
山 形 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・山形県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

最上川 最上川下流 一般河川改修事業 637　 酒田市
さ か た し

最上川 最上川中流 一般河川改修事業 1,147　 新庄市
しん じょ うし

、戸沢村
と ざ わ む ら

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 1,827　 山形市
や ま が た し

、天童市
て ん ど う し

、河北町
かほくちょう

、白鷹町
しらたかまち

、川西
かわにし

町
まち

赤川 赤川 一般河川改修事業 684　 鶴岡市
つ る お か し

最上川 最上川下流 河川工作物関連応急対策事業 375　 庄内町
しょうないまち

最上川 最上川中流 河川工作物関連応急対策事業 24　 新庄市
しん じょ うし

最上川 最上川上流 河川工作物関連応急対策事業 73　 長井市
な が い し

、川西町
かわにしまち

赤川 赤川 河川工作物関連応急対策事業 20　 鶴岡市
つ る お か し

最上川 総合水系環境整備事業 103　 長井市
な が い し

、寒河江市
さ が え し

赤川 総合水系環境整備事業 78　 鶴岡市
つ る お か 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。



令和２年度当初予算　河川事業（補助・山形県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

最上川 誕生川 事業間連携河川事業 664　 米沢市
よねざわし

最上川 須川 大規模特定河川事業 200　 山形市
やまがたし

最上川 大旦川 大規模特定河川事業 100　 村山市
むらやまし

最上川 吉野川 大規模特定河川事業 414　 南陽市
なん よ う し

赤川 湯尻川 大規模特定河川事業 100　 鶴岡市
つるおかし



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　１／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわすいけい たちやざわがわ かどさわ かどさわだいにさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

新庄河川 砂防 最上川水系 立谷沢川 角沢 角沢第２砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 404
もがみがわすいけい たちやざわがわ しなさわ しなさわさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち しなさわ

最上川水系 立谷沢川 科沢 科沢砂防堰堤 東田川郡 庄内町 科沢 砂防堰堤工 30
もがみがわすいけい つのかわ かのさわ かのさわだいごさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ

最上川水系 角川 鹿の沢 鹿の沢第５砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 260
もがみがわすいけい つのかわ はちまんさわ はちまんさわだいごさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ

最上川水系 角川 八幡沢 八幡沢第５砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 30
もがみがわすいけい つのかわ さわうちがわ さわのうちさわにさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ

最上川水系 角川 沢内川支川 沢の内沢２砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 30
もがみがわすいけい どうざんがわ よこみちさわ よこみちあかすなだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 横道沢 横道赤砂第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 266
もがみがわすいけい どうざんがわ こたきがわ こたきがわだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 小滝川 小滝川第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 28
もがみがわすいけい どうざんがわ おだき おだきだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 男滝 男滝第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 67
もがみがわすいけい どうざんがわ どうざんがわ きとおださぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 銅山川 木遠田砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 86
もがみがわすいけい どうざんがわ どうざんがわ ゆのだいさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 銅山川 湯の台砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 60
もがみがわすいけい どうざんがわ あかまつがわ とよまきさぼうえんていかいちく もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 赤松川 豊牧砂防堰堤改築 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 44
もがみがわすいけい どうざんがわ ふかさわ ふかさわさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 深沢 深沢砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 27
もがみがわすいけい どうざんがわ もぐらさわ にがみずがわりゅうろこう もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 もぐら沢 苦水川流路工 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 60
もがみがわすいけい どうざんがわ あかまつがわ たきのさわさぼうえんていかいちく もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 赤松川 滝の沢砂防堰堤改築 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 76
もがみがわすいけい さがえがわ よこくきさわ よこくきさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち よこくきさわ

最上川水系 寒河江川 横岫沢 横岫沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 横岫沢 砂防堰堤工 316
もがみがわすいけい さがえがわ とうしちさわ とうしちさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち おおいさわ

最上川水系 寒河江川 藤七沢 藤七沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 大井沢 砂防堰堤工 110
もがみがわすいけい さがえがわ ひばらさわ ひばらさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち おおいさわ

最上川水系 寒河江川 桧原沢 桧原沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 大井沢 砂防堰堤工 30
もがみがわすいけい さけがわ おおいしかわ おおいしかわだいにさぼうえんてい もがみぐん かねやままち ひあたり

最上川水系 鮭川 大石川 大石川第２砂防堰堤 最上郡 金山町 日当 砂防堰堤工 195
砂防

合計 １８箇所 2,119

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　２／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわすいけい たちやざわがわ にごりさわがわ にごりさわだいはちさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

火山砂防 最上川水系 立谷沢川 濁沢川 濁沢第８砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 404
もがみがわすいけい たちやざわがわ まつざわ まつざわだいさんさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

最上川水系 立谷沢川 松沢 松沢第３砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 156
もがみがわすいけい たちやざわがわ たちやざわがわ くぐりいわだいにさぼうえんていかいちく ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

最上川水系 立谷沢川 立谷沢川 潜岩第２砂防堰堤改築 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 156
火山砂防

合計 ３箇所 716

合計 ２１箇所 2,835

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　３／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あかがわすいけい ひがしおおとりがわ たちやさわ たちやさわさぼうえんてい つるおかし おおとり

新庄河川 砂防 赤川水系 東大鳥川 立矢沢 立矢沢砂防堰堤 鶴岡市 大鳥 砂防堰堤工 249
あかがわすいけい おおとりがわ いしかねざわ いしかねざわさぼうえんていかいちく つるおかし おおばり

赤川水系 大鳥川 石金沢 石金沢砂防堰堤改築 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 59
あかがわすいけい まつざわがわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい つるおかし まつざわ

赤川水系 松沢川 水上沢 水上沢砂防堰堤 鶴岡市 松沢 砂防堰堤工 30
あかがわすいけい おおとりがわ なかむらさわ なかむらさわさぼうえんてい つるおかし おおばり

赤川水系 大鳥川 仲村沢 仲村沢砂防堰堤 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 30
あかがわすいけい ぼんじがわ たかみちざわがわ たかみちざわがわさぼうえんてい つるおかし かみながわ

赤川水系 梵字川 高道沢川 高道沢川砂防堰堤 鶴岡市 上名川 砂防堰堤工 258
あかがわすいけい ぼんじがわ じゅっこくさわ じゅっこくさわさぼうえんてい つるおかし えっちゅうやま

赤川水系 梵字川 十石沢 十石沢砂防堰堤 鶴岡市 越中山 砂防堰堤工 30
砂防

合計 ６箇所 656
あかがわすいけい ぼんじがわ じゅうざさわ じゅうざさわさぼうえんてい つるおかし たむぎまた

火山砂防 赤川水系 梵字川 十座沢 十座沢砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 266
あかがわすいけい たむぎがわ いわすげさわ いわすげさわだいはちさぼうえんてい つるおかし たむぎまた

赤川水系 田麦川 岩菅沢 岩菅沢第８砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 150
火山砂防

合計 ２箇所 416

合計 ８箇所 1,072

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　４／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい まつかわ まえかわ まえかわだいいちさぼうえんてい よねざわし いたや

福島河川国道 火山砂防 阿武隈川水系 松川 前川 前川第１砂防堰堤 米沢市 板谷 砂防堰堤工 94

合計 １箇所 94

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県 ５／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ まつおかさわ まつおかさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち まつおか

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 松岡沢 松岡砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 松岡 砂防堰堤工 81
いいでさんけい あらかわ すぎたちさわ すぎたちさわどしゃりゅうしゅつたいさく にしおきたまぐん おぐにまち ぬまざわ

飯豊山系 荒川 杉立沢 杉立沢土砂流出対策 西置賜郡 小国町 沼沢 砂防堰堤工 227
いいでさんけい あらかわ あらかわじょうりゅうさぼうえんていかいちく にしおきたまぐん おぐにまち いりおりと

飯豊山系 荒川 荒川上流砂防堰堤改築 西置賜郡 小国町 入折戸 砂防堰堤工 350
いいでさんけい あらかわ おがわさわ おがわさわさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち すがぬま

飯豊山系 荒川 小川沢 小川沢砂防堰堤 西置賜郡 小国町 菅沼 砂防堰堤工 136
いいでさんけい あらかわ おおたきがわ おおたきがわさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち おおたき

飯豊山系 荒川 大滝川 大滝川砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 大滝 砂防堰堤工 70
いいでさんけい あらかわ かいらぎさわ かいらぎさわだいごごうさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち こたまがわ

飯豊山系 荒川 梅花皮沢 梅花皮沢第５号砂防堰堤 西置賜郡 小国町 小玉川 砂防堰堤工 1

合計 ６箇所 865

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和2年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（山形県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

がっさん にしむらやまぐん にしかわまち しづ はいすい　　　　　　　こう

新庄河川 地すべり対策 月山 西村山郡 西川町 志津 排水トンネル工

つるおかし たむぎまた しゅうすいせいこう

鶴岡市 田麦俣 集水井工 922

１箇所 922合計

所在地



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 もがみがわ おりはたがわ なんようし うるしやま さぼうえんていこう

砂防等事業 最上川 織機川 南陽市 漆山 砂防堰堤工 70

もがみがわ ざおうがわ かみのやまし ながの さぼうえんていこう

最上川 蔵王川 上山市 永野 砂防堰堤工 62

にっこうがわ にっこうがわ さかたし ますだ とこがためこう

日向川 日向川 酒田市 升田 床固工 60

小計 ３箇所 192

大規模更新 あかがわ こまたがわ つるおかし かみたざわ えんていかいりょうこう

砂防等事業 赤川 小俣川 鶴岡市 上田沢 堰堤改良工 37

小計 １箇所 37

事業間連携 もがみがわ しもおぎしもさわ なんようし しもおぎ さぼうえんていこう

砂防等事業 最上川 下荻下沢 南陽市 下荻 砂防堰堤工 110
もがみがわ かわといさわ なんようし かわとい さぼうえんていこう

最上川 川樋沢４ 南陽市 川樋 砂防堰堤工 82
もがみがわ かまのさわ にしおきたまぐん しらたかまち たきの さぼうえんていこう

最上川 釜ノ沢 西置賜郡 白鷹町 滝野 砂防堰堤工 40
もがみがわ ふどうさわ にしおきたまぐん しらたかまち さのはら さぼうえんていこう

最上川 不動沢 西置賜郡 白鷹町 佐野原 砂防堰堤工 50
あぶらとがわ なかた つるおかし あぶらと さぼうえんていこう

油戸川 中田 鶴岡市 油戸 砂防堰堤工 64
おおばとがわ つるおかし かたのりざわ さぼうえんていこう

大波渡川 鶴岡市 堅苔沢 砂防堰堤工 20

小計 ６箇所 366

10箇所 595

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　1/2）

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 しょうないおぐにがわ まきのだい つるおかし まきだい のりめんこう

砂防等事業 庄内小国川 槙の代 鶴岡市 槙代 法面工 36

小計 １箇所 36

事業間連携 もがみがわ しぎのやち かみのやまし おぐら しゅうすいせいこう

砂防等事業 最上川 鴫の谷地 上山市 小倉 集水井工 10

もがみがわ うめがだいらやま かみのやまし むじなもり くいこう

最上川 梅ヶ平山 上山市 狸森 杭工 12

もがみがわ あかやま なんようし おぎ すいろこう

最上川 赤山 南陽市 荻 水路工 26

もがみがわ すなさわ もがみぐん とざわむら ふるくち おさえもりどこう

最上川 砂沢 最上郡 戸沢村 古口 押え盛土工 24

小計 ４箇所 72

５箇所 108合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,145,000 791,000

443,000 380,000

1,588,000 1,171,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]
総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防災・安全）

[一般計画]
山形県緊急治水対策プロジェクト河川における再度の氾濫防止対策（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

最上小国川総合流域防災事
業

山形県 8,000

8,000

8,000 0

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
河川空間とまち空間が融合した良好なネットワーク
の形成 小計

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。



山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

女殺沢川通常砂防事業 30,000 30,000

半郷沢通常砂防事業 15,000 15,000

フクベラゾ通常砂防事業 14,000 14,000

上ノ代沢1火山砂防事業 44,000

上ノ代沢2火山砂防事業 38,500

上ノ代沢3火山砂防事業 5,500

最上川圏域緊急改築事業（砂） 27,500

芦沢川通常砂防事業 20,000

金毘羅沢通常砂防事業 15,000

山辺南沢2通常砂防事業 15,000

諏訪沢通常砂防事業 15,000

最上川圏域緊急改築事業（急） 23,750

263,250 59,000

397,995 94,000

18,000

679,245 153,000

山形県[重点計画]
山形県における土砂災害対策事業の推進（防災・安
全）（重点）

合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　山形県における土砂災害対策事業の推進（防災・安全）

小計

[一般計画]　山形県における土砂災害ソフト対策の推進（防災・安全）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



SP作成イメージ

山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

40,000 0

40,000 0

[一般計画]　総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
より永く安心に使い続けることのできる最上川流域下水道の実現（防災・安全）

山形県 809,689 130,362

[重点計画]
山形市における災害にまけない強靭な下水道の構築（防災・安全）（重点計画）

山形市 458,775 0

[一般計画]　山形市における災害にまけない強靭な下水道の構築（防災・安全） 山形市 225,815 56,250

[一般計画]
米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画（防災・安全）

米沢市 333,600 14,240

[一般計画]　鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全） 鶴岡市 362,700 72,600

[重点計画]
鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

鶴岡市 178,000 12,000

[重点計画]
酒田市における防災・減災・安全に資する下水道の整備（防災・安全）（重点計画）

酒田市 89,575 0

[一般計画]　酒田市における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 酒田市 33,560 0

[一般計画]　新庄市における安全で安心な下水道の整備計画（防災・安全） 新庄市 3,000 0

[一般計画]　寒河江市における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 寒河江市 104,897 0

[重点計画]
上山市における安全な生活環境の整備推進計画（防災・安全）（重点計画）

上山市 15,000 0

[一般計画]　上山市における安心な生活環境の整備推進計画（防災・安全） 上山市 133,700 56,800

[一般計画]　村山市における安全で安心な下水道整備（防災・安全） 村山市 33,300 0

[一般計画]　「水と緑と花のながい」における安全・安心な施設づくり（防災・安全） 長井市 38,500 0

[一般計画]　天童市における良好な下水道環境整備の推進（防災・安全） 天童市 91,557 0

[重点計画]
東根市における水の防災・安全な社会基盤の実現（防災・安全）（重点計画）

東根市 50,000 0

[一般計画]　東根市における水の防災・安全な社会基盤の実現（防災・安全） 東根市 26,500 0

[重点計画]　南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画） 南陽市 13,000 0

[一般計画]　南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全） 南陽市 15,000 0

[一般計画]　中山町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 中山町 2,400 0

[一般計画]　河北町における安心・安全な下水道施設整備の推進（防災・安全） 河北町 8,500 0

[一般計画]　西川町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 西川町 8,100 0

[一般計画]　大江町浄化センターストックマネジメント計画（防災・安全） 大江町 5,400 0

[一般計画]　最上町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 最上町 15,400 0

[一般計画]　高畠町における安全で安心な下水道整備（防災・安全） 高畠町 22,500 0

[一般計画]　小国町の下水道整備の促進と保全（防災・安全） 小国町 64,244 0

[一般計画]　白鷹町における防災・安全計画（防災・安全） 白鷹町 32,900 0

[一般計画]　三川町における安全・安心な環境整備の推進（防災・安全） 三川町 8,100 0

[一般計画]　遊佐町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全） 遊佐町 22,800 0

3,206,512 342,252

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



山形県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　最上川流域における美しい暮らしと水循環の実現 山形県 204,400 0

[重点計画]　鶴岡市における循環のみちの実現計画（重点計画） 鶴岡市 643,500 0

[一般計画]　鶴岡市における循環のみちの実現計画 鶴岡市 10,000 0

[重点計画]　酒田市における安全で安心な下水道の整備（重点計画） 酒田市 6,996 0

[一般計画]　酒田市における安全で安心な下水道の整備 酒田市 20,730 0

[重点計画]　新庄盆地における神室（山）の水再生計画（重点計画） 新庄市 50,000 0

[重点計画]　寒河江市における下水道未普及地域の整備（重点計画） 寒河江市 93,375 0

[重点計画]　上山市における快適で安心な生活環境の整備推進計画（重点計画） 上山市 125,500 0

[一般計画]　上山市における快適で安心な生活環境の整備推進計画 上山市 12,700 0

[一般計画]　村山市における安心で快適な下水道整備 村山市 500 0

[一般計画]　「水と緑と花のながい」における循環のみちづくり 長井市 1,500 0

[一般計画]　天童市における良好な下水道環境整備の推進 天童市 15,340 0

[重点計画]　東根市における水の安心・安全な社会基盤の実現（重点計画） 東根市 136,000 0

[一般計画]　南陽市における環境のみちの実現 南陽市 5,000 0

[重点計画]　南陽市における環境のみちの実現（重点計画） 南陽市 60,000 0

[一般計画]　山辺町下水道整備計画 山辺町 1,000 0

[一般計画]　中山町における下水道整備計画 中山町 3,100 0

[重点計画]　河北町における安心で快適な暮らしを支える下水道整備（重点計画） 河北町 100,000 0

[一般計画]　河北町における安心で快適な暮らしを支える下水道整備 河北町 5,000 0

[一般計画]　大江町における循環の道の実現 大江町 8,200 0

[重点計画]　川西町メディカルタウン下水道整備計画（重点計画） 川西町 15,000 0

[重点計画]　白鷹町における循環のみちの実現（重点計画） 白鷹町 9,000 0

[一般計画]　三川町における持続可能な下水道施設の推進 三川町 1,000 0

[重点計画]　尾花沢市大石田町における循環のみちの実現（重点計画） 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 42,000 0

[一般計画]　尾花沢市大石田町における循環のみちの実現 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 8,000 0

1,577,841 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


