
山 形 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 875　
さ か た し

酒田市

最上川 最上川中流 一般河川改修事業 248　
まむろがわまち とざわむら

真室川町、戸沢村

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 470　
やまがたし よねざわし しらたかまち

山形市、米沢市、白鷹町

赤川 赤川 一般河川改修事業 530　
つるおかし みかわまち

鶴岡市、三川町

最上川 最上川下流 河川維持修繕事業 85　
しょうないまち　 さ か た し か こ う

庄内町、酒田市～河口

最上川 最上川中流 河川維持修繕事業 214　
おおいしだまち とざわむら

大石田町～戸沢村

最上川 最上川上流 河川維持修繕事業 190　
よねざわ し むらやま し

米沢市～村山市

赤川 赤川 河川維持修繕事業 70　
つるおかし か こ う

鶴岡市～河口

（※）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年度補正予算　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 吉野川 大規模特定河川事業 300　
なんよ う し

南陽市

赤川 湯尻川 大規模特定河川事業 500　
つるおかし

鶴岡市



山形県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 最上川白川ダム 120

最上川寒河江ダム 60

最上川長井ダム 40

赤川月山ダム 20

荒川横川ダム 60

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわ どうざんがわ どうざんがわ ますだまだい2さぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

新庄河川 砂防 最上川 銅山川 銅山川 舛玉第2砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 520
もがみがわ どうざんがわ どうざんがわ ひかげくらさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川 銅山川 銅山川 日陰倉砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 400
砂防
合計 2 箇所 920

あかがわ ぼんじがわ いわすげさわ いわすげさわだい１さぼうえんてい つるおかし たむぎまた

火山砂防 赤川 梵字川 岩菅沢 岩菅沢第１砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 345
火山砂防
合計 1 箇所 345

合計 3 箇所 1,265

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県　１／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわ まつかわ まえかわ まえかわだい１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 松川 前川 前川第１砂防堰堤 米沢市 板谷 砂防堰堤工 350

合計 1 箇所 350

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県　２／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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 ごみさわ

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 荒川上流砂防堰堤改築 西置賜郡 小国町 五味沢 砂防堰堤工 312

合計 1 箇所 312

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和２年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（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

新庄河川 地すべり対策 月山 西村山郡 西川町 志津 しゅうすいせいこう

つるおかし たむぎまた 集水井工

鶴岡市 田麦俣 200

１箇所 200

所在地

合計



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 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 150

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 50

そのた 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

その他 大波渡川 鶴岡市 堅苔沢 砂防堰堤工 30

３箇所 230合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 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 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 槙の代 鶴岡市 槙代 法面工 90

１箇所 90合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和２年度補正予算（ゼロ国債）　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

赤川 総合水系環境整備事業 75　
つるおかし

鶴岡市

（※）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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわ たちやざわがわ たまがわ たまがわだい６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

新庄河川 砂防 最上川 立谷沢川 玉川 玉川第６砂防堰堤改築 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 100
もがみがわ さけかわ こまたがわ こまたがわさぼうえんていかいちく もがみぐん まむろがわまち おおさわ

最上川 鮭川 小又川 小又川砂防堰堤改築 最上郡 真室川町 大沢 砂防堰堤工 100
もがみがわ 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

最上川 寒河江川 横岫沢 横岫沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 横岫 砂防堰堤工 177
砂防
合計 3 箇所 377

あかがわ 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 梵字川 十座沢 十座沢砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 150
火山砂防
合計 1 箇所 150

合計 4 箇所 527

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（山形県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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ぐん にしおきたまぐん おぐにまち

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 荒川上流砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 砂防堰堤工 70

合計 1 箇所 70

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（山形県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



防災・安全交付金（河川事業）

山形県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

京田川（宇津野沢川）広域河
川改修事業

68,000

相沢川（中野俣川）広域河川
改修事業

50,000

大旦川流域治水対策河川事
業

125,000

須川広域河川改修事業 225,000
馬見ヶ崎川広域河川改修事 105,000
誕生川広域河川改修事業 150,000
吉野川（屋代川）広域河川改
修事業

25,000

月光川広域河川改修事業 25,000
新井田川広域河川改修事業 66,000
角間沢川広域河川改修事業 125,000
樽川流域治水対策事業 5,000
古佐川広域河川改修事業 25,000
和田川広域河川改修事業 10,000
最上川圏域総合流域防災事
業（升形川（指首野川））

100,000

最上川圏域総合流域防災事
業（羽黒川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（新堀川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（最上小国川）

100,000

最上川圏域総合流域防災事
業（村山高瀬川）

50,000

最上川圏域総合流域防災事
業（野呂川）

150,000

最上川圏域総合流域防災事
業（送橋川）

50,000

最上川圏域総合流域防災事
業（白水川）

100,000

最上川圏域総合流域防災事
業（小見川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（京田川）

175,000

最上川圏域総合流域防災事
業（馬見ヶ崎川外情報基盤）

45,000

最上川圏域総合流域防災事
業（滝渕川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（寺川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（槙川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（大門川）

95,000

最上川圏域総合流域防災事
業（松尾川）

50,000

最上川圏域総合流域防災事
業（月布川（貫見））

50,000

最上川圏域総合流域防災事
業（古佐川（西里））

10,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防
災・安全）

山形県



最上川圏域総合流域防災事
業（真室川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事
業（最上小国川（舟形））

50,000

最上川圏域総合流域防災事
業（和田川）

30,000

最上川圏域総合流域防災事
業（実沢川）

15,000

最上川圏域総合流域防災事
業（県内河川（河道掘削））

100,000

最上川圏域総合流域防災事
業（県内河川（堤防強化））

550,000

最上川圏域総合流域防災事
業（県内河川（老朽化））

47,000

氾濫推定図作成 25,000
木地山ダム堰堤改良事業 33,439
蔵王ダム堰堤改良事業 38,938
高坂ダム堰堤改良事業 57,579
高坂ダム貯水池保全事業 81,422
前川ダム堰堤改良事業 79,200
白水川ダム堰堤改良事業 11,600
最上川圏域総合流域防災事
業（白水川ダム）

36,000

荒沢ダム堰堤改良事業 76,560
荒沢ダム貯水池保全事業 19,579
月光川ダム堰堤改良事業 37,452
月光川ダム管理用発電設置
事業

12,000

月光川ダム貯水池保全事業 56,999
温海川ダム堰堤改良事業 16,738
神室ダム堰堤改良事業 48,772
田沢川ダム堰堤改良事業 13,972
綱木川ダム堰堤改良事業 34,750
移動式排水施設整備（山形
市）

山形市 19,000

- 計 3,645,000

吉野川広域河川改修事業 501,000

京田川（黒瀬川）広域河川改
修事業

50,000

- 計 551,000

4,196,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

山形県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

山形県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

半郷沢通常砂防事業 山形県 20,000
芦沢川通常砂防事業 山形県 20,000
金毘羅沢通常砂防事業 山形県 15,000
南沢通常砂防事業 山形県 15,000
山辺南沢２通常砂防事業 山形県 15,000
諏訪沢通常砂防事業 山形県 15,000
柴屋沢川通常砂防事業 山形県 10,000
女殺沢川通常砂防事業 山形県 25,000
フクベラゾ通常砂防事業 山形県 21,000
上ノ代沢１火山砂防事業 山形県 22,000
上ノ代沢３火山砂防事業 山形県 5,500
最上川圏域総流防事業（緊
急改築・砂防）

山形県 25,700

赤川圏域総流防事業（緊急
改築・砂防）

山形県 15,000

最上川圏域総流防事業（緊
急改築・急傾斜地）

山形県 13,300

最上川・赤川圏域総流防事
業（緊急改築）

山形県 15,000

- 計 252,500
平石水沢通常砂防事業 山形県 5,000
塩水沢通常砂防事業 山形県 15,000
泉田川通常砂防事業 山形県 25,000
たてあと沢通常砂防事業 山形県 15,000
織機川通常砂防事業 山形県 65,000
大沢通常砂防事業 山形県 15,000
竹森沢通常砂防事業 山形県 15,000
馬場沢通常砂防事業 山形県 15,000
出来ヶ沢通常砂防事業 山形県 15,000
マキノ沢通常砂防事業 山形県 30,000
毛無沢通常砂防事業 山形県 25,000
釜ノ沢通常砂防事業 山形県 35,000
大杉沢通常砂防事業 山形県 27,000
中田通常砂防事業 山形県 40,000
湯温海３通常砂防事業 山形県 15,000
蔵王川火山砂防事業 山形県 5,500
日向川火山砂防事業 山形県 33,000
鳥海山火山噴火緊急減災対
策事業

山形県 15,000

鴫の谷地地すべり対策事業 山形県 15,000
梅ヶ平山地すべり対策事業 山形県 60,000
砂沢地すべり対策事業 山形県 65,000
赤山地すべり対策事業 山形県 5,000
岩波急傾斜地崩壊対策事業 山形県 24,700
風間２急傾斜地崩壊対策事 山形県 11,400
城山急傾斜地崩壊対策事業 山形県 4,500
内田元急傾斜地崩壊対策事
業

山形県 40,500

滝野本急傾斜地崩壊対策事
業

山形県 8,100

由良３急傾斜地崩壊対策事 山形県 9,000
- 計 653,700

906,200

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

山形県における土砂災害対策事業の推進
（防災・安全）（重点）

山形県における土砂災害対策事業の推進
（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

山形県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

庄内沿岸海岸堤防老朽化対
策緊急事業

山形県 220,000

- 計 220,000

220,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防
災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

山形県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

最上川下流流域　庄内処理
区　管渠等　地震対策

山形県 37,500

最上川流域　山形処理区　
管渠等　地震対策

山形県 7,500

最上川流域　山形処理区　
処理場　地震対策

山形県 242,600

最上川流域　村山処理区　
管渠等　地震対策

山形県 13,000

最上川流域　置賜処理区　
管渠等　地震対策

山形県 16,000

- 計 316,600
山形市　犬川排水区　管渠
等　流域治水対策

山形市 41,750

山形市　中部排水区　管渠
等　流域治水対策

山形市 5,450

山形市　立谷川排水区　管
渠等　流域治水対策

山形市 67,350

山形市　流通センター排水
区　管渠等　流域治水対策

山形市 3,550

山形市　鈴川排水区　管渠
等　流域治水対策

山形市 10,200

- 計 128,300
山形市　流通センター処理
区　管渠等　地震対策

山形市 60,000

- 計 60,000
鶴岡市　茅原第２排水区　管
渠等　流域治水対策

鶴岡市 7,000

- 計 7,000
天童市　山形処理区　管渠
等　地震対策

天童市 29,900

- 計 29,900
東根市　全域（計画策定等）　
管渠等　地震対策

東根市 17,000

東根市　全域（計画策定等）　
ポンプ場　地震対策

東根市 7,500

- 計 24,500
東根市　白水川右岸第三排
水区　管渠等　流域治水対
策

東根市 22,400

- 計 22,400
中山町　山形処理区　管渠
等　地震対策

中山町 7,500

- 計 7,500
西川町　西川処理区　管渠
等　地震対策

西川町 6,800

西川町　西川処理区　処理
場　地震対策

西川町 4,000

- 計 10,800

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

山形市における災害にまけない強靭な下
水道の構築（防災・安全）

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）

天童市における良好な下水道環境整備の
推進（防災・安全）

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）

中山町における安全で安心な下水道の整
備（防災・安全）

西川町における安全で安心な下水道の整
備（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

山形県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

遊佐町　遊佐処理区　管渠
等　地震対策

遊佐町 7,000

- 計 7,000

614,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

遊佐町における安全で安心な下水道の整
備（防災・安全）


