
島 根 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

高津川 高津川 一般河川改修事業 435　
ま す だ し

益田市

江の川 江の川下流 一般河川改修事業 1,155　
ご う つ し

江津市

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 3,200　
ま つ え し い ず も し

松江市、出雲市

高津川 高津川 河川維持修繕事業 2　
ますだし かこう

益田市～河口

江の川 江の川下流 河川維持修繕事業 116　
おおちぐん おおなんちょう おおちぐん みさとちょう かこう

邑智郡邑南町、邑智郡美郷町～河口

斐伊川 斐伊川 河川維持修繕事業 794　
うんなんし かこう

雲南市～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・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

斐伊川 中川 大規模特定河川事業 60　
ま つ え し

松江市



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 たかつがわ なるたにがわ かのあしぐん つわのちょう なよし けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 高津川 鳴谷川 鹿足郡 津和野町 名賀 渓流保全工 2

小計 1箇所 2

事業間連携 ひいかわ なかはらたにがわ うんなんし きすきちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 斐伊川 中原谷川 雲南市 木次町 砂防堰堤工 9
ひいかわ みほいちだに いいいしぐん いいなんちょう とんばら さぼうえんていこう

斐伊川 三保市谷 飯石郡 飯南町 頓原 砂防堰堤工 20
ひいかわ ゆやだにがわ いずもし ひがしはやしぎちょう さぼうえんていこう

斐伊川 湯屋谷川 出雲市 東林木町 砂防堰堤工 1
ひいかわ しみずだにがわ いずもし さだちょう さぼうえんていこう

斐伊川 清水谷川 出雲市 佐田町 砂防堰堤工 1
ひいかわ やまさきがわ いずもし かわしもちょう さぼうえんていこう

斐伊川 山崎川 出雲市 河下町 砂防堰堤工 5
ひいかわ みたに いずもし さだちょう さぼうえんていこう

斐伊川 御田・二 出雲市 佐田町 砂防堰堤工 1
ごうのかわ おおにわがわ おおちぐん おおなんちょう あすな さぼうえんていこう

江の川 大庭川 邑智郡 邑南町 阿須那 砂防堰堤工 20
うやがわ えびすだにがわ ごうつし あといちちょう けいりゅうほぜんこう

敬川 エビス谷川 江津市 跡市町 渓流保全工 1
ごうのかわ やなぎC はまだし あさひちょう さぼうえんていこう

江の川 柳C 浜田市 旭町 砂防堰堤工 1
そのた あらいそがわ ごうつし あさりちょう さぼうえんていこう

その他 荒磯川 江津市 浅利町 砂防堰堤工 1
そのた にしのたにがわ ますだし にしひらはらちょう けいりゅうほぜんこう

その他 西の谷川 益田市 西平原町 渓流保全工 1

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（島根県　1/4）

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）

ますだがわ てきれがわ ますだし そめばちょう さぼうえんていこう

益田川 テキレ川 益田市 染羽町 砂防堰堤工 1
たかつがわ もとごうしもだにがわ かのあしぐん よしかちょう かきのきむらふくかわ さぼうえんていこう

高津川 本郷下谷川 鹿足郡 吉賀町 柿木村福川 砂防堰堤工 1

小計 13箇所 63

14箇所 65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（島根県　2/4）

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）

事業間連携 ひいかわ おおたに いずもし みのちょう しゅうすいせいこう

砂防等事業 斐伊川 大谷 出雲市 美野町 集水井工 40

ひいかわ みやま いずもし まんだちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 深山 出雲市 万田町 横ボーリング工 1

ひいかわ きたがき いずもし こさかいちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 北垣 出雲市 小境町 横ボーリング工 1
ひいかわ あさひがおか いずもし たくちょう よこぼーりんぐこう

斐伊川 旭が丘 出雲市 多久町 横ボーリング工 1
そのた たかの はまだし ながはまちょう よこぼーりんぐこう

その他 高野 浜田市 長浜町 横ボーリング工 11

ますだがわ なかとおだ ますだし とおだちょう しゅうすいせいこう

益田川 中遠田 益田市 遠田町 集水井工 1

ますだがわ くまこ ますだし みとちょう よこぼーりんぐこう

益田川 熊子 益田市 美都町 横ボーリング工 1

7箇所 56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（島根県　3/4）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 あめのはま1 まつえし しまねちょう まちうけようへきこう

砂防等事業 雨の浜1 松江市 島根町 待受擁壁工 1

1箇所 1
※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（島根県　4/4）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和2年度補正（ゼロ国債）予算　河川事業（直轄・島根県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

江の川 江の川下流 一般河川改修事業 80　
ご う つ し

江津市

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 250　
ま つ え し

松江市

（※）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）

島根県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

特定構造物改築事業（内原
川排水機場）

5,000

堰堤改良事業（布部ダム） 10,784
堰堤改良事業（山佐ダム） 44,452
堰堤改良事業（三瓶ダム） 4,296
堰堤改良事業（八戸ダム） 4,634
堰堤改良事業（大長見ダム） 35,871
堰堤改良事業（御部ダム） 11,963

堰堤改良事業（益田川ダム） 18,000
堰堤改良事業（笹倉ダム） 4,000
堰堤改良事業（美田ダム） 14,000

- 計 153,000
中川流域治水対策河川事業 5,000
佐陀川広域河川改修事業 10,000
平田船川広域河川改修事業 10,000
新内藤川広域河川改修事業 50,000
斐伊川圏域総合流域防災事
業（午頭川）

30,000

島根江の川圏域総合流域防
災事業（出羽川）

28,000

高津川圏域総合流域防災事
業(白上川)

15,000

斐伊川圏域総合流域防災事
業（飯梨川外）

10,000

斐伊川圏域総合流域防災事
業（斐伊川外）

25,000

斐伊川圏域総合流域防災事
業（大馬木川外）

15,000

斐伊川圏域総合流域防災事
業（神戸川外）

5,000

島根江の川圏域総合流域防
災事業（出羽川外）

27,000

島根江の川圏域総合流域防
災事業（周布川外）

117,000

高津川圏域総合流域防災事
業（高津川外）

35,000

- 計 382,000

535,000

※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）

総合的な水の安全・安心基盤整備（防災・
安全）（河川）（重点）

島根県

総合的な水の安全・安心基盤整備（防災・
安全）（河川）

島根県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

島根県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

志戸川通常砂防事業 島根県 500
柿谷Ｄ通常砂防事業 島根県 10,000
野波Ｄ通常砂防事業 島根県 10,000
目谷地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 4,750

迫谷川通常砂防事業 島根県 500
迫奥川通常砂防事業 島根県 2,500
斐伊川圏域総合流域防災事
業（砂防）

島根県 2,500

小三谷川通常砂防事業 島根県 12,500
新市中奥尻通常砂防事業 島根県 10,000
船通山Ｂ川通常砂防事業 島根県 1,000
阿井小学校地区急傾斜地崩
壊対策事業

島根県 475

菅田川４通常砂防事業 島根県 500
以下谷川通常砂防事業 島根県 500
勝地川通常砂防事業 島根県 5,000
横田川通常砂防事業 島根県 1,000
長田谷川通常砂防事業 島根県 5,000
中組下谷川通常砂防事業 島根県 500
浄光寺谷川通常砂防事業 島根県 500
潰谷川通常砂防事業 島根県 25,000
本郷川通常砂防事業 島根県 500
西旗竿谷通常砂防事業 島根県 6,000
岡見団地A通常砂防事業 島根県 1,500
光明寺前川通常砂防事業 島根県 500
葵二の六組Ｃ通常砂防事業 島根県 10,000
波田Ａ通常砂防事業 島根県 500
上横立下谷川通常砂防事業 島根県 500
下山川２通常砂防事業 島根県 500
扇町地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 475

- 計 113,200
斐伊川圏域総合流域防災事
業（砂防）

島根県 15,500

斐伊川圏域総合流域防災事
業（地すべり）

島根県 500

玉造西１地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 475

才浦４地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 4,750

福浦地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 450

平ノ上地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 475

師弟地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 9,500

十日市２地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 2,375

下谷中地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 2,375

掛屋B地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 4,750

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）

地域住民の生命・財産を守る総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）



上市上地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 475

下谷A地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 4,750

蔵谷川通常砂防事業 島根県 500
寄居谷川通常砂防事業 島根県 500
原の谷川通常砂防事業 島根県 500
田本地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 950

下茅場A地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 900

江の川圏域総合流域防災事
業（砂防）

島根県 8,500

小池谷川通常砂防事業 島根県 10,000
東山地区地すべり対策事業 島根県 500
岡田谷川２通常砂防事業 島根県 2,500
治和川右支渓2通常砂防事 島根県 500
中上谷川通常砂防事業 島根県 9,000
駅前地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 475

江の川圏域総合流域防災事
業（急傾斜）

島根県 900

港町A地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 450

岡田谷１地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 475

岡田谷２地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 475

高佐町Ａ地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 475

明見谷川通常砂防事業 島根県 2,500
高津川圏域総合流域防災事
業（急傾斜）

島根県 450

上寺田川通常砂防事業 島根県 500
シャモ谷川通常砂防事業 島根県 500
松田尻川通常砂防事業 島根県 500
犬来地区地すべり対策事業 島根県 15,000
東郷地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 450

港大津地区急傾斜地崩壊対
策事業

島根県 450

唐井地区急傾斜地崩壊対策
事業

島根県 450

クラミ口地区急傾斜地崩壊
対策事業

島根県 450

藤山川通常砂防事業 島根県 1,500
中別府川通常砂防事業 島根県 2,500
知当川通常砂防事業 島根県 5,000
河井川通常砂防事業 島根県 1,500
斐伊川圏域総合流域防災事
業（土砂・洪水氾濫対策計

島根県 10,000

江の川圏域総合流域防災事
業（土砂・洪水氾濫対策計

島根県 10,000

高津川圏域総合流域防災事
業（土砂・洪水氾濫対策計

島根県 10,000

隠岐圏域総合流域防災事業
（土砂・洪水氾濫対策計画）

島根県 10,000

- 計 155,725

地域住民の生命・財産を守る総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安全）



斐伊川圏域総合流域防災事
業

島根県 2,500

江の川圏域総合流域防災事
業

島根県 2,500

高津川圏域総合流域防災事
業

島根県 2,500

隠岐圏域総合流域防災事業 島根県 2,500
- 計 10,000

278,925

※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

島根県における基礎調査の推進（防災・
安全）

合計



防災・安全交付金（下水道事業）

島根県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

宍道湖流域　西部処理区
処理場　地震対策

島根県 68,000

宍道湖流域　東部処理区
処理場　地震対策

島根県 262,000

- 計 330,000

330,000

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）

島根県における下水道事業の推進（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


