
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年02月01日

計画の名称 茨城県における総合的な浸水・土砂災害対策の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 茨城県

計画の目標 集中豪雨の多発や台風の激化，都市化の進展等に伴う被害リスクの増大に対し，総合的な河川の浸水対策を実施することにより，水害に強い県土を作るとともに，安心安全な県民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,986  Ａ               5,986  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 事業区間において，河川改修により一定の治水安全度を確保して，計画規模の降雨に対し，想定される浸水被害を271戸（床上床下）減少させる。

事業区間において，河川改修により一定の治水安全度を確保して，計画規模の降雨に対し，想定される浸水被害の減少 0戸 戸 271戸

【最終目標値＝H28浸水想定被害－H32末浸水想定被害】

   2 長寿命化計画に基づき、10箇所の河川管理施設（水門・排水機場等）の延命化を図り、出水時における操作に支障がないようにする。

長寿命化計画に基づき延命化を図り、出水時における操作に支障がないようにする河川管理施設の数 10箇所 箇所 10箇所

備考等 個別施設計画を含む － 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： 0000063279



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 H32 （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 茨城県 直接 茨城県 広域河

川（１

）

－ 恋瀬川広域河川改修事業 掘削、築堤ほか 石岡市、かすみ

がうら市

 ■  ■  ■       1,400 －

A03-002 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 広域河

川（１

）

－ 久慈川広域河川改修事業 掘削、築堤、用地補償ほか 大子町  ■         280 －

A03-003 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 広域河

川（１

）

－ 久慈川広域河川改修事業 掘削、築堤、用地補償 大子町  ■         500 －

 小計       2,180

その他総合的な治水

事業

A08-004 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 広域系 － 利根川圏域総合流域防災

事業（八間堀川）

掘削、築堤ほか 常総市、下妻市  ■  ■  ■       1,240 －

 小計       1,240

1 案件番号： 0000063279



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 H32 （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 A03-005 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 広域河

川（１

）

－ 涸沼川広域河川改修事業 橋梁、掘削、築堤ほか 水戸市、城里町  ■         900 －

 小計         900

その他総合的な治水

事業

A08-006 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 広域系 － 利根川圏域総合流域防災

事業（女沼川）

伏越、掘削、築堤ほか 古河市  ■         900 －

A08-007 総合治水 一般 茨城県 直接 茨城県 広域系 － 霞ヶ浦圏域総合流域防災

事業（前川）

橋梁、掘削、築堤ほか 潮来市  ■         200 －

 小計       1,100

河川事業 A03-008 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 特構（

1）

－ 谷田川特定構造物改築事

業（八間堰水門）

延命化対策 龍ケ崎市  ■         202 策定済

A03-009 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 特構（

1）

－ 新川特定構造物改築事業

（新川排水機場）

延命化対策 土浦市  ■          54 策定済

2 案件番号： 0000063279



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 H32 （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 A03-010 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 特構（

1）

－ 飯沼川特定構造物改築事

業（幸田排水機場）

延命化対策 坂東市  ■         286 策定済

A03-011 河川 一般 茨城県 直接 茨城県 特構（

1）

－ 鉾田川特定構造物改築事

業（鉾田川排水機場）

延命化対策 鉾田市  ■          24 策定済

 小計         566

合計       5,986

3 案件番号： 0000063279



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29

配分額 (a)                     493                     340

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

交付額 (c=a+b)                     493                     340

前年度からの繰越額 (d)                       0                     328

支払済額 (e)                     165                     348

翌年度繰越額 (f)                     328                     320

うち未契約繰越額(g)                     138                     309

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   27.99                   46.25

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算のため 補正予算のため

1 案件番号： 0000063279


