
山 口 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 110　
≪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 396　 防府
ほ う ふ

市
し

佐波川 佐波川 河川工作物関連応急対策事業 28　 防府
ほ う ふ

市
し

佐波川 総合水系環境整備事業 30　 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。



令和２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 150　 山口市
やまぐ ちし

阿武川 阿武川 大規模特定河川事業 152　 山口市
やまぐ ちし

江頭川 江頭川 大規模特定河川事業 350　 宇部市
う べ し

島田川 島田川 大規模特定河川事業 200　 光市
ひかりし

厚東川 中川 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。

( 4,178)

河川整備事業費 4,161 

　河川総合開発事業費補助

( 4,108)

　　建設工事 4,091 

( 3,948)

平瀬ダム 3,932 

( 160)

大河内川ダム 159 

　治水ダム等建設事業費補助

( 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 25

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 60

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 60

さばがわ いしはらみなみたにがわ ほうふし まなお さぼうえんていこう

佐波川 石原南谷川 防府市 真尾 砂防堰堤工 60

ひがしとよいがわ くだまつし ひがしとよい さぼうえんていこう

その他 東豊井川 下松市 東豊井 砂防堰堤工 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 やまだ さぼうえんていこう

阿武川 玉江浦川 萩市 山田 砂防堰堤工 20

あぶがわ くらやけいりゅう はぎし あきらぎ さぼうえんていこう

阿武川 蔵屋渓流 萩市 明木 砂防堰堤工 20

あぶがわ うしじ１かわ はぎし あきらぎ さぼうえんていこう

阿武川 牛地１川 萩市 明木 砂防堰堤工 20

やしろがわ とくじん１ おおしまぐん すおうおおしまちょう ひがしやしろ さぼうえんていこう

屋代川 徳神１ 大島郡 周防大島町 東屋代 砂防堰堤工 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 さぼうえんていこう

屋代川 小方南川 大島郡 周防大島町 西屋代 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

屋代川 神領南川 大島郡 周防大島町 東屋代 砂防堰堤工 25

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 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（山口県　1/5）

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）

にしきがわ くいながわ いわくにし くいな さぼうえんていこう

錦川 杭名川 岩国市 杭名 砂防堰堤工 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 20

あさがわ こすぎきたがわ みねし おふくちょうしも さぼうえんていこう

厚狭川 小杉北川 美祢市 於福町下 砂防堰堤工 20

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 さぼうえんていこう

厚狭川 萩原北下川 美祢市 於福町下 砂防堰堤工 10

あさがわ まつがせがわ さんようおのだし あさ さぼうえんていこう

厚狭川 松ヶ瀬川 山陽小野田市 厚狭 砂防堰堤工 60

さばがわ おおまちがわ やまぐちし とくぢかみむら さぼうえんていこう

佐波川 大町川 山口市 徳地上村 砂防堰堤工 20

みすみがわ しもなかおのがわ ながとし みすみなか さぼうえんていこう

三隅川 下中小野川 長門市 三隅中 砂防堰堤工 90

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 さぼうえんていこう

三隅川 下中小野渓流 長門市 三隅中 砂防堰堤工 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 さぼうえんていこう

島田川 平原川 岩国市 玖珂町 砂防堰堤工 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 150

ひらたがわ おくさこがわ くだまつし おくさこ さぼうえんていこう

平田川 奥迫川 下松市 奥迫 砂防堰堤工 20

みずかみみなみがわさわ しゅうなんし とくやま さぼうえんていこう

その他 水上南側沢 周南市 徳山 砂防堰堤工 50

こやがわ くつわいみなみがわ しものせきし きくがわちょうくつわい さぼうえんていこう

木屋川 轡井南川 下関市 菊川町轡井 砂防堰堤工 50

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 さぼうえんていこう

木屋川 谷井渓流 下関市 菊川町下大野 砂防堰堤工 30

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（山口県　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

おんだにしかわ しゅうなんし おんだ さぼうえんていこう

その他 温田西川 周南市 温田 砂防堰堤工 15

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 さぼうえんていこう

その他 珠の浦川 下関市 長府珠の浦町 砂防堰堤工 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

その他 宇賀本郷西川 下関市 豊浦町宇賀 砂防堰堤工 40

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 さぼうえんていこう

島田川 新造谷川 岩国市 周東町西長野 砂防堰堤工 85

小計 35箇所 1,410

大規模更新 つづかわ つづかわ いわくにし つづ さぼうえんていこう

砂防等事業 通津川 通津川 岩国市 通津 砂防堰堤工 50

小計 1箇所 50

合計 36箇所 1,460

渓流名 所在地

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（山口県　3/5）

事業区分 水系名



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 すがわ いわくに にしきまちすがわ はいどこう

砂防等事業 須川 岩国市 錦町須川 排土工 190

合計 1箇所 190

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（山口県　4/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 ふじがえき さんようおのだし おのだ のりわくこう

砂防等事業 藤ヶ浴 山陽小野田市 小野田 法枠工 54

合計 １箇所 54
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（山口県　5/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和２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）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

岩国市 30,800 15,400

美祢市 2,020 1,010

山口県　計 32,820 16,410
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



山口県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,737,000 735,000

1,737,000 735,000

※ 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]
山口県における総合的な水の安全・安心基盤整備の推進（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）。

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



山口県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

東山川通常砂防事業 55,000

本郷町西川通常砂防事業 20,000 20,000

上坂本東大川通常砂防事業 96,000 96,000

西寺川通常砂防事業 50,000 50,000

大迫北川通常砂防事業 25,000 25,000

神領川通常砂防事業 2,500

佐波川圏域総合流域防災事業
(砂防設備等緊急改築事業)

15,000

山口北圏域総合流域防災事業
(砂防設備等緊急改築事業)

20,000

佐波川圏域総合流域防災事業
(油良郷(2)地区)

9,000

佐波川圏域総合流域防災事業
(日積(31)地区)

36,000

佐波川圏域総合流域防災事業
(急傾斜地崩壊防止施設緊急改
築事業)

19,000

佐波川圏域総合流域防災事業
(亀山(1)-4地区)

8,000

上市地区急傾斜地崩壊対策事
業

14,250

山口西圏域(3)総合流域防災事
業(急傾斜地崩壊防止施設緊急
改築事業)

9,250

山口西圏域(4)総合流域防災事
業(急傾斜地崩壊防止施設緊急
改築事業)

22,500

城山(1)地区急傾斜地崩壊対策
事業

22,500

弁天地区急傾斜地崩壊対策事
業

22,500

446,500 191,000

1,582,500 113,000

20,000

2,049,000 304,000

※ 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]
山口県における総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）

山口県

小計

[一般計画]　山口県における総合的な水の安全・安心基盤整備の推進（防災・安全）

[一般計画]　山口県における土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（防災・安全）

合計

※ 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

山口県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

243,000 5,000

243,000 5,000

[一般計画]　山口県における総合的な水の安全・安心基盤整備の推進（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



山口県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
安心してく暮らすための山口県流域下水道における
老朽化対策の推進（防災・安全）

山口県 364,700 94,000

[重点計画]
人と自然にやさしく安全で安心して暮らせる下関市の実現（防災・安全）（重点計画）

下関市 14,905 4,125

[一般計画]
人と自然にやさしく安全で安心して暮らせる下関市の実現（防災・安全）

下関市 59,700 0

[一般計画]　市民が安心安全で元気になれる宇部市の実現 宇部市 1,686,600 0

[一般計画]　安心・安全な暮らしのできる山口市の実現（防災・安全） 山口市 934,200 4,200

[一般計画]　萩市における快適な生活環境の推進（防災・安全） 萩市 15,000 0

[重点計画]　星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・安全）（重点計画） 下松市 300,000 0

[一般計画]　星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・安全） 下松市 72,500 0

[一般計画]　岩国地域における下水道施設防災対策の推進（防災・安全） 岩国市 395,750 129,960

[一般計画]　長門市における水の安全・安心の実現（防災・安全） 長門市 43,000 0

[一般計画]　安心して安全で快適に暮らせる柳井市の実現（防災・安全） 柳井市 20,000 0

[重点計画]
安心して安全で快適に暮らせる柳井市の実現（防災・安全）（重点計画）

柳井市 355,000 163,000

[一般計画]　美祢市における安全・安心な下水道整備（防災・安全） 美祢市 22,000 0

[一般計画]　周南市における安心安全を実感できる水環境の実現（防災・安全） 周南市 338,000 0

[一般計画]
山陽小野田市における誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりの実現（防災・安全）

山陽小野田市 212,670 0

[重点計画]
安全で安心して暮らせる住みよいまち田布施町の実現（防災・安全）（重点計画）

田布施町 40,000 14,250

4,874,025 409,535

※ 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



山口県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

山口県 469,800 0

周防大島町 375,000 0

田布施町 10,000 0

平生町 50,000 0

計 904,800 0

[重点計画]　人と自然にやさしく安全で安心して暮らせる下関市の実現（重点計画） 下関市 1,207,070 0

[一般計画]　市民が快適な水環境で笑顔に暮らせる宇部市の実現 宇部市 8,000 0

[重点計画]　自然環境と調和した暮らしのできる山口市の実現（重点計画） 山口市 300,000 0

[重点計画]　萩市における快適な生活環境の推進（重点計画） 萩市 326,500 0

[重点計画]
河川・水路・水辺の水環境の再生と快適な市民生活をめざす防府市の
実現（重点計画）

防府市 511,403 0

[重点計画]　星ふるまち下松の水環境向上計画（重点計画） 下松市 38,500 0

[重点計画]　自然豊かな岩国地域の水質保全対策の推進（重点計画） 岩国市 247,850 0

[一般計画]　人と自然がきらめき安心して暮らせる生活創造都市光市の実現 光市 65,000 0

[一般計画]　長門市における水の安全・安心の実現 長門市 36,000 0

[重点計画]　安心して安全で快適に暮らせる柳井市の実現（重点計画） 柳井市 39,000 0

[一般計画]　周南市における安心安全を実感できる水環境の実現 周南市 8,000 0

[重点計画]
山陽小野田市における誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりの実現（重点計画）

山陽小野田市 234,750 0

[一般計画]　自然環境にやさしい安全で安心な周防大島町の実現 周防大島町 110,200 0

[一般計画]　宇部・阿知須地域における下水道整備の推進計画 宇部・阿知須公共下水道組合 80,000 0

4,117,073 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]
快適な生活環境と美しい水環境を創造するやまぐちの下水道整備の推進

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]


