
山 梨 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 2,781　
《山梨県

やまなし けん

》　韮崎市
に ら さ き し

、甲斐市
か い し

、甲府市
こ う ふ し

、市川三郷町
い ちか わ みさ とちょう

、富士川
ふ じ か わ

町
ちょう

、身延
み の ぶ

町
ちょう

《静岡
しずおかけん

県 》　富士市
ふ じ し

富士川 富士川 河川維持修繕事業 487　 韮崎市
にらさきし

、山梨市
やまなしし

～河口
かこう

（※）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・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

富士川 芦川 大規模特定河川事業 60　
いちかわみさとちょう

市川三郷町

富士川 鎌田川 大規模特定河川事業 80　
ちゅうおうし

中央市



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ いしうとろがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく ほくとし むかわちょうやなぎさわ

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 石空川 釜無川流域右岸砂防施設改築 北杜市 武川町柳澤 砂防堰堤工 150
ふじかわ かまなしがわ おおむかわ おおむかわだいろくさぼうえんてい ほくとし はくしゅうまちよこて

富士川 釜無川 大武川 大武川第六砂防堰堤 北杜市 白州町横手 砂防堰堤工 110
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわかりゅうとこがたぐん ほくとし、にらさきし むかわちょうみやのわき、まるのまちかみつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川下流床固群 北杜市、韮崎市 武川町宮脇、円野町上円井 床固工 180
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわだいはちさぼうえんてい にらさきし せいてつまちあおき、まるのまちしもつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川第八砂防堰堤 韮崎市 清哲町青木、円野町下円井 山腹工 180
ふじかわ はやかわ しおじまさわ しおじまさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう おおはらの

富士川 早川 塩島沢 塩島沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 大原野 砂防堰堤工 30
ふじかわ はやかわ つづらさわ つづらさわさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう つづら

富士川 早川 黒桂沢 黒桂沢砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 黒桂 砂防堰堤工 20
ふじかわ はやかわ いなまたがわ はやかわりゅういきさぼうしせつかいちく みなみこまぐん はやかわまち あめはた

富士川 早川 稲又川 早川流域砂防施設改築 南巨摩郡 早川町 雨畑 砂防堰堤工 30

合計 7 箇所 700

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山梨県　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
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん さがみがわ ふじさんほくろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじよしだし・みなみつるぐん ふじかわぐちこまち

富士砂防 火山砂防 富士山 相模川 富士山北麓緊急減災対策工 富士吉田市・南都留郡 富士河口湖町 減災対策工 60

合計 1 箇所 60

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山梨県　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
事業費

（百万円）
備　考



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 ふじかわ ひかわ（えんざん） こうしゅうし えんざんうしおく さぼうえんていこう

砂防等事業 富士川 日川（塩山） 甲州市 塩山牛奥 砂防堰堤工 20
ふじかわ なかのいりさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら さぼうえんていこう

富士川 中の入沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 30
ふじかわ てんぐさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら さぼうえんていこう

富士川 天狗沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 20
ふじかわ ひがしさわ みなみこまぐん ふじかわちょう とや さぼうえんていこう

富士川 東沢 南巨摩郡 富士川町 鳥屋 砂防堰堤工 10
ふじかわ くにみさわ みなみこまぐん ふじかわちょう かじかざわ さぼうえんていこう

富士川 国見沢 南巨摩郡 富士川町 鰍沢 砂防堰堤工 10
ふじかわ おおつがさわ みなみこまぐん みのぶちょう かみたんばら さぼうえんていこう

富士川 大津賀沢 南巨摩郡 身延町 上田原 砂防堰堤工 10
ふじかわ しもてんじんさわかわ みなみこまぐん みのぶちょう いいとみ さぼうえんていこう

富士川 下天神沢川 南巨摩郡 身延町 飯富 砂防堰堤工 20
ふじかわ みのぶがわ みなみこまぐん みのぶちょう みのぶ さぼうえんていこう

富士川 身延川 南巨摩郡 身延町 身延 砂防堰堤工 20
ふじかわ みなみまたがわのに みなみこまぐん なんぶちょう なるしま さぼうえんていこう

富士川 南俣川－２ 南巨摩郡 南部町 成島 砂防堰堤工 10
さがみがわ やなさわ つるし とざわ さぼうえんていこう

相模川 矢名沢 都留市 戸沢 砂防堰堤工 20
さがみがわ まくさわ つるし ばば さぼうえんていこう

相模川 幕沢 都留市 馬場 砂防堰堤工 10
さがみがわ ぬかまきさわ つるし ししどめ さぼうえんていこう

相模川 糠蒔沢 都留市 鹿留 砂防堰堤工 10
さがみがわ しもかわ うえのはらし ゆずりはらおおがいと さぼうえんていこう

相模川 下川 上野原市 棡原大垣外 砂防堰堤工 10
さがみがわ おざわかわ おおつきし さるはしちょうあさひおざわ さぼうえんていこう

相模川 小沢川 大月市 猿橋町朝日小沢 砂防堰堤工 10
さがみがわ たきのさわがわ おおつきし はつかりちょうなかはつかり さぼうえんていこう

相模川 滝の沢川 大月市 初狩町中初狩 砂防堰堤工 10

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（山梨県　1/3）

所在地事業区分 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）

さがみがわ ひらくすみさわ みなみつるぐん どうしむら ひがしかんぢ さぼうえんていこう

相模川 平久住沢 南都留郡 道志村 東神地 砂防堰堤工 20

ふじかわ すげぐちさわ かいし すげぐち さぼうえんていこう

富士川 菅口沢 甲斐市 菅口 砂防堰堤工 5
ふじかわ きっさわ かいし きっさわ さぼうえんていこう

富士川 吉沢 甲斐市 吉沢 砂防堰堤工 5
ふじかわ あしざわがわ やまなしし にしほなか さぼうえんていこう

富士川 芦沢川 山梨市 西保中 砂防堰堤工 10

さがみがわ あさざわ みなみつるぐん やまなかこむら ひらの さぼうえんていこう

相模川 朝沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 10

２０箇所 270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（山梨県　2/3）

所在地事業区分 水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ふじかわすいけい にしねぐま みなみこまぐん なんぶちょう にしねぐま まちうけようへきこう

砂防等事業 富士川水系 西根熊 南巨摩郡 南部町 西根熊 待受擁壁工 62

１箇所 62
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（山梨県　3/3）

所在地事業区分 水系名 箇所名



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ はやかわ しろこうちかわ しろこうちだいさんさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわまち ならだ

富士川砂防 砂防 富士川 早川 白河内川 白河内第三砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 200
ふじかわ はやかわ はるきがわ なかじまさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわまち あかざわ

富士川 早川 春木川 仲島砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 120
ふじかわ はやかわ はるきがわ はるきがわだいいちさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわまち あかざわ

富士川 早川 春木川 春木川第一砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 30

合計 3 箇所 350

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）（山梨県　１／１）

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）

山梨県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

笛吹川圏域総合流域防災事
業（浅利川）

45,000

濁川（上流）流域治水対策河
川事業

5,000

富士川圏域総合流域防災事
業（八糸川）

70,000

鎌田川広域河川改修事業 34,000
笛吹川圏域総合流域防災事
業（間門川）

125,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（高倉川）

5,000

富士川圏域総合流域防災事
業（古川）

27,500

平等川（上流）流域治水対策
河川事業

60,000

渋川流域治水対策河川事業 30,000
笛吹川圏域総合流域防災事
業（狐川）

10,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（境川）

10,000

渋川特定構造物改築事業
（渋川伏越・水門）

24,500

東川特定構造物改築事業
（東川排水機場）

1,500

長沢川特定構造物改築事業
（長沢川樋管・水門）

1,000

相模川圏域総合流域防災事
業（朝日川）

5,000

相模川圏域総合流域防災事
業（入山川）

30,000

嘯川特定構造物改築事業
（河口湖水門）

5,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（樹木伐採・河道掘削等）

155,000

富士川圏域総合流域防災事
業（樹木伐採・河道掘削等）

155,000

相模川圏域総合流域防災事
業（樹木伐採・河道掘削等）

135,500

富士川圏域総合流域防災事
業（情報基盤整備）

35,000

水防資材整備事業 24,000
広瀬ダム　堰堤改良事業 121,800
塩川ダム　堰堤改良事業 4,200
深城ダム　堰堤改良事業 137,000

- 計 1,256,000

1,256,000

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）

山梨県全域における流域一体となった総
合的な浸水対策の推進（防災・安全）

山梨県

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（砂防事業）

山梨県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

テントウ沢通常砂防事業 山梨県 10,000
増富沢火山砂防事業 山梨県 5,500
富士川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）砂防

山梨県 165,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）砂防

山梨県 63,000

相模川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）砂防

山梨県 85,000

瀬戸日影急傾斜地崩壊対策
事業

山梨県 9,500

久保急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 14,250
松山急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 23,750
大津の３急傾斜地崩壊対策
事業

山梨県 4,750

富士川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）急傾斜

山梨県 7,500

笛吹川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）急傾斜

山梨県 10,000

相模川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）急傾斜

山梨県 5,000

富士川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）地すべり

山梨県 41,500

笛吹川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）地すべり

山梨県 10,000

相模川圏域総合流域防災事
業（緊急改築・長寿命化計
画）地すべり

山梨県 5,000

- 計 459,750
御勅使川通常砂防事業 山梨県 40,000
押越沢通常砂防事業 山梨県 5,000
大和川通常砂防事業 山梨県 13,250
漆川通常砂防事業 山梨県 15,000
芦沢川通常砂防事業 山梨県 15,000
関原川の２通常砂防事業 山梨県 15,000
堅沢川通常砂防事業 山梨県 20,000
古杣西沢通常砂防事業 山梨県 5,000
甘利沢川－１通常砂防事業 山梨県 15,000
日川（塩山）通常砂防事業 山梨県 5,000
中の入沢通常砂防事業 山梨県 2,500
天狗沢通常砂防事業 山梨県 2,500
天川通常砂防事業 山梨県 9,000
戸倉川通常砂防事業 山梨県 10,000
夕狩沢通常砂防事業 山梨県 20,000
狐川の２通常砂防事業 山梨県 20,000
出黒川の２通常砂防事業 山梨県 15,000

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）

山梨県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）重点



東沢通常砂防事業 山梨県 5,000
国見沢通常砂防事業 山梨県 5,000
下部川通常砂防事業 山梨県 5,000
大津賀沢通常砂防事業 山梨県 5,000
下天神沢川通常砂防事業 山梨県 15,000
入の沢通常砂防事業 山梨県 5,000
大草伝水沢通常砂防事業 山梨県 10,000
上野沢通常砂防事業 山梨県 10,000
押平沢川通常砂防事業 山梨県 15,000
身延川通常砂防事業 山梨県 2,500
中沢川通常砂防事業 山梨県 2,500
戸樋の沢通常砂防事業 山梨県 5,000
鯨野川通常砂防事業 山梨県 10,000
南俣川－２通常砂防事業 山梨県 2,500
竹の沢川通常砂防事業 山梨県 2,500
薬師寺川通常砂防事業 山梨県 10,000
矢名沢通常砂防事業 山梨県 2,500
幕沢通常砂防事業 山梨県 7,500
糠蒔沢通常砂防事業 山梨県 12,500
金波美沢通常砂防事業 山梨県 7,500
下川通常砂防事業 山梨県 5,000
上手沢通常砂防事業 山梨県 5,000
小沢川通常砂防事業 山梨県 5,000
滝の沢川通常砂防事業 山梨県 5,000
藤沢川通常砂防事業 山梨県 10,000
背戸の沢通常砂防事業 山梨県 5,000
むじな沢通常砂防事業 山梨県 10,000
平久住沢通常砂防事業 山梨県 10,000
倉見下沢－１通常砂防事業 山梨県 15,000
峯沢通常砂防事業 山梨県 15,000
山の神川の１通常砂防事業 山梨県 5,000
菅口沢火山砂防事業 山梨県 11,000
打返沢火山砂防事業 山梨県 18,425
吉沢火山砂防事業 山梨県 2,750
和入沢火山砂防事業 山梨県 11,000
西川火山砂防事業 山梨県 5,500
小麦沢川火山砂防事業 山梨県 5,500
小川久保川火山砂防事業 山梨県 5,500
米山沢川火山砂防事業 山梨県 5,500
ススメ久保川火山砂防事業 山梨県 5,500
矢倉川火山砂防事業 山梨県 5,500
小深沢川火山砂防事業 山梨県 16,500
芦沢川火山砂防事業 山梨県 5,500
不動沢（山梨市）火山砂防事
業

山梨県 5,500

在華入沢火山砂防事業 山梨県 11,000
掘入沢火山砂防事業 山梨県 11,000
朝沢火山砂防事業 山梨県 33,000
子の神石久保川火山砂防事
業

山梨県 22,000

大洞沢火山砂防事業 山梨県 22,000
富士山火山噴火緊急減災対
策事業

山梨県 90,000

中村急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 19,000
中村の2・Ⅱ急傾斜地崩壊対
策事業

山梨県 4,750

上神取急傾斜地崩壊対策事
業

山梨県 2,700

山梨県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）



小田船原の1急傾斜地崩壊
対策事業

山梨県 18,450

石倉急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 23,750
十島急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 11,250
中村急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 9,500
沢戸急傾斜地崩壊対策事業 山梨県 9,000
上八巻・馬場-1急傾斜地崩
壊対策事業

山梨県 1,900

中小倉急傾斜地崩壊対策事
業

山梨県 3,150

鳴沢Ⅳの2急傾斜地崩壊対
策事業

山梨県 6,750

つくしの-1急傾斜地崩壊対
策事業

山梨県 4,500

根子の２急傾斜地崩壊対策
事業

山梨県 4,500

五条地すべり対策事業 山梨県 10,000
嶺地すべり対策事業 山梨県 10,000
奥山地すべり対策事業 山梨県 10,000
富士川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）砂防

山梨県 4,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）砂防

山梨県 4,000

相模川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）砂防

山梨県 4,000

富士川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）地すべり

山梨県 3,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）地すべり

山梨県 3,000

相模川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）地すべり

山梨県 3,000

富士川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）急傾斜

山梨県 4,000

笛吹川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）急傾斜

山梨県 4,000

相模川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）急傾斜

山梨県 4,000

効果促進事業（防災啓発活
動資料作成）

山梨県 10,000

- 計 942,125

1,401,875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）

山梨県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

釜無川流域　釜無川流域
処理場　地震対策

山梨県 95,000

- 計 95,000
釜無川流域　釜無川流域
管渠等　地震対策

山梨県 45,000

- 計 45,000
甲府市　大津処理区　ポンプ
場　地震対策

甲府市 10,065

甲府市　大津処理区　管渠
等　地震対策

甲府市 20,100

甲府市　大津処理区　処理
場　地震対策

甲府市 12,971

- 計 43,136
甲府市　大津処理区　管渠
等　地震対策

甲府市 9,700

甲府市　大津処理区　処理
場　流域治水対策

甲府市 2,525

- 計 12,225
南アルプス市　釜無川流域
ポンプ場　地震対策

南アルプス市 4,000

南アルプス市　釜無川流域
管渠等　地震対策

南アルプス市 5,000

- 計 9,000
甲斐市　釜無川流域　管渠
等　地震対策

甲斐市 14,000

- 計 14,000
笛吹市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

笛吹市 2,200

- 計 2,200
中央市　中央　管渠等　地震
対策

中央市 11,500

- 計 11,500
中央市　中央　管渠等　地震
対策

中央市 10,000

- 計 10,000

242,061

※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

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）

下水道施設の安定的な管理による安全・
安心な水環境の保全（防災・安全）

下水道施設の安定的な管理による安全・
安心な水環境の保全（防災・安全）（重点
計画）

災害につよく安心・安全な街、甲府市の下
水道施設改築更新計画（防災・安全）

災害につよく安心・安全な街、甲府市の下
水道施設改築更新計画（防災・安全）（重
点計画）

南アルプス市における下水道の総合的な
地震対策（防災・安全）（第2期）

甲斐市における地震対策の推進第2期
（防災・安全）

笛吹市における安心、安全で災害に強い
まちづくり

中央市暮らしやすさを創造する下水道事
業(防災・安全)(重点計画)

中央市暮らしやすさを創造する下水道事
業（防災・安全）

合計


