
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年07月23日

計画の名称 河川管理施設（ダム等を含む）の戦略的な維持管理の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福島県

計画の目標 　河川等管理施設（ダム等を含む）に対する戦略的維持管理及び更新を行うための長寿命化計画を策定し、老朽化の進行等により機能が低下した河川等管理施設の更新、点検等に基づく改善措置及びダムの機能回復又は向上させることを目的として

施設等の長寿命化を図り、県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを推進する。 

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,249  Ａ               5,249  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H32末

   1 河川構造物の継続的な効用の発現のため、計画期間内に機能改善が必要な施設（20箇所）の改善率を向上させる。

機能改善を必要とする河川構造物に対する、計画期間内に対策を実施した施設の割合 0% % 100%

   2 河川管理設備の継続的な効用の発現のため、計画期間内に機能改善が必要な施設（2箇所）の改善率を向上させる。

機能改善を必要とする河川管理設備に対する、計画期間内に対策を実施した施設の割合 0% % 100%

   3 ダムの継続的な効用の発現のため、計画期間内に機能改善（堰堤改良）が必要なダム（4ダム）の改善率を向上させる。

ダムの継続的な効用の発現のため、計画期間内に機能改善（堰堤改良）が必要なダム（4ダム）の改善率を向上させる。 0% % 100%

   4 港湾海岸における海岸堤防等海岸保全施設の長寿命化計画（個別施設計画）を策定する地区海岸数を0地区から11地区に増加させる。

港湾海岸における海岸堤防等海岸保全施設の長寿命化計画（個別施設計画）を策定する地区海岸数を0地区から11地区に増加させる。 0地区 地区 11地区

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000166157



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 福島県 直接 福島県 特構（

1）

－ A1-1　特定構造物改築事

業（河川構造物）

長寿命化計画策定　一式、河

川構造物更新　一式

福島市外  ■  ■  ■  ■  ■         918 策定中

A03-002 河川 一般 福島県 直接 福島県 特構（

1）

－ A1-2　特定構造物改築事

業（裏磐梯三湖）

長寿命化計画策定　一式 北塩原村  ■  ■          28 策定中

A03-003 河川 一般 福島県 直接 福島県 特構（

1）

－ A1-3　特定構造物改築事

業（十六橋水門）

長寿命化計画策定　一式 猪苗代町  ■          15 7.03 策定中

A03-004 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-1　堰堤改良事業（東

山ダム）

長寿命化計画策定　一式 会津若松市  ■          19 策定中

A03-005 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-2　堰堤改良事業（高

柴ダム）

長寿命化計画策定　一式 いわき市  ■          10 策定中

A03-006 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-3　堰堤改良事業（真

野ダム）

長寿命化計画策定　一式 飯舘村  ■          20 策定中

1 案件番号： 0000166157



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-007 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-4　堰堤改良事業（小

玉ダム）

長寿命化計画策定　一式 いわき市  ■  ■          37 策定中

A03-008 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-5　堰堤改良事業（木

戸ダム）

長寿命化計画策定　一式 楢葉町  ■  ■          36 策定中

A03-009 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-6　堰堤改良事業（日

中ダム）

長寿命化計画策定　一式 喜多方市  ■          24 －

交付金⇒県単独費

A03-010 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-7　堰堤改良事業（四

時ダム）

長寿命化計画策定　一式 いわき市  ■          26 策定中

A03-011 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-8　堰堤改良事業（田

島ダム）

長寿命化計画策定　一式 南会津町  ■  ■          16 策定中

A03-012 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-9　堰堤改良事業（堀

川ダム）

長寿命化計画策定　一式 西郷村  ■          16 策定中

2 案件番号： 0000166157



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-013 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-10　堰堤改良事業（こ

まちダム）

長寿命化計画策定　一式 小野町  ■          17 策定中

A03-014 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-12　堰堤改良事業（堀

川ダム）

ダム管理設備　一式 西郷村  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定中

A03-015 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-13　堰堤改良事業（四

時ダム）

ダム管理設備　一式 いわき市  ■  ■  ■       1,530 策定中

 小計       3,212

海岸事業 A09-016 海岸 一般 福島県 直接 福島県 老朽化 港湾 A3-1　海岸堤防等老朽化

対策緊急事業（小名浜港

海岸外）

長寿命化計画策定　１式 いわき市外  ■          10 －

 小計          10

河川事業 A03-017 河川 一般 福島県 直接 福島県 応対（

１）

－ A4-1　応急対策事業（河

川構造物）

施設の長寿命化　一式 本宮市外  ■  ■          78 策定済

3 案件番号： 0000166157



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-018 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-14　堰堤改良事業（東

山ダム）

ダム管理設備　一式 会津若松市  ■         500 策定済

A03-019 河川 一般 福島県 直接 福島県 － － A2-11　堰堤改良事業（高

柴ダム）

ダム管理設備　一式 いわき市  ■  ■  ■  ■  ■       1,449 策定中

 小計       2,027

合計       5,249

4 案件番号： 0000166157



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28

配分額 (a)                      94

計画別流用増△減額 (b)                      61

交付額 (c=a+b)                     155

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                      96

翌年度繰越額 (f)                      59

うち未契約繰越額(g)                      19

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   12.25

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

荒天の影響により、調査に

不測の時間を要したため。

1 案件番号： 0000166157


