
山 口 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

小瀬川 小瀬川 一般河川改修事業 131　
≪広島県

ひろしまけん

≫大竹市
おおたけし

≪山口
やまぐち

県
けん

≫岩国市
いわくにし

佐波川 佐波川 一般河川改修事業 715　 山口市
やまぐちし

、防府市
ほうふし

佐波川 総合水系河川整備事業 74　 防府市
ほうふし

（※）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・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

南若川 南若川 大規模特定河川事業 200　 山口市
やまぐ ちし

阿武川 阿武川 大規模特定河川事業 300　 山口市
やまぐ ちし

江頭川 江頭川 大規模特定河川事業 200　 宇部市
う べ し



山口県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 5,678)

河川整備事業費 5,655 

　河川総合開発事業費補助

( 5,608)

　　建 設 工 事 5,585 

( 5,448)

平瀬ダム 5,426 

( 160)

大河内川ダム 159 

　治水ダム建設事業費補助

( 70)

    実施計画調査 70 

( 70)

木屋川ダム再開発 70 

備　　　　考事項 ダム名



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 さばがわ おきのはらたにかわ やまぐちし とくぢいかじ さぼうえんていこう

砂防等事業 佐波川 沖ノ原谷川 山口市 徳地伊賀地 砂防堰堤工 30

さばがわ おおくぼけいりゅう やまぐちし とくぢやまはた さぼうえんていこう

佐波川 大久保渓流 山口市 徳地山畑 砂防堰堤工 30

さばがわ かけひがしたにがわ ほうふし かみみぎた さぼうえんていこう

佐波川 峪東谷川 防府市 上右田 砂防堰堤工 100

さばがわ みぎたがだけなかたにがわ ほうふし かみみぎた さぼうえんていこう

佐波川 右田ヶ岳中谷川 防府市 上右田 砂防堰堤工 80

さばがわ いしはらみなみたにがわ ほうふし まなお こうじようどうろ

佐波川 石原南谷川 防府市 真尾 工事用道路 70

ひがしとよいがわ くだまつし ひがしとよい ようちばいしゅう

東豊井川 下松市 東豊井 用地買収 10

あぶがわ そねみなみがわ やまぐちし あとうじふくしも さぼうえんていこう

阿武川 曽根南川 山口市 阿東地福下 砂防堰堤工 20

あぶがわ きべのしもなかがわ やまぐちし あとうかねしも さぼうえんていこう

阿武川 吉部野下中川 山口市 阿東嘉年下 砂防堰堤工 80

あぶがわ たまえうらがわ はぎし おおあざやまだ ようちばいしゅう

阿武川 玉江浦川 萩市 大字山田 用地買収 20

あぶがわ くらやけいりゅう はぎし あきらぎ そくりょうせっけい

阿武川 蔵屋渓流 萩市 明木 測量設計 15

あぶがわ うしじ　　かわ はぎし あきらぎ そくりょうせっけい

阿武川 牛地１川 萩市 明木 測量設計 15

やしろがわ とくじん おおしまぐん すおうおおしまちょう ひがしやしろ こうじようどうろ

屋代川 徳神１ 大島郡 周防大島町 東屋代 工事用道路 20

やしろがわ おがたみなみがわ おおしまぐん すおうおおしまちょう にしやしろ こうじようどうろ

屋代川 小方南川 大島郡 周防大島町 西屋代 工事用道路 20

やしろがわ じんりょうみなみがわ おおしまぐん すおうおおしまちょう ひがしやしろ こうじようどうろ

屋代川 神領南川 大島郡 周防大島町 東屋代 工事用道路 30

にしきがわ いきみけいりゅう いわくにし みわまち いきみ さぼうえんていこう

錦川 生見渓流 岩国市 美和町 生見 砂防堰堤工 120

事業区分 水系名 渓流・箇所名
所在地

（山口県　1/3）

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



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 にしきがわ くいながわ いわくにし くいな ようちばいしゅう

砂防等事業 錦川 杭名川 岩国市 杭名 用地買収 10

にしきがわ おおむかいがわ しゅうなんし おおむかいふたまた さぼうえんていこう

錦川 大向川 周南市 大向二俣 砂防堰堤工 70

あさがわ はぎわらきたがわ みねし おふくちょう しも さぼうえんていこう

厚狭川 萩原北川 美祢市 於福町 下 砂防堰堤工 60

あさがわ こすぎきたがわ みねし おふくちょう しも ようちばいしゅう

厚狭川 小杉北川 美祢市 於福町 下 用地買収 10

あさがわ はぎわらきたしもかわ みねし おふくちょう しも ようちばいしゅう

厚狭川 萩原北下川 美祢市 於福町 下 用地買収 10

あさがわ まつがせがわ さんようおのだし あさ こうじようどうろ

厚狭川 松ヶ瀬川 山陽小野田市 厚狭 工事用道路 75

さばがわ おおまちがわ やまぐちし とくぢかみむら ようちばいしゅう

佐波川 大町川 山口市 徳地上村 用地買収 20

みすみがわ しもなかおのがわ ながとし みすみなか こうじようどうろ

三隅川 下中小野川 長門市 三隅中 工事用道路 100

みすみがわ しもなかおのけいりゅう ながとし みすみなか ようちばいしゅう

三隅川 下中小野渓流 長門市 三隅中 用地買収 10

たきがわ にしほんたにおおかわ やないし こうじろ さぼうえんていこう

滝川 西本谷大川 柳井市 神代 砂防堰堤工 50

しまたがわ ひらはらがわ いわくにし くがまち こうじようどうろ

島田川 平原川 岩国市 玖珂町 工事用道路 30

しまたがわ すどおりひがしがわ いわくにし しゅうとうまち しもすどおり さぼうえんていこう

島田川 須通東川 岩国市 周東町 下須通 砂防堰堤工 130

ひらたがわ おくさこがわ くだまつし おくさこ こうじようどうろ

平田川 奥迫川 下松市 奥迫 工事用道路 20

みずかみみなみがわさわ しゅうなんし とくやま こうじようどうろ

水上南側沢 周南市 徳山 工事用道路 50

こやがわ くつわいみなみがわ しものせきし きくがわちょう おおあざくつわい こうじようどうろ

木屋川 轡井南川 下関市 菊川町 大字轡井 工事用道路 50

事業区分 水系名 渓流・箇所名
所在地

（山口県　2/3）

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



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 こやがわ やいけいりゅう しものせきし きくがわちょう しもおおの ようちばいしゅう

砂防等事業 木屋川 谷井渓流 下関市 菊川町 下大野 用地買収 20

おんだにしかわ しゅうなんし おんだ ようちばいしゅう

温田西川 周南市 温田 用地買収 20

たまのうらがわ しものせきし ちょうふたまのうらちょう ようちばいしゅう

珠の浦川 下関市 長府珠の浦町 用地買収 20

うかほんごうにしかわ しものせきし とようらちょう うか さぼうえんていこう

宇賀本郷西川 下関市 豊浦町 宇賀 砂防堰堤工 50

しまたがわ しんぞうたにがわ いわくにし しゅうとうまち にしながの そくりょうせっけい

島田川 新造谷川 岩国市 周東町 西長野 測量設計 22

３５箇所 1,487合計

事業区分

（山口県　3/3）

水系名 渓流・箇所名
所在地

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



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 山口県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

美祢市 1,010 2,020

山口県計 1,010 2,020
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


