
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年02月13日

計画の名称 土砂災害から人命を守る土砂災害対策事業の推進（防災・安全）（重点）

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 土砂災害から要配慮者利用施設（重点）、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策事業を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,209  Ａ               8,209  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 土砂災害のおそれから保全される人家戸数を0戸(H28）から733戸(H32）に増加させる。

砂防事業等により土砂災害から保全される人家戸数。（対象人家戸数 ８３９戸） 0戸 戸 733戸

   2 長寿命化計画を策定する施設数を1,040箇所（H28)から1,490箇所(H32)に増加させる。

長寿命化計画（個別施設計画）を策定した箇所数。（対象施設１，４９０箇所） 1040箇所 箇所 1490箇所

   3 土砂災害のおそれから保全される要配慮者利用施設・防災拠点数を0箇所(H28）から7施設(H32）に増加させる。

砂防事業等により土砂災害から保全される要配慮者利用施設・防災拠点数。（対象施設数 ８箇所） 0箇所 箇所 7箇所

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： 0000149658



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

砂防事業 A04-001 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-1　大作沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 川俣町  ■  ■  ■  ■  ■         360 策定中

A04-002 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-2　西田面沢通常砂防

事業

砂防えん堤工　N=2.0基 会津若松市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定中

A04-003 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-3　慶山沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 会津若松市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定中

A04-004 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-4　院内沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 会津若松市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定中

 小計       1,060

その他総合的な治水

事業

A08-005 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-6　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・天沼

沢）

えん堤改良工　N=1.0基 会津美里町  ■  ■  ■  ■         100 策定中

1 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-006 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-7　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・加藤

谷川）

えん堤改良工　N=1.0基 下郷町  ■  ■  ■  ■         150 策定中

A08-007 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-8　いわき・相双圏域

総流防事業（緊急改築・

表）

法面工　L=250m 南相馬市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定中

A08-008 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-9　阿賀野川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

砂防）

長寿命化計画策定 阿賀野川圏域  ■  ■  ■          55 策定中

A08-009 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-10　阿武隈川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

砂防）

長寿命化計画策定 阿武隈川圏域  ■  ■  ■          47 策定中

A08-010 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-11　久慈川圏域総流防

事業（長寿命化計画・砂

防）

長寿命化計画策定 久慈川圏域  ■  ■  ■          16 策定中

2 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-011 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-12　いわき・相双圏域

総流防事業（長寿命化計

画・砂防）

長寿命化計画策定 いわき・相双圏

域

 ■  ■  ■          39 策定中

A08-012 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-13　阿賀野川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

地すべり）

長寿命化計画策定 阿賀野川圏域  ■  ■  ■          10 策定中

A08-013 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-14　阿武隈川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

地すべり）

長寿命化計画策定 阿武隈川圏域  ■  ■  ■           6 策定中

A08-014 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-15　久慈川圏域総流防

事業（長寿命化計画・地

すべり）

長寿命化計画策定 久慈川圏域  ■  ■  ■           1 策定中

A08-015 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-16　いわき・相双圏域

総流防事業（長寿命化計

画・地すべり）

長寿命化計画策定 いわき・相双圏

域

 ■  ■  ■           4 策定中

3 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-016 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-17　阿賀野川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

急傾斜）

長寿命化計画策定 阿賀野川圏域  ■  ■  ■          14 策定中

A08-017 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-18　阿武隈川圏域総流

防事業（長寿命化計画・

急傾斜）

長寿命化計画策定 阿武隈川圏域  ■  ■  ■          27 策定中

A08-018 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-19　久慈川圏域総流防

事業（長寿命化計画・急

傾斜）

長寿命化計画策定 久慈川圏域  ■  ■  ■           3 策定中

A08-019 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-20　いわき・相双圏域

総流防事業（長寿命化計

画・急傾斜）

長寿命化計画策定 いわき・相双圏

域

 ■  ■  ■          24 策定中

 小計         796

砂防事業 A04-020 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-21　仲折戸沢通常砂防

事業

砂防えん堤工　N=1.0基 棚倉町  ■  ■  ■         250 2.9 策定中

4 案件番号： 0000149658



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

砂防事業 A04-021 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-22　坊が沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 会津坂下町  ■  ■  ■         200 12.7 策定中

A04-022 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-23　湯上沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 喜多方市  ■          50 3.5 策定中

A04-023 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-24　熱塩沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 喜多方市  ■  ■  ■         300 2.8 策定中

A04-024 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-25　小田川通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 西会津町  ■  ■  ■         378 2.9 策定中

 小計       1,178

その他総合的な治水

事業

A08-025 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-29　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・坊田

沢外）

えん堤改良工　N=4.0基 伊達市外  ■  ■  ■         400 策定中

5 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-026 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-30　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・蛇沢

川外）

えん堤改良工　N=7.0基 会津若松市外  ■  ■  ■         700 策定中

A08-027 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-31　久慈川圏域総流防

事業（緊急改築・台宿沢

外）

えん堤改良工　N=3.0基 塙町外  ■  ■  ■         300 策定中

A08-028 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-32　いわき・相双圏域

総流防事業（緊急改築・

九竜川外）

えん堤改良工　N=2.0基 古殿町外  ■  ■  ■         200 策定中

A08-029 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-33　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・須川

１）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-030 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-34　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・須川

２）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

6 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-031 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-35　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・須川

３）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-032 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-36　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・松川

１）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-033 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-37　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・松川

２）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-034 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-38　阿武隈川圏域総流

防事業（緊急改築・松川

３）

えん堤改良工　N=1.0基 福島市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-035 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-39　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・加藤

谷川）

えん堤改良工　N=2.0基 下郷町  ■  ■  ■         200 策定中

7 案件番号： 0000149658



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

その他総合的な治水

事業

A08-036 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-40　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・西根

川）

えん堤改良工　N=1.0基 南会津町  ■  ■  ■         100 策定中

A08-037 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-41　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・渡実

川）

えん堤改良工　N=1.0基 南会津町  ■  ■  ■         100 策定中

A08-038 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-42　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・栗生

沢川）

えん堤改良工　N=1.0基 南会津町  ■  ■  ■         100 策定中

A08-039 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-43　いわき・相双圏域

総流防事業（緊急改築・

新川）

えん堤改良工　N=1.0基 いわき市  ■  ■  ■         100 策定中

A08-040 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-44　いわき・相双圏域

総流防事業（緊急改築・

横川）

えん堤改良工　N=1.0基 相馬市  ■  ■  ■         100 策定中

8 案件番号： 0000149658



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

 小計       2,900

砂防事業 A04-041 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-45　備前作３通常砂防

事業

砂防えん堤工　N=2.0基 田村市  ■  ■  ■         700 策定中

A04-042 砂防 一般 福島県 直接 福島県 通常砂

防

－ A1-26　宮ノ沢通常砂防事

業

砂防えん堤工　N=1.0基 南会津町  ■  ■  ■         270 1.6 策定中

 小計         970

その他総合的な治水

事業

A08-043 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-5　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・阿賀

野川）

えん堤改良工　N=2.0基 西会津町  ■  ■  ■  ■  ■         255 策定中

A08-044 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-28　いわき・相双圏域

総流防事業（緊急改築・

林内）

法面工　L=405m いわき市  ■  ■  ■         250 策定中
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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

その他総合的な治水

事業

A08-045 総合治水 一般 福島県 直接 福島県 砂防等 － A1-27　阿賀野川圏域総流

防事業（緊急改築・村杉

外）

地下水排除（ボーリング）工

　L=26,000m

喜多方市  ■  ■  ■         800 策定中

 小計       1,305

合計       8,209
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29

配分額 (a)                     257                     357

計画別流用増△減額 (b)                       0                       3

交付額 (c=a+b)                     257                     360

前年度からの繰越額 (d)                       0                     199

支払済額 (e)                      64                     234

翌年度繰越額 (f)                     193                     325

うち未契約繰越額(g)                      56                     320

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   21.78                   57.24

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

共有地相続に伴う追跡調査

及び地元調整に不測の日数

にを要したため。

地元調整に不測の時間を要

したため。
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