
鳥 取 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・鳥取県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 3,151　
≪鳥取県

とっとりけん

≫境港市
さかいみなとし

≪島根県
しまねけん

≫松江市
まつえし

、出雲市
いずもし

、安来市
やすぎし

日野川 日野川 一般河川改修事業 1,572　 米子市
よなごし

、伯耆町
ほうきちょう

、南部町
なんぶちょう

天神川 天神川 一般河川改修事業 790　 倉吉市
くらよしし

千代川 千代川 一般河川改修事業 283　 鳥取市
とっとりし

斐伊川 総合水系環境整備事業 417　
≪鳥取県

とっとりけん

≫米子市
よなごし

≪島根県
しまねけん

≫出雲市
いずもし

、安来市
やすぎし

日野川 総合水系環境整備事業 30　 米子市
よなごし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・鳥取県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

千代川 大路川 大規模特定河川事業 450　 鳥取
とっとり

市
し

千代川 私都川 大規模特定河川事業 110　 八頭町
やずち ょ う

日野川 水貫川 大規模特定河川事業 60　 米子市
よ な ご し



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（鳥取県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

だいせんさんけい（てんじんがわ） おがもがわ いずみたにがわ のぞえ5ごうさぼうえんてい くらよしし せきがねちょうのぞえ

倉吉河川国道 火山砂防 大山山系(天神川） 小鴨川 泉谷川 野添５号砂防堰堤 倉吉市 関金町野添 砂防堰堤工 122
だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ おしかがわ にしおさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう にしお

大山山系(天神川） 天神川 小鹿川 西尾砂防堰堤 東伯郡 三朝町 西尾 砂防堰堤工 122
だいせんさんけい（てんじんがわ） おがもがわ かわらだにがわ おおがわら２ごうさぼうえんてい くらよしし せきがねちょうやまぐち

大山山系(天神川） 小鴨川 河原谷川 大河原２号砂防堰堤 倉吉市 関金町山口 砂防堰堤工 202
だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ しゃくたにがわ あながも４ごうさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう あながも

大山山系(天神川） 天神川 尺谷川 穴鴨４号砂防堰堤 東伯郡 三朝町 穴鴨 砂防堰堤工 180
だいせんさんけい（てんじんがわ） おがもがわ しみずたにがわ しみずたにがわだい５ごうえんていかいちく くらよしし せきがねちょうしみず

大山山系(天神川） 小鴨川 清水谷川 清水谷川第５号堰堤改築 倉吉市 関金町清水 砂防堰堤工 116
だいせんさんけい（てんじんがわ） おがもがわ おがもがわ おがもがわだい２ごうえんていかいちく くらよしし せきがねちょうみょうこう

大山山系(天神川） 小鴨川 小鴨川 小鴨川第２号堰堤改築 倉吉市 関金町明高 砂防堰堤工 116

合計 ６箇所 858

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（鳥取県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ しらみがわ にのさわさぼうえんてい ひのぐん こうふちょう よしはら

日野川河川 火山砂防 大山山系(日野川） 日野川 白水川 二の沢砂防堰堤 日野郡 江府町 吉原 砂防堰堤工 101
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ せいやまがわ はやしがはら２ごうさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう きよはら

大山山系(日野川） 日野川 清山川 林ヶ原２号砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 清原 砂防堰堤工 100
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ ふなたにがわ みようさぼうえんてい ひのぐん こうふちょう みよう

大山山系(日野川） 日野川 船谷川 美用砂防堰堤 日野郡 江府町 美用 砂防堰堤工 485
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ そえだに２ごうさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう そえだに

大山山系(日野川） 日野川 大江川 添谷２号砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 添谷 砂防堰堤工 7

合計 ４箇所 693

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 せんだいがわ ほのみがわ やずぐん ちずちょう ほのみ そくりょうせっけい

砂防事業 千代川 穂見川 八頭郡 智頭町 穂見 測量設計 38

せんだいがわ えなみたにがわ やずぐん わかさちょう よしかわ そくりょうせっけい

千代川 江浪谷川 八頭郡 若桜町 吉川 測量設計 14

かせちがわ かせちがわ とうはくぐん ことうらちょう のいぐら さぼうえんていこう

加勢蛇川 加勢蛇川 東伯郡 琴浦町 野井倉 砂防堰堤工 101

さだがわ さだがわ さいはくぐん ほうきちょう まるやま さぼうえんていこう

佐陀川 佐陀川 西伯郡 伯耆町 丸山 砂防堰堤工 232

小計 ４箇所 385

事業間連携 てんじんがわ しもそうげんじたにがわ とうはくぐん みささちょう そうげんじ さぼうえんていこう

砂防等事業 天神川 下曹源寺谷川 東伯郡 三朝町 曹源寺 砂防堰堤工 101
せんだいがわ やまのたにがわ とっとりし もちがせちょう べふ そくりょうせっけい

千代川 山ノ谷川 鳥取市 用瀬町 別府 測量設計 10
かちべがわ けんじょうじたにがわ とっとりし あおやちょう かみや かんりようどうろこう

勝部川 見生寺谷川 鳥取市 青谷町 紙屋 管理用道路工 85
せんだいがわ いしたにがわ とっとりし なかむら さぼうえんていこう

千代川 石谷川 鳥取市 中村 砂防堰堤工 1
せんだいがわ みやのたにがわ とっとりし しもだん かんりようどうろこう

千代川 宮ノ谷川 鳥取市 下段 管理用道路工 60
せんだいがわ おんたにがわ とっとりし かみすなみ かんりようどうろこう

千代川 音谷川 鳥取市 上砂見 管理用道路工 15
かちべがわ たけうちだにがわ とっとりし あおやちょう かみや ようちほしょう

勝部川 竹内谷川 鳥取市 青谷町 紙屋 用地補償 1
しおみがわ みやのおくがわ とっとりし ふくべちょう やだに さぼうえんていこう

塩見川 宮の奥川 鳥取市 福部町 箭渓 砂防堰堤工 110
せんだいがわ みやつかだにがわ やずぐん ちずちょう ちず さぼうえんていこう

千代川 宮塚谷川 八頭郡 智頭町 智頭 砂防堰堤工 92

事業区分
所在地

水系名 渓流名

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書
（鳥取県　1/2）



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 せんだいがわ はやしのたにがわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

砂防等事業 千代川 林ノ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 80
せんだいがわ              たにがわ やずぐん やずちょう いわぶち そくりょうせっけい

千代川 ツツミ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 測量設計 3
せんだいがわ たかみやだにがわ やずぐん やずちょう くさかべ そくりょうせっけい

千代川 高宮谷川 八頭郡 八頭町 日下部 測量設計 4
てんじんがわ くろかわだにがわ とうはくぐん みささちょう さかもと そくりょうせっけい

天神川 黒川谷川 東伯郡 三朝町 坂本 測量設計 15
ひのがわ たけおうだにがわ さいはくぐん ほうきちょう ふくじま さぼうえんていこう

日野川 武王谷川 西伯郡 伯耆町 福島 砂防堰堤工 77
ひのがわ もりわきがわ さいはくぐん ほうきちょう はたいけ そくりょうせっけい

日野川 森脇川 西伯郡 伯耆町 畑池 測量設計 18
うだがわ にしはらいち よなごし よどえちょう にしばら こうじようどうろこう

宇田川 西原ⅰ 米子市 淀江町 西原 工事用道路工 30
ひのがわ うしのおがわ ひのぐん にちなんちょう かすみ そくりょうせっけい

日野川 牛ノ尾川 日野郡 日南町 霞 測量設計 20
ひのがわ きつねさこ ひのぐん にちなんちょう まるやま こうじようどうろこう

日野川 狐﨏 日野郡 日南町 丸山 工事用道路工 26
ひのがわ あらたがわ ひのぐん こうふちょう あらた さぼうえんていこう

日野川 荒田川 日野郡 江府町 荒田 砂防堰堤工 120
ひのがわ ひがしやまがわ ひのぐん にちなんちょう みやうち こうじようどうろこう

日野川 東山川 日野郡 日南町 宮内 工事用道路工 31

小計 ２０箇所 899

２４箇所 1,284合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地

（鳥取県　2/2）



中国地方整備局（鳥取県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 皆生海岸 米子市
よ な ご し

、境港市
さかいみなとし

416

鳥取県　計 416

平成３１年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


