
鳥 取 県

水管理・国土保全局



令和２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 2,817　
≪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 1,756　 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 812　 倉吉市
く ら よ し し

、三朝町
みささちょう

千代川 千代川 一般河川改修事業 504　 鳥取市
と っ と り し

日野川 日野川 河川工作物関連応急対策事業 72　 米子
よ な ご

市
し

、南部町
なんぶちょう

、伯耆町
ほうきちょう

天神川 天神川 河川工作物関連応急対策事業 36　 倉吉
く ら よ し

市
し

千代川 千代川 河川工作物関連応急対策事業 13　 鳥取
と っ と り

市
し

斐伊川 総合水系環境整備事業 493　
≪鳥取県

とっとりけん

≫米子市
よ な ご し

≪島根県
し ま ね け ん

≫松江
ま つ え

市
し

、安来
や す ぎ

市
し

、雲南市
う ん な ん し

日野川 総合水系環境整備事業 119　 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。



令和２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

日野川 水貫川 大規模特定河川事業 200　 米子市
よ な ご し

千代川 大路川 大規模特定河川事業 366　 鳥取市
と っ と り し

千代川 私都川 大規模特定河川事業 20　 八頭町
やずち ょ う

千代川 砂田川 大規模特定河川事業 38　 鳥取市
と っ と り し

塩見川 塩見川 大規模特定河川事業 132　 鳥取市
と っ と り し



令和２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 のぞえご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 81
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 258
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 おおがわらに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 269
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 あながもよん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 212

合計 ４箇所 820

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（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 はやしがはらに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 291
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 222
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ そえだにに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 48

合計 ４箇所 662

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



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 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

砂防等事業 佐陀川 佐陀川 西伯郡 伯耆町 丸山 砂防堰堤工 230

ひのがわ こくぞうたにがわ ひのぐん にちなんちょう やと さぼうえんていこう

日野川 虚空蔵谷川 日野郡 日南町 矢戸 砂防堰堤工 42
ひのがわ ひのつめかわ ひのぐん こうふちょう またの さぼうえんていこう

日野川 日の詰川 日野郡 江府町 俣野 砂防堰堤工 67

小計 ３箇所 339

事業間連携 せんだいがわ いしたにかわ とっとりし なかむら さぼうえんていこう

砂防等事業 千代川 石谷川 鳥取市 中村 砂防堰堤工 24
せんだいがわ みやのたにかわ とっとりし しもだん さぼうえんていこう

千代川 宮ノ谷川 鳥取市 下段 砂防堰堤工 120

せんだいがわ おんたにがわ とっとりし かみすなみ さぼうえんていこう

千代川 音谷川 鳥取市 上砂見 砂防堰堤工 10

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 73

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 さぼうえんていこう

千代川 山ノ谷川 鳥取市 用瀬町別府 砂防堰堤工 8

かちべがわ けんじょうじたにかわ とっとりし あおやちょうかみや さぼうえんていこう

勝部川 見生寺谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 76

かちべがわ たけうちたにかわ とっとりし あおやちょうかみや さぼうえんていこう

勝部川 竹内谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 10

せんだいがわ みやづかたにかわ 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 70

せんだいがわ はやしのたにかわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

千代川 林ノ谷川 八頭郡 八頭町 岩渕 砂防堰堤工 100

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（鳥取県　1/2）

事業区分 所在地水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

せんだいがわ つつみたにかわ やずぐん やずちょう いわぶち さぼうえんていこう

千代川 ツツミ谷川 八頭郡 八頭町 岩渕 砂防堰堤工 28

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 さぼうえんていこう

千代川 高宮谷川 八頭郡 八頭町 日下部 砂防堰堤工 4
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

天神川 下曹源寺谷川 東伯郡 三朝町 曹源寺 砂防堰堤工 106

てんじんがわ くろかわたにがわ とうはくぐん みささちょう さかもと さぼうえんていこう

天神川 黒川谷川 東伯郡 三朝町 坂本 砂防堰堤工 70

はしづがわ かわかみがわ とうはくぐん ゆりはまちょう かわかみ さぼうえんていこう

橋津川 川上川 東伯郡 湯梨浜町 川上 砂防堰堤工 90

うだがわ にしばらいち よなごし よどえちょうにしばら さぼうえんていこう

宇田川 西原ⅰ 米子市 淀江町西原 砂防堰堤工 50

ひのがわ かみさこがわ さいはくぐん なんぶちょう なか さぼうえんていこう

日野川 上サコ川 西伯郡 南部町 中 砂防堰堤工 65

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 75

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 さぼうえんていこう

日野川 森脇川 西伯郡 伯耆町 畑池 砂防堰堤工 10

ひのがわ うしのおがわ ひのぐん にちなんちょう かすみ さぼうえんていこう

日野川 牛ノ尾川 日野郡 日南町 霞 砂防堰堤工 4

ひのがわ きつねさこ ひのぐん にちなんちょう まるやま さぼうえんていこう

日野川 狐﨏 日野郡 日南町 丸山 砂防堰堤工 50

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 さぼうえんていこう

日野川 東山川 日野郡 日南町 宮内 砂防堰堤工 74

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 50

小計 ２２箇所 1,166

２５箇所 1,504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（鳥取県　2/2）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



中国地方整備局（鳥取県） （単位：百万円）

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

465

鳥取県　計 465

令和２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）

事　業　名 海岸名 市町村名 備考事業費



鳥取県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

塩見川広域河川改修事業 50,000 50,000

浜村川広域河川改修事業 95,000

由良川広域河川改修事業 141,000 70,000

大路川流域治水対策河川事
業

30,000 30,000

大路川（西大路排水機場（延
命化））

3,000

大路川（洗井川排水機場（延
命化））

3,000

大路川（山白川排水機場（延
命化））

1,000

清水川（清水川排水機場（延
命化））

2,000

湖山川（湖山水門（延命化）） 1,000

塩見川（塩見川塩止堰（延命
化））

1,000

橋津川（橋津川水門（延命
化））

18,000

千代川圏域総合流域防災事
業（勝部川）

162,000

天神川圏域総合流域防災事
業（東郷池）

60,000 50,000

日野川圏域総合流域防災事
業（小松谷川）

128,000 63,000

千代川圏域総合流域防災事
業

9,000

天神川圏域総合流域防災事
業

5,000

日野川圏域総合流域防災事
業

9,000

千代川圏域総合流域防災事
業（佐治川他）

131,000 131,000

天神川圏域総合流域防災事
業（天神川他）

68,000 68,000

日野川圏域総合流域防災事
業（法勝寺川他）

98,000 98,000

日野川圏域総合流域防災事
業（朝鍋川）

24,000 24,000

日野川圏域総合流域防災事
業（絹屋川）

19,000 19,000

日野川圏域総合流域防災事
業（日野川）

20,000 20,000

千代川圏域総合流域防災事
業（野坂川）

35,000 10,000

千代川圏域総合流域防災事
業（有富川）

5,000 5,000

千代川浸水想定区域図等策
定

智頭町 4,000 2,000

勝田川浸水想定区域図等策
定

琴浦町 4,000

佐治川ダム堰堤改良事業 137,300 80,400

東郷ダム堰堤改良事業 10,500 3,200

賀祥ダム堰堤改良事業 26,800 19,200

朝鍋ダム堰堤改良事業 9,000 7,800

百谷ダム堰堤改良事業 10,400 10,400

1,320,000 761,000

329,000

1,649,000 761,000

※ 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。

[重点計画]
鳥取県における流域一体となった総合的な水域の
安全・安心対策の推進（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
鳥取県における流域一体となった総合的な水域の安全・安心対策の推進（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）。

鳥取県

鳥取県

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



鳥取県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

金屋下谷川通常砂防事業 2,500

小畑北谷川通常砂防事業 17,500 17,500

水井出川通常砂防事業 3,500 3,500

柿京寺川通常砂防事業 3,500 3,500

小谷川通常砂防事業 3,000

大目谷川通常砂防事業 200 200

櫛谷川通常砂防事業 24,000

小目谷川通常砂防事業 21,000 21,000

老ヶ谷川通常砂防事業 12,500

須澄川緊急改築事業 7,500

二部大谷川通常砂防事業 500 500

うつし谷川火山砂防事業 11,000 11,000

足谷川火山砂防事業 30,250

田ノ原川通常砂防事業 40,000

吉渡谷通常砂防事業 6,300

姫宮下谷通常砂防事業 40,000 40,000

出ノ上川通常砂防事業 40,000 40,000

ショウブ谷川通常砂防事業 25,000

大門急傾斜地崩壊対策事業 14,250

吉岡温泉町A急傾斜地崩壊対
策事業

2,375

宮ノ下C急傾斜地崩壊対策事
業

8,325 8,325

東今在家急傾斜地崩壊対策
事業

9,500

藤津1急傾斜地崩壊対策事業 33,250 33,250

徳本急傾斜地崩壊対策事業 14,250

三部緊急改築事業 14,250

浅見B急傾斜地崩壊対策事業 19,950

404,400 178,775

957,100 151,225

4,300

1,365,800 330,000

鳥取県[重点計画]
土砂災害対策事業における防災拠点等の保全及び
既存施設老朽化対策の推進（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]　鳥取県における流域一体となった土砂災害対策の推進（防災・安全）

小計

[一般計画]　土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進

※ 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

鳥取県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

101,000 0

101,000 0

[一般計画]　鳥取県における流域一体となった総合的な水域の安全・安心対策の推進（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



鳥取県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
鳥取県の下水道における総合的な水域の安全・安心対策の推進（防災・安全）

鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉
市、境港市、岩美町、若桜町、
智頭町、八頭町、三朝町、湯梨
浜町、琴浦町、北栄町、大山
町、南部町、日野町、江府町

1,554,986 98,000

鳥取市 433,650 120,700

倉吉市 40,500 900

湯梨浜町 95,643 57,386

境港市 44,500 26,700

八頭町 110,000 66,000

計 724,293 271,686

2,279,279 369,686

※ 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

[重点計画]
鳥取県における流域一体となった総合的な水域の安全・安心対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

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



鳥取県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
鳥取県の下水道における総合的な水域の安全・安心対策の推進

鳥取市、倉吉市、若桜町、湯梨浜市 230,422 0

鳥取市 8,500 0

琴浦町 257,850

米子市 785,500 0

境港市 330,300 0

計 1,382,150 0

1,612,572 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。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]
鳥取県における流域一体となった総合的な水域の安全・安心対策の推進（重点計
画）

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]


