
山 口 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

佐波川 佐波川 一般河川改修事業 1,541　
ほ う ふ し

防府市

小瀬川 小瀬川 河川維持修繕事業 67　
おおたけし いわくにし かこう

大竹市、岩国市～河口

佐波川 佐波川 河川維持修繕事業 386　
やまぐちし かこう

山口市～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・山口県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿武川 阿武川 大規模特定河川事業 50　
やまぐちし

山口市



山口県

　令和２年度補正予算補助ダム事業
（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。

( 201)

河川整備事業費 200 

　河川総合開発事業費補助

( 201)

　　建 設 工 事 200 

( 201)

大河内川ダム 200 

事項 ダム名 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 あぶがわ そねみなみかわ やまぐちし あとうじふくしも さぼうえんていこう

砂防等事業 阿武川 曽根南川 山口市 阿東地福下 砂防堰堤工 30
あさがわ こすぎきたかわ みねし おふくまちしも 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 10
さばがわ おおまちかわ やまぐちし とくじかみむら 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 30
ひらたがわ おくさこかわ 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

4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（山口県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和2年度補正（ゼロ国債）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

佐波川 佐波川 一般河川改修事業 100　
ほ う ふ し

防府市

（※）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）

山口県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

切戸川 広域河川改修事業
（上流工区）（1-A4-4）

25,000

西光寺川 広域河川改修事
業（1-A4-11）

25,000

椹野川 広域河川改修事業
（1-A4-5）

117,000

須佐川 広域河川改修事業
（1-A4-52）

25,000

田万川 広域河川改修事業
（1-A4-54）

45,000

厚東川 広域河川改修事業
（下流工区）（1-A4-13）

50,000

麦川川 広域河川改修事業
（1-A4-10）

10,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（平田川）（1-A4-50）

20,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（土穂石川）（1-A4-39）

38,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（玉鶴川）（1-A4-42）

20,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（馬刀川）（1-A4-41）

15,000

錦川 広域河川改修事業（1-
A4-1）

120,000

島田川 広域河川改修事業
（1-A4-3）

60,000

厚東川 広域河川改修事業
（上流工区）（1-A4-7）

75,000

厚狭川 広域河川改修事業
（上流工区）（1-A4-9）

20,000

木屋川 広域河川改修事業
（豊田工区）（1-A4-47）

45,000

木屋川 広域河川改修事業
（菊川工区）（1-A4-49）

45,000

阿武川 広域河川改修事業
（1-A4-53）

10,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（田布施川）（1-A4-38）

5,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（夜市川他）（1-A4-55）

55,000

横曽根川 広域河川改修事
業（1-A4-12）

20,000

山口西圏域総合流域防災事
業（有帆川）（1-A4-51）

30,000

山口北圏域総合流域防災事
業（深川川他）（1-A4-57）

25,000

麻里布川 特定構造物改築
事業（麻里布川排水機場）
（1-A4-22）

25,000

柳井川 特定構造物改築事
業（柳井川排水機場）（1-

5,000

玉鶴川 特定構造物改築事
業（玉鶴川排水機場）（1-

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）

山口県



井関川 特定構造物改築事
業（井関川排水機場）（1-

75,000

植松川 特定構造物改築事
業（植松川排水機場）（1-

15,000

沢波川 特定構造物改築事
業（沢波川排水機場）（1-

5,000

梅田川 特定構造物改築事
業（梅田川排水機場）（1-

25,000

中川 特定構造物改築事業
（中川排水機場）（1-A4-34）

10,000

有帆川 特定構造物改築事
業（有帆川排水機場）（1-

25,000

大正川 特定構造物改築事
業（大正川排水機場）（1-

5,000

佐波川・山口西・山口北圏域
総合流域防災事業（情報基
盤総合整備事業）（1-A4-

20,000

ダム施設改良事業（菅野ダ
ム）（1-A8-1）

13,875

ダム施設改良事業（今富ダ
ム）（1-A8-3）

76,800

ダム施設改良事業（阿武川
ダム）（1-A8-5）

69,600

ダム施設改良事業（木屋川
ダム）（1-A8-8）

62,230

ダム施設改良事業（佐波川
ダム）（1-A8-9）

9,982

ダム施設改良事業（黒杭川
ダム）（1-A8-10）

35,513

ダム施設改良事業（一の坂
ダム）（1-A8-11）

14,000

- 計 1,407,000

1,407,000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



防災・安全交付金（砂防事業）

山口県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

佐波川圏域総合流域防災事
業（油良郷（2）地区）

14,400

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）

9,500

山口北圏域総合流域防災事
業(砂防設備等緊急改築事

100,000

- 計 123,900
太郎越北川通常砂防事業 15,000
上八坂北谷川通常砂防事業 18,500
小河内川通常砂防事業 30,000
西本谷大川通常砂防事業 21,500
須通東川通常砂防事業 22,500
奥迫川通常砂防事業 10,000
佐波川圏域（２）緊急改築事 10,000
佐波川圏域（３）緊急改築事 20,000
佐波川圏域（４）緊急改築事 34,500
山口北圏域緊急改築事業 17,000
土砂・洪水氾濫対策計画策 30,000
源次郎迫(1)地区急傾斜地崩
壊対策事業

6,750

岩国（一）（７）地区急傾斜地
崩壊対策事業

6,750

横山（一）（2）地区急傾斜地
崩壊対策事業

7,125

牛野谷町（一）（5）地区 6,000
山田（１）－①地区急傾斜地
崩壊対策事業

28,500

佐波川圏域総合流域防災事
業(原畑地区）

6,000

佐波川圏域総合流域防災事
業（東金剛山１地区）

12,000

中畑（２）地区急傾斜地崩壊
対策事業

23,750

佐波川圏域総合流域防災事
業（小田地区）

14,250

川上地区　地すべり対策事 6,000
山口西圏域総合流域防災事
業(前方地区)

10,500

山口西圏域総合流域防災事
業(島戸浦地区)

10,000

- 計 366,625

490,525

※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）

山口県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）重点

山口県

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）

山口県

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

山口県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

松谷海岸侵食対策事業 山口県 30,000
本浦海岸高潮対策事業 山口県 20,000

- 計 50,000

50,000

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

※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）

山口県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

田布施川流域　田布施処理
区　処理場　流域治水対策

山口県 3,500

- 計 3,500
下関市　山陽排水区　管渠
等　流域治水対策

下関市 22,495

- 計 22,495
下関市　山陰処理区　処理
場　地震対策

下関市 5,000

下関市　山陽排水区　処理
場　地震対策

下関市 6,000

- 計 11,000
宇部市　西部処理区　管渠
等　老朽化対策

宇部市 44,400

宇部市　東部処理区　管渠
等　老朽化対策

宇部市 21,950

宇部市　東部処理区　処理
場　地震対策

宇部市 35,750

- 計 102,100
山口市　小郡処理区　処理
場　地震対策

山口市 50,000

- 計 50,000
下松市　下松処理区　管渠
等　老朽化対策

下松市 30,000

- 計 30,000
岩国市　一文字処理区　管
渠等　老朽化対策

岩国市 10,000

- 計 10,000
長門市　東深川処理区　管
渠等　地震対策

長門市 25,000

- 計 25,000
周南市　富田中央第１排水
区　管渠等　流域治水対策

周南市 450,000

- 計 450,000
山陽小野田市　小野田処理
区　処理場　地震対策

山陽小野田市 35,000

- 計 35,000

739,095

安心・安全な暮らしのできる山口市の実現
（防災・安全）

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）

安心して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）

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）

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）

市民が安心安全で元気になれる宇部市の
実現

※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

星ふるまち下松の水環境向上計画（防災・
安全）

岩国地域における下水道施設防災対策
の推進（防災・安全）

長門市における水の安全・安心の実現
（防災・安全）

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）

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）

合計



山口県 （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 周防大島町 10,000
- 計 10,000

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）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

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

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


