
県土整備部 （１１２ 治山・治水・海岸保全の推進）

（単位：千円）

細事業名称 本年度事業費

（洪水防止対策の推進）

県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 県単公共事業 15,920

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 公共事業 99,750

県営ため池等整備事業費 公共事業 175,350

団体営ため池等整備事業費 公共事業 9,750

◆ 地震対策ため池緊急整備事業費 公共事業（地震対策） 306,600

◆ 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費 公共事業（異常気象対策） 781,000

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費 18,750

河川調査費 河川調査費 60,000

◆ 河川調査費 県単公共事業（河川施設緊急地震・津波対策事業） 160,000

河川調査費 県単公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 80,000

市町村河川事業指導監督費 市町村河川事業指導監督費 1,500

宮川堰堤管理費 宮川堰堤管理費 7,356

宮川堰堤維持費 県単公共事業 100,100

君ヶ野堰堤管理費 君ヶ野堰堤管理費 13,062

君ヶ野堰堤維持費 県単公共事業 63,324

滝川ダム管理費 滝川ダム管理費 4,366

滝川ダム維持費 県単公共事業 10,000

ダム対策費 新丸山ダム建設負担金 2,472

ダム対策費 川上ダム関連支援事業費補助金 14,700

治水ダム建設事業費 公共事業 36,380

広域河川改修費 公共事業 1,095,565

広域河川改修費 受託事業 354,262

◆ 広域河川改修費 公共事業（河川施設緊急地震・津波対策事業） 175,125

広域河川改修費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 210,700

県単河川局部改良費 県単公共事業 730,000

◆ 県単河川局部改良費 県単公共事業（河川施設緊急地震・津波対策事業） 350,000

県単河川局部改良費 県単公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 379,000

直轄河川事業負担金 直轄河川事業負担金 2,938,669

河川総合流域防災事業費 公共事業 234,200

河川総合流域防災事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 53,500

河川整備・地域活力基盤創造事業費 河川整備事業費 41,450

◆ 地震・高潮対策河川事業費 公共事業（河川施設緊急地震・津波対策事業） 328,450

道路災害関連事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 150,000

河川災害関連事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 200,000

砂防災害関連事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 220,000

市町村災害土木復旧指導監督費 市町村災害土木復旧指導監督事務費 45,000

平成２３年災害土木（建設）復旧費 災害復旧事業費 2,720,152

平成２４年災害土木（建設）復旧費 災害復旧事業費 3,000,000

平成２４年県単災害土木復旧費 県単建設災害復旧費 70,000

河川海岸管理事業費 河川海岸管理事業費 2,748

河川台帳整備事業費 河川台帳整備事業費 7,595

小計 15,266,796

（土砂災害対策の推進）

地すべり対策事業費 公共事業 89,250

砂防調査費 砂防調査費 20,000

砂防調査費 砂防調査費（東日本大震災等災害関連枠） 45,000

国補通常砂防費 公共事業 1,348,590

◆ 国補通常砂防費 公共事業（災害時要援護者関連施設対策） 158,730

県単通常砂防費 県単公共事業 180,000

県単通常砂防費 県単公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 85,000

国補地すべり対策費 公共事業 29,680

国補急傾斜地崩壊対策費 公共事業 245,780

◆ 国補急傾斜地崩壊対策費 公共事業（急傾斜施設等緊急地震・津波対策） 52,250

国補急傾斜地崩壊対策費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 220,280

県単急傾斜地崩壊対策費 県単公共事業 55,000

県単急傾斜地崩壊対策費 県単公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 50,000

直轄砂防事業負担金 直轄砂防事業負担金 56,000

県単急傾斜地災害緊急対策事業費 県単公共事業 50,000

砂防激甚災害対策特別緊急事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 651,000

砂防施設整備・地域活力基盤創造事業費 砂防施設整備事業費 10,880

特定緊急砂防事業費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 73,500

砂利等採取関係取締費 砂利等採取関係取締事務費 472

国補砂防等調査費 国補砂防等調査費（東日本大震災等災害関連枠） 210,000

土砂災害対策管理費 土砂災害対策管理事務費 18

小計 3,631,430

（海岸保全対策の推進）

事業名称



細事業名称 本年度事業費事業名称

◆ 海岸保全施設整備事業費 公共事業（地震対策） 42,660

県単耕地施設管理事業費 県単公共事業 9,000

◆ 県営漁港海岸保全事業費 公共事業（防災対策） 250,745

◆ 市町営漁港海岸保全事業費 公共事業 105,699

◆ 県営緊急津波対策海岸保全事業費 公共事業（防災対策） 378,000

県営受託漁港海岸保全事業費 受託事業 181,650

◆ 市町営漁港海岸防災・減災対策プログラム事業費 公共事業（防災対策） 50,050

県営海岸保全施設等災害復旧事業費 平成２３年災害復旧事業費 17,170

県営海岸保全施設等災害復旧事業費 平成２４年災害復旧事業費 54,540

海岸調査費 海岸調査費 30,000

海岸調査費 海岸調査費（東日本大震災等災害関連枠） 60,000

県単海岸局部改良費 県単公共事業 250,000

◆ 県単海岸局部改良費 県単公共事業（水防情報提供） 50,000

県単海岸局部改良費 県単公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 750,000

井田海岸緊急保全事業費 県単公共事業 200,000

直轄海岸事業負担金 直轄海岸事業負担金 100,000

海岸高潮対策（海岸）費 公共事業 317,000

海岸高潮対策（海岸）費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 619,000

海岸整備・地域活力基盤創造事業費 海岸整備事業費 51,600

海岸整備・地域活力基盤創造事業費 海岸整備事業費（東日本大震災等災害関連枠） 51,800

直轄港湾事業負担金 直轄港湾事業負担金 220,500

海岸侵食対策（港湾）費 公共事業 179,750

海岸侵食対策（港湾）費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 104,950

海岸高潮対策（港湾）費 公共事業 56,100

海岸高潮対策（港湾）費 公共事業（東日本大震災等災害関連枠） 316,300

海岸台帳整備費 海岸台帳整備費 2,000

小計 4,448,514

（治山対策の推進）

治山事業費 （公共事業）治山事業費 2,503,766

治山事業費 （公共事業）緊急復旧治山事業費 420,000

県単治山事業費 （県単公共事業）県単治山事業費 1,081,919

県単治山事業費 （県単公共）県単激甚災害復旧治山事業費 315,788

ＪＲ名松線関連緊急治山事業費 ＪＲ名松線関連緊急治山事業費 100,000

◆ 沿岸地域避難路等緊急整備治山事業費 （県単公共）沿岸地域避難路等緊急整備治山事業費 450,000

治山施設災害復旧事業費 平成２３年治山施設災害復旧事業費 319,200

治山施設災害復旧事業費 平成２４年治山施設災害復旧事業費 31,500

小計 5,222,173

合計 28,568,913


