算に係る新規事業【直轄事業6件、補助事業1件】
都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）1件

埼玉県 荒川直轄河川改修事業（荒川第
二・三調節池） 11.7

ダム事業（直轄）4件
北海道 雨竜川ダム再生事業 1.2
岐阜県・
愛知県 矢作ダム再生事業 2.8

都道府県 事業名 B/C
高知県 早明浦ダム再生事業 3.8
佐賀県 城原川ダム建設事業 1.3
砂防等事業（直轄）1件
熊本県 阿蘇山直轄砂防事業 5.3
河川事業（補助）1件
秋田県 新波川床上浸水対策特別緊急事業 4.3

平成26年度予算に係る新規事業【直轄事業2件、補助事業4件】

平成28年度予算に係る新規事業【補助事業2件】

平成27年度予算に係る新規事業【直轄事業7件、補助事業6件】

平成29年度予算に係る新規事業【直轄事業4件、補助事業3件】

都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）1件

岡山県 高梁川直轄河川改修事業（小田
川合流点付替え） 6.4

海岸事業（直轄）1件

神奈川 西湘海岸直轄海岸保全施設整備
事業 2.0

都道府県 事業名 B/C
河川事業（補助）2件
岩手県 岩崎川床上浸水対策特別緊急事業 27.9
東京都 古川床上浸水対策特別緊急事業 13.8
ダム事業（補助）2件
宮城県 川内沢ダム建設事業 2.7
島根県 矢原川ダム建設事業 1.4

都道府県 事業名 B/C
河川事業（補助）2件
宮城県 大江川床上浸水対策特別緊急事業 7.9
栃木県 小藪川床上浸水対策特別緊急事業 6.5

都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）5件
新潟県 信濃川河川改修事業（大河津分水路） 2.3

京都府 由良川床上浸水対策特別緊急事
業（福知山地区） 7.7

徳島県 那賀川床上浸水対策特別緊急事
業（加茂地区） 2.9

高知県 仁淀川床上浸水対策特別緊急事
業（宇治川） 1.3

高知県 仁淀川床上浸水対策特別緊急事
業（日下川） 1.6

都道府県 事業名 B/C
ダム事業（直轄）2件
秋田県 鳥海ダム建設事業 1.6
新潟県、
長野県 大町ダム等再編事業 10.4

河川事業（補助）6件
秋田県 三種川床上浸水対策特別緊急事業 2.2

京都府 弘法川・法川床上浸水対策特別
緊急事業 1.7

徳島県 那賀川床上浸水対策特別緊急事業 2.6
高知県 宇治川床上浸水対策特別緊急事業 1.9
高知県 日下川床上浸水対策特別緊急事業 2.3
福岡県 高尾川床上浸水対策特別緊急事業 2.7

都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）2件

宮城県 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事
業（吉田川） 1.4

静岡県 大井川総合水系環境整備事業 9.5
ダム事業（直轄）1件
宮城県 鳴瀬川総合開発事業 1.2
砂防等事業（直轄）1件
奈良県・
和歌山県 紀伊山系直轄砂防事業 1.9

都道府県 事業名 B/C
河川事業（補助）3件
宮城県 吉田川床上浸水対策特別緊急事業 2.5
埼玉県 不老川床上浸水対策特別緊急事業 4.6

愛知県 八田川・地蔵川床上浸水対策特
別緊急事業 4.9

平成25年度予算に係る新規事業【直轄事業2件、補助事業3件】
都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）2件
広島県 矢口川総合内水緊急対策事業 1.3
大分県 山国川床上浸水対策特別緊急事業 1.2

都道府県 事業名 B/C
河川事業（補助）3件

兵庫県 法華山谷川床上浸水対策特別緊
急事業 10.8

和歌山県 和田川床上浸水対策特別緊急事業 13.2
大分県 山国川床上浸水対策特別緊急事業 6.4
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平成24年度予算に係る新規事業【直轄事業3件、補助事業4件】

平成23年度予算に係る新規事業【直轄事業4件】

都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）2件

北海道 石狩川下流直轄河川改修事業
（北村遊水地） 2.2

茨城県 利根川下流特定構造物改築事業
（戸田井排水機場） 6.3

砂防等事業（直轄）1件
群馬県 浅間山直轄火山砂防事業 2.9

都道府県 事業名 B/C
河川事業（補助）4件
青森県 馬淵川床上浸水対策特別緊急事業 1.5
新潟県 柿川床上浸水対策特別緊急事業 1.7
新潟県 十二沢川床上浸水対策特別緊急事業 3.3

鹿児島県 大美川・戸口川床上浸水対策特
別緊急事業 1.5

都道府県 事業名 B/C
河川事業（直轄）4件

山形県 最上川上流特定構造物改築事業
（大旦川排水機場改築） 6.8

静岡県 狩野川総合内水緊急対策事業 4.6
徳島県 吉野川総合内水緊急対策事業 1.3

鹿児島県 肝属川特定構造物改築事業（甫
木水門改築） 1.3




