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4-3-20　河川メンテナンス事業一覧（令和2〜 4年度予算）
1．総括表　　　　　　　　　（単位：百万円）

補助

令和2年度当初 2,710

令和3年度当初 3,150

令和4年度当初 10,518

2．河川別
補助 （単位：百万円）

令和2年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

青森県 新田名部川 200	

群馬県 大箇野川 344	

神奈川県 帷子川 50	

神奈川県 早川 70	

神奈川県 鶴見川 28	

愛知県 蟹江川 50	

三重県 釜屋川 50	

三重県 堀切川 134	

三重県 百々川 100	

福井県 江端川 172	

福井県 和田川 100	

京都府 西羽束師川 132	

令和2年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

大阪府 寝屋川
（太間排水機場） 78	

大阪府 王子川 50	

大阪府 旧猪名川 30	

大阪府 寝屋川
（平野川分水路排水機場） 46	

兵庫県 孫太川 452	

兵庫県 倭文川 150	

岡山県 幸崎川 260	

徳島県 多々羅川 140	

佐賀県 福所江 74	

合計 21事業 2,710	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

北海道 早苗別川
（早苗別川分流堰） 11	

北海道 境川
（秩父別境川排水機場） 84	

北海道 丸山川（丸山川分流堰） 3	

北海道 新川
（新発寒桜川排水機場） 6	

北海道 新川
（新発寒向陽排水機場） 6	

北海道 新川
（発寒古川救急排水機場） 6	

北海道 中の川
（ワラビ川排水機場） 9	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

北海道 中の川
（旧中の川排水機場） 9	

北海道 中の川（富丘川排水機場） 16	

北海道 中の川
（西宮の沢川排水機場） 62	

北海道 羽幌川（羽幌川分流堰） 5	

北海道 声問川（大沼水門） 35	

北海道 静内川（古川排水機場） 10	

北海道 勇払川（ウトナイ堰） 22	

北海道 大野川（大野川外救急
内水対策施設） 10	

北海道 平田内川
（平田内川防潮水門） 3	

令和3年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

青森県 新田名部川 240	

群馬県 大箇野川 240	

千葉県 真間川 86	

神奈川県 早川 140	

神奈川県 鶴見川 42	

愛知県 蟹江川 262	

三重県 釜屋川 106	

三重県 堀切川 34	

三重県 百々川 70	

福井県 江端川 102	

福井県 和田川 44	

京都府 西羽束師川 132	

令和3年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

大阪府 寝屋川
（太間排水機場） 419	

大阪府 王子川 24	

大阪府 旧猪名川 196	

大阪府 寝屋川
（平野川分水路排水機場） 25	

兵庫県 孫太川 98	

兵庫県 倭文川 470	

岡山県 幸崎川 146	

徳島県 多々羅川 60	

佐賀県 福所江 214	

合計 21事業 3,150	
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令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

北海道 上古丹川
（上古丹川防潮水門） 3	

北海道 馬場川（馬場川防潮水門） 3	

北海道 青苗川（青苗川防潮水門） 3	

北海道 赤石川（赤石川防潮水門） 3	

北海道 ホンベツ川
（ホンベツ川防潮水門） 58	

北海道 床丹川（床丹川防潮水門） 74	

北海道 歌島川（歌島川防潮水門） 30	

北海道 余市川（旧登川排水機場） 7	

北海道 余市川
（山田川小規模排水機場） 31	

北海道 余市川（黒川排水機場） 3	

北海道 余市川（余市橋樋門
小規模排水機場） 18	

北海道 石狩川水系（下流）
応急対策（樋門） 81	

北海道 尻別川水系応急対策
（樋門） 123	

北海道 天塩川水系応急対策
（樋門） 32	

北海道 石狩川水系（上流）
応急対策（樋門） 77	

北海道 常呂川水系応急対策
（樋門） 27	

北海道 網走川水系応急対策
（樋門） 114	

北海道 朱太川水系応急対策
（樋門） 21	

北海道 堀株川水系応急対策
（樋門） 195	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

北海道 新冠川水系応急対策
（樋門） 24	

北海道 入鹿別川水系応急対策
（樋門） 65	

北海道 白老川水系応急対策
（樋門） 12	

北海道 古丹別川水系応急対策
（樋門） 2	

北海道 頓別川水系応急対策
（樋門） 60	

北海道 北見幌別川水系
応急対策（樋門） 43	

北海道 佐呂間別川水系
応急対策（樋門） 38	

青森県 新田名部川 100	

宮城県 迫川外 100	

宮城県 南谷地遊水地 50	

山形県 青竜寺川 12	

福島県 長瀬川 40	

群馬県 泉野川
（北調節池排水機場） 30	

群馬県 大箇野川（邑楽東部
第二排水機場） 6	

群馬県 大川（大川排水機場） 54	

群馬県 谷田川（宮田川排水機場） 2	

埼玉県 鴨川（鴨川排水機場） 306	

埼玉県 大場川（大場川上流
排水機場） 204	

埼玉県 幸手放水路
（中川上流排水機場） 88	

埼玉県 毛長川（毛長川排水機場） 254	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

埼玉県 大場川
（大場川下流排水機場） 12	

埼玉県 藤右衛門川
（柳根排水機場） 150	

埼玉県 伝右川（神明排水機場） 14	

埼玉県 九頭龍川（岡排水機場） 110	

埼玉県 垳川（垳川排水機場） 106	

埼玉県 芝川（芝川排水機場） 102	

埼玉県 辰井川（辰井川排水機場） 82	

埼玉県 清水川（清水川排水機場） 56	

埼玉県 笹目川（笹目川排水機場） 6	

埼玉県 九十川（九十川排水機場） 4	

埼玉県 鴻沼川（鴻沼排水機場） 4	

埼玉県 飯盛川（飯盛川排水機場） 2	

埼玉県 菖蒲川（三領排水機場） 2	

埼玉県 古綾瀬川
（古綾瀬川排水機場） 2	

千葉県 樋野口排水機場 2	

千葉県 秣川排水機場 48	

千葉県 春木川排水機場 38	

千葉県 境川排水機場 8	

千葉県 豊排水機場 16	

千葉県 座生川排水機場 8	

千葉県 葭川排水機場 6	

千葉県 海老川排水機場 4	

千葉県 猫実排水機場 122	

千葉県 生実川排水機場 4	

千葉県 根木名川流域 64	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

神奈川県 帷子川 11	

神奈川県 鶴見川 30	

神奈川県 早川 220	

山梨県 河口湖水門 78	

山梨県 五明川排水機場 20	

山梨県 五明川伏越・水門 2	

山梨県 四分川水門 6	

山梨県 渋川伏越・水門 2	

山梨県 長沢川樋管・水門 2	

山梨県 沼川水門 2	

山梨県 東川排水機場 40	

山梨県 横川分水堰 2	

山梨県 横川伏越・水門 2	

長野県 釜口水門 400	

新潟県 福島潟放水路 102	

新潟県 通船川 80	

新潟県 大平沢川 40	

富山県 松川外 10	

石川県 大野川 30	

石川県 町野川 100	

石川県 大聖寺川 9	

石川県 手取川 7	

岐阜県 長良川（山田川排水機場） 24	

静岡県 松原川（松原川水門） 66	

静岡県 沼川第2放水路 4	

静岡県 八木沢大川
（八木沢大川水門） 40	
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令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

静岡県 大谷川放水路
（大谷川水門） 2	

静岡県 大谷川放水路
（大谷川分流堰） 40	

静岡県 巴川（常念川水門） 2	

静岡県 巴川
（七曲川逆流防止樋門） 4	

静岡県 勝間田川（勝間田川水門） 2	

静岡県 瀬戸川（石脇川新水門） 32	

静岡県 瀬戸川（当目大橋陸閘） 4	

静岡県 栃山川（栃山川水門） 24	

静岡県 萩間川（萩間川相良水門） 4	

静岡県 湯日川（湯日川水門） 2	

静岡県 ぼう僧川（ぼう僧川水門） 4	

愛知県 蟹江川 54	

愛知県 鴨田川（鴨田川排水機場） 10	

愛知県 水場川（水場川排水機場） 10	

愛知県 鍋田川
（鍋田川上流排水機場） 14	

名古屋市 戸田川 124	

三重県 堀切川 30	

三重県 釜屋川 130	

三重県 百々川 92	

三重県 山除川 16	

三重県 鍋田川 20	

三重県 横川 14	

三重県 田中川 10	

三重県 新堀川 10	

三重県 大堀川 8	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

三重県 勢々川 8	

三重県 江川 10	

三重県 井戸川 10	

福井県 江端川 172	

福井県 和田川 100	

京都府 西羽束師川 26	

大阪府 木津川（木津川水門） 270	

大阪府 寝屋川（太間排水機場） 142	

大阪府 王子川 100	

大阪府 旧猪名川 248	

大阪府 寝屋川
（平野川分水路排水機場） 20	

大阪府 尻無川 5	

大阪府 六軒家川 47	

大阪府 恩智川 5	

大阪府 寝屋川北部地下河川 51	

大阪市 道頓堀川（道頓堀川水門） 2	

大阪市 東横堀川（東横堀川水門） 2	

堺市 内川（内川排水機場） 58	

兵庫県 倭文川 100	

兵庫県 杉原川
（西脇救急内水排水機場） 28	

兵庫県 庄下川（松島排水機場） 34	

兵庫県 市川（市川潮止堰） 80	

兵庫県 加里屋川
（加里屋川排水機場） 20	

兵庫県 加里屋川（加里屋川
放水路排水機場） 34	

兵庫県 塩屋川（塩屋川排水機場） 28	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

兵庫県 塩屋川（塩屋川防潮水門） 80	

兵庫県 大谷川（大谷川防潮水門） 28	

兵庫県 富島川（富島川排水機場） 14	

兵庫県 孫太川（孫太川排水機場） 42	

和歌山県 七箇川外 100	

鳥取県 大路川（西大路排水機場）
ほか 34	

島根県 奥田川（奥田川排水機場） 14	

島根県 内原川（内原川排水機場） 26	

岡山県 溜川ほか7河川 190	

広島県 小山田川外 249	

山口県 県内一円 219	

徳島県 多々羅川 104	

徳島県 善蔵川 42	

徳島県 飯尾川 10	

徳島県 打樋川 4	

徳島県 冷田川 4	

徳島県 蛭地川 4	

徳島県 新町川 4	

徳島県 岩谷川 2	

徳島県 新池川 4	

徳島県 芝生川 2	

徳島県 新堀川 4	

徳島県 豊ノ本川 2	

徳島県 打樋川 6	

徳島県 立江川 4	

徳島県 太田川 4	

徳島県 田野川 4	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

徳島県 出島川 4	

徳島県 大谷川 2	

徳島県 苅屋川 4	

徳島県 海部川 2	

徳島県 奥潟川、牟岐川、
宍喰川 4	

香川県 相引川 170	

愛媛県 王子川 4	

高知県 下田川 298	

高知県 鹿児川 12	

高知県 本江田川 6	

福岡県 曲川（鯨瀬排水機場） 296	

福岡県 汐入川（汐入川水門） 12	

福岡県 大根川（大根川排水機場） 2	

福岡市 上牟田川 60	

福岡市 水崎川 6	

北九州市 貫川 2	

佐賀県 別段川排水機場 262	

佐賀県 新田川排水機場 34	

佐賀県 白石川排水機場 6	

佐賀県 緑郷川排水機場 160	

佐賀県 廻里江川排水機場 334	

熊本県 赤松川 3	

熊本県 大野川 3	

熊本県 坪井川 10	

熊本県 五丁川 4	

大分県 堅田川 62	

宮崎県 飯田川 18	



341 342

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

宮崎県 小松川 62	

宮崎県 新別府川 14	

宮崎県 六田川 14	

宮崎県 熊野川 4	

宮崎県 庄手川 6	

令和4年度当初

都道府県
（事業主体） 河川名 金額

宮崎県 追手川 44	

宮崎県 戸高川 122	

鹿児島県 草道川（臼江水門） 20	

合計 218事業 10,518	

※上記の他、後進地域特例法適用団体補助率差額がある。
※事業費ベース

4-3-21　特定都市河川浸水対策推進事業一覧（令和3〜 4年度予算）
1．総括表　　　　　　　　　（単位：百万円）

補助

令和3年度当初 796

令和4年度当初 3,184

2．河川別
補助 （単位：百万円）

都道府県（事業主体） 河川名 金額

令和3年度当初

愛知県
愛知県
奈良県

新川流域
境川・猿渡川流域
大和川流域

30
2
764

合計 3事業 796

令和4年度当初

愛知県
愛知県
奈良県

新川流域
境川・猿渡川流域
大和川流域

454
440
2,290

合計 3事業 3,184

※上記の他、後進地域特例法適用団体補助率差額がある。
※事業費ベース




