
鳥 取 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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

日野川 日野川 一般河川改修事業 310　
よ な ご し ほうきちょう

米子市、伯耆町

天神川 天神川 一般河川改修事業 775　
く ら よ し し

倉吉市

千代川 千代川 一般河川改修事業 387　
と っ と り し

鳥取市

斐伊川 斐伊川 河川維持修繕事業 794　
よなごし かこう

米子市～河口

日野川 日野川 河川維持修繕事業 50　
さいはくぐん ほうきちょう かこう

西伯郡伯耆町～河口

天神川 天神川 河川維持修繕事業 144　
とうはくぐん みささ ちょう かこう

東伯郡三朝町～河口

千代川 千代川 河川維持修繕事業 11　
とっとりし かこう

鳥取市～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・鳥取県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

千代川 大路川 大規模特定河川事業 88　
と っ と り し

鳥取市

千代川 私都川 大規模特定河川事業 32　
やずちょ う

八頭町

日野川 水貫川 大規模特定河川事業 2　
よ な ご し

米子市

塩見川 塩見川 大規模特定河川事業 36　
とっとり し

鳥取市



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） てんじんがわ しみずたにがわ しみずたにがわえんていこうぐんかいちく くらよしし せきがねちょうほり

倉吉河川国道 火山砂防 大山山系(天神川） 天神川 清水谷川 清水谷川堰堤工群改築 倉吉市 関金町堀 砂防堰堤工 306

合計 1 箇所 306

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（鳥取県　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

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

日野川河川 火山砂防 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 250

合計 1 箇所 250

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（鳥取県　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）

大規模特定 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

砂防等事業 日野川 虚空蔵谷川 日野郡 日南町 矢戸 砂防堰堤工 4

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 2
かせちがわ かせちがわ とうはくぐん ことうらちょう のいぐら さぼうえんていこう

加勢蛇川 加勢蛇川 東伯郡 琴浦町 野井倉 砂防堰堤工 71
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

佐陀川 佐陀川 西伯郡 伯耆町 丸山 砂防堰堤工 100

小計 ４箇所 176

事業間連携 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

砂防等事業 千代川 山ノ谷川 鳥取市 用瀬町別府 砂防堰堤工 0.2
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 0.2
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 0.3
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 0.2
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 岩淵 砂防堰堤工 0.2
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 0.4
てんじんがわ くろかわだにがわ 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 0.4
はしづがわ かわかみがわ とうはくぐん ゆりはまちょう あさばたけ さぼうえんていこう

橋津川 川上川 東伯郡 湯梨浜町 麻畑 砂防堰堤工 0.4
ひのがわ たけおうだにがわ さいはくぐん ほうきちょう ふくしま 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 0.2

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（鳥取県　1/2）

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）

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 0.2
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 0.2
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 10
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 1
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 2
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 1
ひのがわ にしはらⅰ よなごし よどえちょうにしはら さぼうえんていこう

日野川 西原ⅰ 米子市 淀江町西原 砂防堰堤工 0.2

小計 １６箇所 17

２０箇所 193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（鳥取県　2/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



中国地方整備局（鳥取県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 皆生海岸 米子市
よ な ご し

100

鳥取県　計 100

令和2年度第3次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和2年度補正（ゼロ国債）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

日野川 日野川 一般河川改修事業 20　
ほうきちょう

伯耆町

斐伊川 総合水系環境整備事業 200　
よ な ご し

米子市

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

鳥取県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大路川流域治水対策河川事
業

1,000

由良川広域河川改修事業 170,000
天神川圏域総合流域防災事
業（東郷池）

8,000

日野川圏域総合流域防災事
業（小松谷川）

32,000

千代川圏域総合流域防災事
業（勝部川）

100,000

浜村川広域河川改修事業 21,000
千代川圏域総合流域防災事
業（野坂川）

50,000

大路川（西大路排水機場（延
命化））

2,000

大路川（洗井川排水機場（延
命化））

2,000

橋津川（橋津川水門（延命
化））

6,000

湖山川（湖山水門（延命化）） 1,000
清水川（清水川排水機場（延
命化））

2,000

塩見川（塩見川塩止堰（延命
化））

1,000

大路川（山白川排水機場（延
命化））

2,000

千代川圏域総合流域防災事
業（佐治川他）

146,000

天神川圏域総合流域防災事
業（天神川他）

66,000

日野川圏域総合流域防災事
業（法勝寺川他）

137,000

佐治川ダム堰堤改良事業 134,151
百谷ダム堰堤改良事業 14,800
東郷ダム堰堤改良事業 152,495
賀祥ダム堰堤改良事業 44,474
朝鍋ダム堰堤改良事業 42,080

- 計 1,135,000

千代川圏域総合流域防災事
業（蒲生川）

100,000

日野川圏域総合流域防災事
業（佐陀川）

1,000

千代川圏域総合流域防災事
業（湖山川）

60,000

加茂川広域河川改修事業 32,000
日野川圏域総合流域防災事
業（日野川）

5,000

八東川広域河川改修事業 79,000
日野川圏域総合流域防災事
業（精進川）

11,000

千代川圏域総合流域防災事
業（大井手川）

50,000

- 計 338,000

1,473,000

※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

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）

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

鳥取県

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）

鳥取県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

鳥取県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

金屋下谷川　通常砂防事業 鳥取県 24,715
小畑北谷川　通常砂防事業 鳥取県 250
大目谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
小目谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
小谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
櫛谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
老ヶ谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
上田川　通常砂防事業 鳥取県 25
屋敷谷川　通常砂防事業 鳥取県 12,500
泊谷川　通常砂防事業 鳥取県 11,000
姫宮下谷　通常砂防事業 鳥取県 500
出ノ上川　通常砂防事業 鳥取県 500
ショウブ谷川　通常砂防事業 鳥取県 500
田ノ原川　通常砂防事業 鳥取県 5,000
吉渡谷　通常砂防事業 鳥取県 250
大谷川左支川　砂防施設緊
急改築事業

鳥取県 6,500

舟場川　砂防施設緊急改築
事業

鳥取県 6,500

千代川圏域　長寿命化計画 鳥取県 55,000
天神川圏域　長寿命化計画 鳥取県 17,500
日野川圏域　長寿命化計画 鳥取県 27,500
うつし谷川　火山砂防事業 鳥取県 6,545
足谷川　火山砂防事業 鳥取県 110
大門地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 95

吉岡温泉A地区　急傾斜地
崩壊対策事業

鳥取県 95

東今在家地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 95

藤津１地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 475

徳本地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 475

三部地区　急傾斜施設緊急
改築事業

鳥取県 2,375

小江尾２地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 15,750

- 計 194,380
不動谷川　通常砂防事業 鳥取県 1,850
土居川　通常砂防事業 鳥取県 50
丹防川　通常砂防事業 鳥取県 50
小杉谷川　通常砂防事業 鳥取県 50
稗谷川　通常砂防事業 鳥取県 500
上日下部谷川　通常砂防事 鳥取県 25
杉ヶ谷川　通常砂防事業 鳥取県 25
寺谷川（口波多）　通常砂防
事業

鳥取県 25

寺谷川（岩淵）　通常砂防事 鳥取県 25
福吉下谷川　通常砂防事業 鳥取県 20,500
汗干谷川　通常砂防事業 鳥取県 5,000
大谷川　通常砂防事業 鳥取県 500
奥絹屋四　通常砂防事業 鳥取県 9,650

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）

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）



三部支川　通常砂防事業 鳥取県 7,500
奥絹屋二　通常砂防事業 鳥取県 50
岡の谷山（３）　通常砂防事
業（総流防）

鳥取県 50

宮の谷川　通常砂防事業 鳥取県 50
大倉山川　通常砂防事業 鳥取県 50
岡の谷山（１）　通常砂防事
業（総流防）

鳥取県 50

尾上原川　通常砂防事業 鳥取県 1,500
宮ノ谷川　通常砂防事業 鳥取県 250
大谷　通常砂防事業 鳥取県 10,000
下石見谷川　通常砂防事業 鳥取県 250
古川谷川　通常砂防事業 鳥取県 250
山ノ神谷川　通常砂防事業 鳥取県 250
奥山川　火山砂防事業 鳥取県 55
田尻地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 18,270

越路B地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 27,450

卯垣四丁目地区　急傾斜地
崩壊対策事業

鳥取県 9,450

高路B地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 285

宮谷地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 180

浜村B・C地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 475

梶掛地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 285

岡井・岡木地区　急傾斜地
崩壊対策事業

鳥取県 475

勝見C地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 135

足山地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 4,750

谷地区　急傾斜地崩壊対策
事業

鳥取県 190

楠根B地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 95

上左近地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 95

大内木下地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 266

大江A地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 19

大江C地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 19

下徳丸地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 19

天神地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 475

牧地区　急傾斜地崩壊対策
事業

鳥取県 475

穴鴨１地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 475

藤津２地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 475

下西谷１地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 190

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）



榎原２地区　急傾斜地崩壊
対策事業

鳥取県 35,910

上細見南地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 23,750

船越地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 4,410

長山地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 95

祇園町２地区　急傾斜地崩
壊対策事業

鳥取県 45

稲吉地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 6,750

福井地区　急傾斜地崩壊対
策事業

鳥取県 45

上地地区　地すべり対策事 鳥取県 3,500
千代川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

鳥取県 3,025

- 計 200,633

395,013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））

鳥取県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

岩美海岸侵食対策事業 鳥取県 37,000
岩美海岸(陸上地区)侵食対策事業 鳥取県 23,000
名和海岸老朽化対策緊急事業 鳥取県 50,000

- 計 110,000

110,000

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）

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

※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）

鳥取県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鳥取市　河原処理区　処理
場　地震対策

鳥取市 66,000

米子市　外浜処理区　処理
場　地震対策

米子市 144,000

米子市　内浜処理区　管渠
等　老朽化対策

米子市 25,000

米子市　内浜処理区　処理
場　地震対策

米子市 90,000

倉吉市　上井排水区　ポンプ
場　流域治水対策

倉吉市 10,000

境港市　境港処理区　管渠
等　地震対策

境港市 22,850

境港市　境港処理区　処理
場　地震対策

境港市 9,750

岩美町　浦富処理区　処理
場　地震対策

岩美町 935

岩美町　大谷処理区　処理
場　地震対策

岩美町 7,960

岩美町　大谷処理区・浦富
処理区　ポンプ場　地震対策

岩美町 21,450

- 計 397,945
鳥取市　秋里排水区　ポンプ
場　流域治水対策

鳥取市 30,000

境港市　西工業団地B排水
区　管渠等　流域治水対策

境港市 13,700

八頭町　竹ノ下排水区　管渠
等　流域治水対策

八頭町 50,000

- 計 93,700

491,645

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）

鳥取県の下水道における総合的な安全・
安心対策の推進（防災・安全）

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）

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



鳥取県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 境港市 215,400

- 計 215,400

215,400

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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

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）

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


