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【調査票（「宇都宮市国土強靭化計画」資料編）】

主な取組 事業名称 事業期間 実施箇所 実施内容 全体の事業費（円） 交付金・補助金の名称

1 帰宅困難者対策
帰宅困難者のための飲料水や食料等の緊急物資について，交通機関や観光施
設，事業所等における備蓄を促進

宇都宮駅西口南地区
市街地再開発事業

令和3年度
～令和7年度

宇都宮駅西口南
地区

災害に強い市街地を目指し
た都市機能の更新を推進す
る

1.7億円 社会資本整備総合交付金

学校トイレ洋式化の計画的な
推進

平成28年度～
（令和2年度～令和4
年度）

小学校36校
中学校16校

児童生徒が快適な生活環境
を確保するため，老朽化した
トイレの洋式化改修工事を実
施する

7.0億円 学校施設環境改善交付金

清原中学校給食室増築 令和2年度 清原中学校
生徒数の増加に対応した安
全・安心な給食の提供に必
要な施設を整備する

1.6億円 学校施設環境改善交付金

3 特定天井等の非構造部材の耐震対策の促進
防災拠点施設等（庁舎，体育
館等）の天井脱落防止対策

令和3年度以降～
河内総合運動公園
スケートセンター

スポーツ施設の安全性を高
めるため，非構造部材の耐
震化を推進する

― 学校施設環境改善交付金

計画的な消防車両の更新
令和4年度
～令和7年度

【ポンプ車】4台
【タンク車】6台
【化学車】1台
【救急車】4台
【救助工作車】2台
【はしご車】1台
【指揮車】2台

車両更新計画に基づき，車
両20台の整備を実施する

13.9億円
緊急消防援助隊設備整備費補助
金

「消防緊急通信指令システム」
の部分更新

令和3年度

消防局，各消防
署，分署，市役所
災害対策本部室，
危機管理課

消防緊急通信指令システム
（高機能消防指令センター）
の安定稼働を目的として，耐
用年数（5年）を経過した機器
の部分更新を実施する

3.1億円 消防防災施設整備費補助金

計画的な防火水槽（４０㎥型）
の整備

令和4年度
～令和7年度

防火水槽空白地
域12箇所

市街化区域における防火水
槽の空白地域を解消するた
め，防火水槽の整備を実施
する

1.8億円 消防防災施設整備費補助金

木造住宅耐震化普及・啓発事
業
木造住宅耐震診断補助金
木造住宅耐震改修補助金

平成18年度創設
平成18年～

市内全域

地震による建築物の倒壊等
の被害から，市民の生命，生
活の安全・安心を確保するた
め，住宅の耐震化を促進す
る

81.2百万円
住宅・建築物安全ストック形成事業
(防災・安全交付金)

木造住宅部分耐震改修
木造住宅耐震シェルター

令和4年度創設
令和4年度～

市内全域

速やかな耐震化が困難な住
宅に対し，地震被害を軽減す
る実現可能性の高い耐震化
を促進する

1.8百万円
防災・安全交付金
（効果促進事業）

ブロック塀等安全対策補助金 平成30年度～ 市内全域

地震発生時におけるブロック
塀等の倒壊被害を防止する
ため，危険性のあるブロック
塀等の改善を促進する

15.8百万円
住宅・建築物安全ストック形成事業
(防災・安全交付金)

6 学校，病院，旅館・ホテル等，多数の者が利用する建築物の耐震化の促進
民間保育所における旧耐震基
準の建物の建替えに伴う費用
の一部助成

令和2年度
～令和6年度

民間保育所1施
設

民間保育所における旧耐震
基準の建物の建替えに伴う
費用の一部助成

2億円 保育所等整備交付金

7 避難路沿道建築物の耐震化の促進
旧篠原家住宅主屋保存修理工
事

令和3年度
～令和4年度
耐震診断
令和5年度
～令和6年度
実施設計
令和7年度
～令和8年度
耐震補強工事

旧篠原家住宅
国重要文化財である旧篠原
家住宅主屋の耐震診断及び
耐震補強工事を行うもの

耐震診断
12,034千円

設計・補強工事　未定

国宝重要文化財等保存・活用事業
費補助金

国の交付金・補助金対象事業

消防設備の充実

2 市役所本庁舎や消防局庁舎の計画的な保全

火災予防に関する啓発活動，地
域の消防力の確保

4

施策分野・推進方針
No.

国土強靭化計画における位置付け

防災拠点機能の確保及び防災
上重要な市有建築物の耐震化

（１）行政機能／
消防

(２)都市・インフ
ラ

住宅，建築物の耐震化

5 住宅の耐震化の促進

調査票



学校施設（校舎）の老朽化対策
令和4年度～
（令和4年度～6年度）

星が丘中学校

学校施設の老朽化対策の計
画的推進により，教育環境
の充実・向上，施設の長寿寿
命化を図るため，計画的に
校舎の整備を実施する

19.8億円
学校施設環境改善交付金
公立学校施設整備費国庫負担金

学校施設（屋内運動場）の老朽
化対策

令和2年度～
（令和2年度～4年度）

篠井小学校
明保小学校
平石中央小学校
陽北中学校

学校施設の老朽化対策の計
画的推進により，教育環境
の充実・向上，施設の長寿寿
命化を図るため，計画的に
屋内運動場の整備を実施す
る

10.1億円
学校施設環境改善交付金
公立学校施設整備費国庫負担金

公営住宅等ストック総合改善事
業

令和4年度
～令和5年度

7箇所
災害に強いまちづくりを進め
るため，公営住宅の耐震補
強工事等を実施する

9億円
社会資本整備総合交付金（防災・
安全交付金）

スポーツ施設への空調設置事
業

令和3年～

雀宮体育館
明保野体育館
上河内体育館
河内体育館
スケートセンター

スポーツ施設における，熱中
症対策及び避難所としての
安全安心な環境を確保する
ため，スポーツ施設への空
調設置を推進する。

（雀宮体育館）
4.2億円

学校施設環境改善交付金
都市構造再編集中支援事業

・橋りょう耐震化事業，鬼怒橋
大規模修繕事業，舗装改良事
業(標識)
・舗装改良事業(調査点検)

平成13年～

中島橋，旭陵
橋，錦橋，西鬼
怒川橋，西原橋
等

・地震時の落橋対策，鬼怒橋
点検結果の対応，道路機能
の安全性確保
・舗装改良による生活環境改
善

・3.2億円

・35百万円

道路メンテナンス事業補助
防災・安全交付金

公園遊具の改築事業
令和元年度
～令和6年度

都市公園

子どもから高齢者まで誰もが
安全で安心して利用できる公
園とするため，老朽化した公
園施設の改築・更新を推進
する

6.4億円 防災・安全交付金

田川第1処理区内の老朽管渠
改築更新事業

事業実施期間
令和2年
～令和6年

田川第1処理区
内

長寿命化事業を推進するこ
とで継続的な運営が可能な
下水道システムを構築する

1.5億円 防災・安全交付金

田川第2処理区内の老朽管渠
改築更新事業

事業実施期間
令和2年
～令和6年

田川第2処理区
内

長寿命化事業を推進するこ
とで継続的な運営が可能な
下水道システムを構築する

4.9億円 防災・安全交付金

下水処理場等の改築更新
令和2年度
～令和6年度

川田水再生セン
ターほか

下水道施設の機能維持，回
復のため，改築・更新を実施

60.9億円 防災・安全交付金

下水処理場等の耐水化
令和3年度
～令和6年度

川田水再生セン
ターほか

下水道施設の機能維持のた
め，耐水化を実施

2.4億円 防災・安全交付金

浄化槽汚泥等受入施設の建設
平成29年度
～令和2年度

川田水再生セン
ター

浄化槽汚泥等処理施設の老
朽化に伴い，新たに川田水
再生センターで一体処理す
るため，受入施設を整備

15.3憶円
地方創生汚水処理施設整備推進
交付金

汚水管渠整備事業
令和2年度
～令和6年度

公共下水道区域
災害に強いインフラ整備を推
進するため，汚水管渠を整
備

10.9億円 社会資本整備総合交付金

浄化槽設置整備事業
平成29年
～令和3年

公共下水道区域
及び農業集落排
水区域等を除く
区域

災害に強いインフラ整備を推
進するため，早期復旧が可
能な合併処理浄化槽の整備

5.7憶円

地方創生汚水処理施設整備推進
交付金
（R4～循環型社会形成推進交付
金）

生活排水処理施設の最適化事
業

令和2年
～令和7年

農業集落排水処
理施設（３施設）

施設の長寿命化を図るた
め，計画的な改築・更新工事
や施設の統廃合を実施する

14.5憶円 防災・安全交付金

10 老朽危険空き家対策 老朽危険空き家の所有者に対する除却や適正管理の指導等の推進
老朽危険空き家除却費補助事
業

平成29年度
～令和8年度

市内全域

良好な生活環境の保全を図
るため，特定空家等の除却
に要する費用の一部を補助
する

118.9百万円
住宅市街地総合整備促進事業費
補助

11 避難路，物資輸送路等の整備促進 狭あい道路整備等促進事業 平成11年度～ 市内全域
避難活動等が困難な狭あい
道路の解消

30百万円 社会資本整備総合交付金

(２)都市・インフ
ラ

8

9
道路・橋梁・上下水道等インフラの長寿命化など計画的な維持管理・更新の推
進

市街地整備

公共建築物の長寿命化など計画的な維持管理・更新の推進

社会資本の老朽化対策



宇都宮都市計画事業
宇都宮鶴田第2土地区画整理事
業

平成11年度
～令和8年度

鶴田町
災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

253.5億円 社会資本整備総合交付金

宇都宮都市計画事業
小幡・清住土地区画整理事業

平成25年度
～令和9年度

清住2丁目
ほか7町

災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

267.4億円
社会資本整備総合交付金（防災・
安全）

宇都宮都市計画事業
岡本駅西土地区画整理事業

平成6年度
～令和10年度

下岡本町
ほか2町

災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

277.5億円 社会資本整備総合交付金

宇都宮都市計画事業
簗瀬土地区画整理事業

平成31年度
～令和5年度

簗瀬町
災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

12.4億円 都市構造再編集中支援事業費補助

宇都宮都市計画事業
宇都宮大学東南部第1土地区画
整理事業

平成11年度
～令和5年度

平松本町ほか3
町

災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

240.1億円 社会資本整備総合交付金

宇都宮都市計画事業
宇都宮大学東南部第2土地区画
整理事業

平成19年度
～令和8年度

東峰町ほか3町
災害に強い市街地を目指し
た基盤整備を推進する

279.7億円 社会資本整備総合交付金

13 市街地再開発事業の推進
宇都宮駅西口南地区
市街地再開発事業

令和3年度
～令和7年度

宇都宮駅西口南
地区

災害に強い市街地を目指し
た都市機能の更新を推進す
る

25.9億円 社会資本整備総合交付金

奈坪川，御用川，西川田川，新
川，越戸川，大久保谷地川，駒
生川，西川の改修

別紙のとおり 別紙のとおり

水害から市民の生命・財産を
守り，快適で安心した暮らし
を築くため，災害に強い市基
盤の構築，防災体制の強化
や災害時の避難活動の支援
など，総合的な河川整備を
推進する

都市基盤河川
計：219億円

準用河川
計：168億円

防災・安全交付金

越戸川
高橋川，陽北水路

別紙のとおり 別紙のとおり
災害に強いまちづくりを進め
るため，河川改修を推進する

準用河川
計：24億円
普通河川

計：0.65億円

都市構造再編集中支援事業費補助

越戸川，鶴田川，駒生川，鎧川 別紙のとおり 別紙のとおり
災害に強いまちづくりを進め
るため，河川改修を推進する

準用河川
計：38億円 社会資本整備総合交付金

15 河川の堆積土除去などの防災・減災対策の推進
市管理河川における堆積土砂
の浚渫

未定 市内　管理河川

市管理河川における，河川
内の堆積土砂を撤去するこ
とで，適正な河川断面を確保
する

未定 防災・安全交付金

16 防災情報の提供及び洪水ハザードマップの有効活用 下水道浸水被害軽減事業
令和2年度
～令和4年度

市街化区域

市街化区域における浸水被
害軽減に向けて，内水ハ
ザードマップの見直しや計画
の策定等を行う

1.5億円 防災・安全交付金

田川第２処理区の雨水幹線整備
令和2年
～令和6年

田川第２処理区
内

浸水対策事業を促進するこ
とで浸水に強い都市をつくる
下水道システムを構築する

21.3億円 防災・安全交付金

河内処理区の雨水幹線等整備
令和2年
～令和6年

河内処理区
浸水対策事業を促進するこ
とで浸水に強い都市をつくる
下水道システムを構築する

14.9億円 防災・安全交付金

18 雨水貯留・浸透施設等の普及促進 雨水貯留・浸透施設設置費補助
令和4年度
～令和8年度

市街化区域内
市民及び事業者向けの補助
対象施設の助成を行い，雨
水流出抑制を促進する

48百万円 防災・安全交付金

19 河川管理施設の長寿命化対策
河川管理施設に係る長寿命化計画の策定及び計画に沿った市管理の堤防・護
岸，樋門・樋管，床固などの計画的・効果的な維持管理

河川構造物長寿命化計画事業 令和3年度以降～ 市内
河川構造物長寿命化計画を
策定し，それに基づき予防保
全型の維持管理を推進する

未定 防災・安全交付金

17 公共下水道雨水幹線等の整備

総合的な水害対策

(２)都市・インフ
ラ

土地区画整理事業の推進

河川の堤防・護岸整備などの河川改修の推進14

12 市街地整備



宅地耐震化推進事業 平成29年度～ 84箇所

大地震による大規模盛土造
成地の滑動崩落の被害か
ら，市民の生命，生活の安
全・安心を確保するため，宅
地（大規模盛土造成地）の耐
震化を推進する

1.9億円 防災・安全交付金

八幡山公園急傾斜地の整備
令和元年度
～令和6年度

八幡山公園

広域避難地に位置付けされ
ており，災害時の速やかな避
難経路の整備など，公園施
設の安全を確保するため，
法面の整備を推進する

15.1億円 防災・安全交付金

21 防災情報の提供及び土砂災害ハザードマップの有効活用
土砂災害ハザードマップ改訂
作業

未定 市内

栃木県が公表した土砂災害
警戒区域等を指定・公表した
ことを受け，土砂災害ＨＭの
改訂を行うもの

未定 防災・安全交付金

拠点間の連携・交流を支えると
ちぎの道づくり
・市道3529号線整備
・市道6442号線整備等

平成28年度
～令和4年度

・市道3529号線
（細谷町工区）
・市道6442号線
（大谷工区）

拠点を結ぶ道路ネットワーク
の充実・強化のための事業
を実施し，災害時の物流・交
流を支える信頼性の高い幹
線道路ネットワークの形成を
目指す

90百万円 社会資本整備総合交付金

子どもたちの安全を確保する
通学路整備
・市道20042号線整備
・市道704号線整備
・市道356号線整備
・市道6193号線整備
・市道647号線整備
・自転車走行空間整備
・サイクリングロード整備等

平成20年度
～令和13年度

市道20042号線
（中岡本工区）
市道704号線
（雀の宮工区）
市道356号線
（石井町・東峰町
工区）
市道6193号線
（徳次郎工区）
市道647号線（下
荒針工区）
市道1635号線ほ
か29路線
（柳田街道工区
ほか）
サイクリングロー
ド整備
（田川・山田川工
区ほか）

子どもや高齢者等を交通事
故から守るため，交差点改
良，歩道整備，無電柱化，自
転車通行環境整備など，総
合的な交通安全対策を実施
することにより，地域におけ
る生活空間の安全確保を図
る

41.2億円 防災・安全交付金

防災・減災対策の推進による
災害に強い道路の整備
・市道5340号線整備
・市道1160号線整備
・市道2457号線整備
・市道863号線整備
・市道6440号線整備
・市道6441号線整備等

平成14年度
　～令和7年度

・市道5340号線
（上籠谷工区）
・市道1160号線
（上戸祭町工区）
・市道2457号線
（駒生工区）
・市道863号線
（細谷工区）
・市道6440号線
（宝木南工区）
・市道6441号線
（宝木北工区）

緊急輸送道路等の整備を行
うことで、災害リスクに対する
防災・減災機能を強化し、安
全・安心な道路の整備を進
める

82.6億円 防災・安全交付金
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道路ネットワークの構築

緊急輸送道路に指定されている路線等の計画的な整備，耐震化，維持管理

土砂災害防止施設の整備推進の要望及び市有地における急傾斜地の整備20

総合的な土砂災害等の対策

(２)都市・インフ
ラ



・宇都宮日光線 (一条)整備
・鶴田宝木線整備
・産業通り（陽東）整備等

平成7年度
～令和9年度

・宇都宮日光線
（一条）
・鶴田宝木線
・産業通り（陽東）

都市間・地域間の道路交通
機能の充実や都市防災機能
の向上を図る

184.3億円 社会資本整備総合交付金

LRTの整備
・JR宇都宮駅西側区間

検討中 検討中 LRTの整備 検討中
社会資本整備総合交付金
二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金

LRTの整備
・市道6413号線

・令和5年3月開業
　（予定）

市道6413号線ほ
か

ＬＲＴの整備 603億円（税別） 社会資本整備総合交付金

23 （仮称）大谷スマートインターチェンジの整備
・市道6438号線整備
・市道6439号線整備等

平成28年度
～令和7年度

・市道6438号線
・市道6439号線

本路線の整備により，高速
道路から本市の都市拠点及
び観光拠点への利便性の向
上や災害時における救援・復
旧活動の迅速化を図る

17億円 道路事業補助

観光地づくりを支える機能の充
実

令和2年度
～令和4年度

・市営大谷駐車
場
・市道2490号線
（大谷地区）
・市道632・635号
線（大谷地区）

・観光地大谷における情報発
信機能や発着・回遊機能を
備えた拠点施設の整備
・交差点改良，歩道整備，自
転車等走行空間等の整備な
どにより，観光地大谷の安全
かつ円滑な交通環境を確保
する

観光交流センター
4億円

　　　　　市道2490号線
1.8億円

市道632・635号線
4.8億円

社会資本整備総合交付金

宇都宮駅東口地区整備事業
平成30年度
～令和4年度

宇都宮駅東口地
区

宇都宮駅東口地区における
交流拠点施設や交流広場，
自転車駐車場などの都市機
能の整備

自転車駐車場
6.2億円

交流拠点施設
96.3億円
交流広場
　4.2億円

合計：106.7億円

社会資本整備総合交付金
都市構造再編集中支援事業

テクノポリスセンター地区新設
小学校の整備

平成30年度
～令和2年度

宇都宮市ゆいの
杜3‐15

教育環境の向上，地域コミュ
ニティ活動や地域の避難場
所等となる都市機能誘導施
設の整備を実施する

50億円 学校施設環境改善交付金

宮原運動公園周辺地区都市構
造再編集中支援事業

令和2年
～令和6年完了予定

宮原運動公園等

施設の老朽化に対応すると
もに，社会環境やスポーツ
ニーズの変化を踏まえ，地域
住民のレクリエーション活動
や健康づくりの場となる地域
の交流や憩いの拠点として
再整備する

53.6億円 都市構造再編集中支援事業

田川第1処理区内の管渠の耐
震化事業

事業実施期間
令和2年
～令和6年

田川第1処理区
内

耐震化事業を促進することで
継続的な運営が可能な下水
道システムを構築する

2.2億円 防災・安全交付金

田川第2処理区内の管渠の耐
震化事業

事業実施期間
令和2年
～令和6年

田川第2処理区
内

耐震化事業を促進することで
継続的な運営が可能な下水
道システムを構築する

6.2億円 防災・安全交付金

下水処理場等の耐震化
令和2年度
～令和6年度

川田水再生セン
ターほか

地震時にも下水処理機能を
維持するため，下水道施設
（処理場等）の耐震化を図る

19.2憶円 防災・安全交付金
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24 都市機能の維持・誘導

道路ネットワークの構築

緊急輸送道路に指定されている路線等の計画的な整備，耐震化，維持管理

(２)都市・インフ
ラ

居住や都市機能の適正な維持・誘導の推進（立地適正化計画の策定，市街化調
整区域における土地利用方針の策定）

25 下水道施設の耐震化 重要医療施設や避難所と処理場を結ぶ重要な幹線に係る管渠の耐震化を推進



26 水道施設の耐震化等 水道施設の耐震化，計画的な施設更新の推進 第1期水道施設耐震化整備事業
平成27年
～令和9年

松田新田浄水場
導水管
高間木取水場

本市において，最も重要な基
幹施設である松田新田浄水
場と高間木取水場とともに，
両施設を接続する導水管の
耐震化を推進する

56億円 生活基盤施設耐震化等補助金

27 有害物質の拡散・流出対策 有害物質の適正管理等の促進
民間建築物アスベスト除去等
補助金

平成21年度～ 市内全域

市民の健康被害を未然に防
止するため，民間建築物の
吹き付けアスベスト除去を推
進する

2百万円
住宅・建築物安全ストック形成事業
(防災・安全交付金)

28 地籍調査の推進 地籍調査の推進 地籍調査事業 平成12年度～ 宇都宮市内全域
国土調査法に基づき土地一
筆ごとの調査を行い，地籍の
明確化を図る

54,380千円
（令和4年度当初予算）

地籍調査費負担金

29 災害時要援護者支援制度の推進 災害時要援護者支援事業 平成19年度～
市内39地区（連
合自治会単位）

災害に備え，災害発生時に
自力避難が困難な「災害時
要援護者」を適切に避難させ
るため，避難支援者や避難
場所等をあらかじめ地域で
決めておく「災害時要援護者
支援制度」を推進する

1.3百万円
（令和3年度当初予算）

生活困窮者就労準備支援事業費
等補助金

30 「避難行動要支援者名簿」の活用 避難行動要支援者名簿 平成27年度～

庁内でシステム
によるデータ管
理，紙媒体によ
る管理を実施

「避難行動要支援者」につい
て名簿を作成し，災害発生，
または発生する恐れがある
場合に限り，本人の同意なく
警察・消防など，避難支援に
携わる関係者に提供する

上記の「災害時要援護
者支援事業」に含む

生活困窮者就労準備支援事業費
等補助金

31 情報伝達・避難誘導等に迅速に対応するための体制整備
民間福祉避難所協定施設に対
するＭＣＡ無線機配備

平成25年度～
民間福祉避難所
（43か所）

災害時に要援護者の福祉避
難所として使用することにつ
いて協定を締結している民間
福祉施設に対して，ＭＣＡ無
線機を配備している

2.2百万円
（令和3年度当初予算）

生活困窮者就労準備支援事業費
等補助金

LRT沿線の低炭素化促進事業 平成28年度～
ＬＲＴ沿線トラン
ジットセンター（Ｔ
Ｃ）及び周辺街区

ＬＲＴ沿線におけるＴＣ及び周
辺街区の低炭素化の検討及
び低炭素化策の構築

―
二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金

市有施設における再生可能エ
ネルギー導入推進事業

令和４年度～
市内全域（市有
施設）

太陽光発電システムなどの
再生可能エネルギーの導入
など，レジリエンス強化にも
資する市有施設の脱炭素化
の推進

―
二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金

農業用ため池防災・減災対策
推進事業

令和元年
～令和4年

寺内溜ほか8か
所

農業用ため池の豪雨・地震
耐性評価及び機能保全調
査・保全計画を策定する

65.5百万円
（令和3年度当初予算）

農業用ため池防災・減災対策推進
事業補助金

農村地域防災減災事業
令和元年
～令和4年

中里町
基幹的農業水利施設（水路・
頭首工等）の機能保全計画
作成及び対策工事

0.8百万円
（令和3年度当初予算）

農村地域防災事業負担金

34
農地・農業用水利施設等の適

切な保全管理
優良農地の確保や，地域の共同による農地・農業用水利施設の保全活動等の促
進

市内６１組織が実施する農地
等の多面的機能の維持や資源
の質的向上を図るための支援

平成26年度～ 市内61組織

農業・農村の持つ多面的機
能の維持・発揮や地域資源
の質的向上を図るための共
同活動に対する支援

1.3憶円
（令和3年度当初予算）

多面的機能支払交付金

35 森林の適切な保全・管理 森林整備の推進
森林・山村多面的機能発揮対
策交付金事業

平成25年度～ 市内3団体
地域の団体による雑草木の
刈り払い，植栽等，歩道や作
業道の作設・改修等の支援

112千円
（令和4年度当初予算）

森林・山村多面的機能発揮対策交
付金

(２)都市・インフ
ラ

33
各農業用施設の管理者における，機能診断や補修，耐震化等の促進に向けた支
援

自立分散型エネルギーの導入
促進

32
太陽光や燃料電池（エネファーム），蓄電池等の自立分散型エネルギーの導入
促進

農業水利施設の老朽化対策及
び耐震化

避難行動要支援者対策(３)市民生活

(４)産業・経済



河川整備事業一覧表

①準用河川越戸川バイパス

H21～R6 ⇒ C=4,411

②準用河川新川江曽島調節池

H14～R12 ⇒ C=2,437

③準用河川新川今宮調節池

R1～R7 ⇒ C=770

④準用河川大久保谷地川バイパス

H17～R8 ⇒ C=4,501

⑥準用河川駒生川

H17～R11 ⇒ C=2,311

⑪準用河川鶴田川

R3～R4 ⇒ C=111

⑤準用河川西川田川

H12～ ⇒ C=1,796

⑦準用河川西川上流

R5～ ⇒ C=532

⑫準用河川鎧川

R2～R9 ⇒ C=2,261

⑬普通河川陽北水路

R3～R4 ⇒ C=57

⑭普通河川高橋川

R3～R4 ⇒ C=8

⑮都市基盤河川奈坪

川

（石川・谷田川含

⑯都市基盤河川御用川

H3～R8 ⇒ C=10,512

溢水箇所
都市河川
準用河川
普通河川

凡例

⑩準用河川駒生川

R5 ⇒ C=57

⑧準用河川越戸川バイパス

R2～R6 ⇒ C=2,400

⑨準用河川越戸川バイパス

R2～R6 ⇒ C=1,340

別紙


