
山 形 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　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 393　 酒田市
さかたし

最上川 最上川中流 一般河川改修事業 512　 新庄市
しんじょうし

、戸沢村
とざわむら

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 824　 山形市
やまがたし

、天童市
てんどうし

赤川 赤川 一般河川改修事業 293　 三川
みかわ

町
まち

最上川 最上川下流 河川工作物関連応急対策事業 35　 酒田市
さ か た し

、庄内町
しょうないまち

最上川 最上川中流 河川工作物関連応急対策事業 12　 尾花沢市
お ば なざ わ し

、大石田町
おおいしだまち

、真室川
まむろ がわ

町
まち

、大蔵村
おおくらむら

最上川 最上川上流 河川工作物関連応急対策事業 15　 米沢市
よ ねざわし

、長井市
な が い し

赤川 赤川 河川工作物関連応急対策事業 123　 鶴岡市
つるお かし

、三川町
みかわ まち

最上川 総合水系環境整備事業 97　 寒河江市
さ が え し

、長井市
な が い し

赤川 総合水系環境整備事業 77　 鶴岡市
つるおかし

（※）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３年度当初予算　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 大旦川 大規模特定河川事業 100　 村山市
む ら や ま し

最上川 須川 大規模特定河川事業 400　 山形市
や ま が た し

最上川 吉野川 大規模特定河川事業 260　 南陽市
な ん よ う し

赤川 湯尻川 大規模特定河川事業 400　 鶴岡市
つ る お か し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわ たちやざわがわ しなざわ しなざわさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち しなざわ

新庄河川 砂防 最上川 立谷沢川 科沢 科沢砂防堰堤 東田川郡 庄内町 科沢 砂防堰堤工 50
もがみがわ たちやざわがわ たまがわ たまがわだいろく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

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 180
もがみがわ たちやざわがわ たちやざわがわ たちやざわがわけいりゅうほぜんこう ひがしたがわぐん しょうないまち きよかわ～たちやざわ

最上川 立谷沢川 立谷沢川 立谷沢川渓流保全工 東田川郡 庄内町 清川～立谷沢 渓流保全工 180
もがみがわ つのかわ かのさわ かのさわだいごさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ

最上川 角川 鹿の沢 鹿の沢第５砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 120
もがみがわ どうざんがわ よこみちさわ よこみちあかすなだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川 銅山川 横道沢 横道赤砂第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 120
もがみがわ どうざんがわ おだき おだきだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川 銅山川 男滝 男滝第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 150
もがみがわ どうざんがわ どうざんがわ きとおたさぼうえんてい 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 木遠田砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 200
もがみがわ どうざんがわ どうざんがわ ゆのだいさぼうえんてい 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 湯の台砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 180
もがみがわ どうざんがわ どうざんがわ ますだまだいにさぼうえんてい 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 舛玉第２砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 40
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 40
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 194
もがみがわ さがえがわ とうしちさわ とうしちさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち おおいさわ

最上川 寒河江川 藤七沢 藤七沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 大井沢 砂防堰堤工 180
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 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 最上郡 真室川町 大沢 砂防堰堤工 171
砂防

合計 13 箇所 1,805
もがみがわ たちやざわがわ まつざわ まつざわだいさんさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

火山砂防 最上川 立谷沢川 松沢 松沢第３砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 252
もがみがわ たちやざわがわ たちやざわがわ くぐりいわだいに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

最上川 立谷沢川 立谷沢川 潜岩第２砂防堰堤改築 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 268
火山砂防

合計 2 箇所 520

合計 15 箇所 2,325

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　１／４）

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

あかがわ おおとりかわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい つるおかし まつざわ

新庄河川 砂防 赤川 大鳥川 水上沢 水上沢砂防堰堤 鶴岡市 松沢 砂防堰堤工 120
あかがわ おおとりかわ なかむらさわ なかむらさわさぼうえんてい つるおかし おおばり

赤川 大鳥川 仲村沢 仲村沢砂防堰堤 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 120
あかがわ ぼんじがわ たかみちさわがわ たかみちさわがわさぼうえんてい つるおかし かみながわ

赤川 梵字川 高道沢川 高道沢川砂防堰堤 鶴岡市 上名川 砂防堰堤工 120
砂防

合計 3 箇所 360
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 224
あかがわ ぼんじがわ いわすげさわ いわすげさわだいはちさぼうえんてい つるおかし たむぎまた

赤川 梵字川 岩菅沢 岩菅沢第８砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 225
あかがわ ぼんじがわ いわすげさわ いわすげさわだいいちさぼうえんてい つるおかし たむぎまた

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 59
火山砂防

合計 3 箇所 508

合計 6 箇所 868

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　２／４）

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 まえかわだいいちさぼうえんてい（うがん） 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（右岸） 米沢市 板谷 砂防堰堤工 55
あぶくまがわ まつかわ かにがさわ かにがさわだいごさぼうえんてい（さがん） よねざわし いたや

阿武隈川 松川 蟹ヶ沢 蟹ヶ沢第５砂防堰堤（左岸） 米沢市 板谷 砂防堰堤工 76

合計 2 箇所 131

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　３／４）

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 すぎたちさわ すぎたちさわどしゃりゅうしゅつたいさく にしおきたまぐん おぐにまち ぬまざわ

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 杉立沢 杉立沢土砂流出対策 西置賜郡 小国町 沼沢 砂防堰堤工 226
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 いりおりと

飯豊山系 荒川 荒川上流砂防堰堤改築 西置賜郡 小国町 入折戸 砂防堰堤工 341
いいでさんけい あらかわ おがわさわ おがわさわさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち すがぬま

飯豊山系 荒川 小川沢 小川沢砂防堰堤 西置賜郡 小国町 菅沼 砂防堰堤工 115
いいでさんけい あらかわ おおたきがわ おおたきがわさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち おおたき

飯豊山系 荒川 大滝川 大滝川砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 大滝 砂防堰堤工 4
いいでさんけい あらかわ かいらぎさわ かいらぎさわだいごごうさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち こたまがわ

飯豊山系 荒川 梅花皮沢 梅花皮沢第５号砂防堰堤 西置賜郡 小国町 小玉川 砂防堰堤工 1

合計 5 箇所 687

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　４／４）

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３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（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

つるおかし たむぎまた 排水トンネル工

鶴岡市 田麦俣 722

１箇所 722合計

所在地



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 もがみがわ おりはたがわ なんようし うるしやま

砂防等事業 最上川 織機川 南陽市 漆山 砂防堰堤工 74
もがみがわ ざおうがわ かみのやまし ながの

最上川 蔵王川 上山市 永野 砂防堰堤工 10
にっこうがわ にっこうがわ さかたし ますだ

日向川 日向川 酒田市 升田 床固工 60

小計 ３箇所 144

大規模更新 もがみがわ しおねがわ もがみぐん まむろがわまち のぞき

砂防等事業 最上川 塩根川 最上郡 真室川町 及位 堰堤改良工 50

もがみがわ みつきさわがわ にしおきたまぐん いいでまち こや

最上川 見月沢川 西置賜郡 飯豊町 小屋 堰堤改良工 15

あかがわ こまたがわ つるおかし かみたざわ

赤川 小俣川 鶴岡市 上田沢 堰堤改良工 26

小計 ３箇所 91

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

砂防等事業 最上川 下荻下沢 南陽市 下荻 砂防堰堤工 40
もがみがわ かわといさわよん なんようし かわとい

最上川 川樋沢４ 南陽市 川樋 砂防堰堤工 10
もがみがわ かまのさわ にしおきたまぐん しらたかまち たきの

最上川 釜ノ沢 西置賜郡 白鷹町 滝野 砂防堰堤工 40
あぶらとがわ なかた つるおかし あぶらと

油戸川 中田 鶴岡市 油戸 砂防堰堤工 10
そのた おおばとがわ つるおかし かたのりざわ

その他 大波渡川 鶴岡市 堅苔沢 砂防堰堤工 20

小計 ５箇所 120

11箇所 355合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 しょうないおぐにがわ まきのだい つるおかし まきだい

砂防等事業 庄内小国川 槙の代 鶴岡市 槙代 法面工 52

事業間連携 もがみがわ しぎのやち かみのやまし おぐら

砂防等事業 最上川 鴫の谷地 上山市 小倉 集水井工 10

もがみがわ うめがだいらやま かみのやまし むじなもり

最上川 梅ヶ平山 上山市 狸森 杭工 40

もがみがわ あかやま なんようし おぎ

最上川 赤山 南陽市 荻 水路工 40
もがみがわ すなさわ もがみぐん とざわむら ふるくち

最上川 砂沢 最上郡 戸沢村 古口 押え盛土工 10

小計 ４箇所 100

５箇所 152合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 もがみがわ やなぎぶち もがみぐん おおくらむら みなみやま

地すべり事業 最上川 柳淵 最上郡 大蔵村 南山 杭工 700

１箇所 700

令和３年度　当初予算　特定緊急地すべり対策事業費補助箇所別調書（山形県　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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

大山川（矢引川）広域河川改修
事業

5,000

青竜寺川特定構造物改築事業
（丸岡分水堰）

11,000

最上川圏域総合流域防災事業
（馬見ヶ崎川外情報基盤）

25,000

新井田川広域河川改修事業 15,000

京田川（黒瀬川）広域河川改修
事業

5,000

最上川圏域総合流域防災事業
（升形川（指首野川））

50,000

馬見ヶ崎川広域河川改修事業 34,000

最上川圏域総合流域防災事業
（最上小国川）

25,000

最上川圏域総合流域防災事業
（馬見ヶ崎川外情報基盤）

大石田町 1,000

木地山ダム堰堤改良事業 8,100
荒沢ダム堰堤改良事業 9,200
蔵王ダム堰堤改良事業 5,100
高坂ダム堰堤改良事業 5,400
前川ダム堰堤改良事業 3,500
白水川ダム堰堤改良事業 2,700
月光川ダム堰堤改良事業 3,300
温海川ダム堰堤改良事業 3,600
神室ダム堰堤改良事業 3,700
田沢川ダム堰堤改良事業 2,600
綱木川ダム堰堤改良事業 4,800
高坂ダム貯水池保全事業 8,400
月光川ダム貯水池保全事業 5,000

最上川圏域総合流域防災事業
（白水川ダム）

34,600

- 計 271,000

271,000

※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３年度　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

山形県

合計



社会資本整備総合交付金（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

最上小国川総合流域防災事業 山形県 35,000

- 計 35,000

35,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

河川空間とまち空間が融合した良好なネットワークの形
成

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



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 17,500

芦沢川通常砂防事業 20,000

金毘羅沢通常砂防事業 15,000

南沢通常砂防事業 15,000

山辺南沢２通常砂防事業 15,000

諏訪沢通常砂防事業 15,000

柴屋沢川通常砂防事業 15,000

女殺沢川通常砂防事業 10,000

フクベラゾ通常砂防事業 21,000

上ノ代沢１火山砂防事業 19,250

上ノ代沢３火山砂防事業 2,750

牛房野急傾斜地崩壊対策事業 9,500

最上川圏域総流防事業（緊急改築・急傾斜地） 13,300

最上川・赤川圏域総流防事業（緊急改築） 10,000

198,300

平石水沢通常砂防事業 5,000

塩水沢通常砂防事業 15,000

泉田川通常砂防事業 15,000

たてあと沢通常砂防事業 15,000

大沢通常砂防事業 20,000

馬場沢通常砂防事業 20,000

出来ヶ沢通常砂防事業 5,000

マキノ沢通常砂防事業 14,995

毛無沢通常砂防事業 15,000

大杉沢通常砂防事業 14,000

湯温海３通常砂防事業 20,000

酢川火山砂防事業 2,200

鳥海山火山噴火緊急減災対策事業 5,000

岩波急傾斜地崩壊対策事業 5,700

風間２急傾斜地崩壊対策事業 4,750

城山急傾斜地崩壊対策事業 9,900

内田元急傾斜地崩壊対策事業 12,150

滝野本急傾斜地崩壊対策事業 8,100

由良３急傾斜地崩壊対策事業 9,000

効果促進事業 鶴岡市 500

効果促進事業 大石田町 1,000

217,295

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

山形県における土砂災害対
策事業の推進（防災・安全）

山形県

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計

小計



最上川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 14,900

赤川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 3,800

荒川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 700

19,400

434,995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

山形県における土砂災害ソ
フト対策の推進（防災・安全）

山形県

小計



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

比子地区海岸侵食対策事業 山形県 37,000

- 計 37,000

37,000

令和３年度　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

下水道施設の整備 山形県 790,808
- 計 790,808

下水道施設の整備 山形市 392,280
- 計 392,280

下水道施設の整備 山形市 106,480
- 計 106,480

下水道施設の整備 米沢市 153,495
- 計 153,495

下水道施設の整備 鶴岡市 274,570
- 計 274,570

下水道施設の整備 鶴岡市 178,000
- 計 178,000

下水道施設の整備 酒田市 50,150
- 計 50,150

下水道施設の整備 酒田市 28,310
- 計 28,310

下水道施設の整備 新庄市 16,000
- 計 16,000

下水道施設の整備 寒河江市 78,600
- 計 78,600

下水道施設の整備 上山市 61,600
- 計 61,600

下水道施設の整備 上山市 17,000
- 計 17,000

下水道施設の整備 長井市 84,500
- 計 84,500

下水道施設の整備 天童市 90,100
- 計 90,100

下水道施設の整備 東根市 80,000
- 計 80,000

下水道施設の整備 南陽市 20,000
- 計 20,000

下水道施設の整備 南陽市 4,500
- 計 4,500

下水道施設の整備 河北町 8,000
- 計 8,000

下水道施設の整備 金山町 22,000
- 計 22,000

下水道施設の整備 最上町 18,161
- 計 18,161

下水道施設の整備 真室川町 6,875
- 計 6,875

下水道施設の整備 大蔵村 6,000
- 計 6,000

下水道施設の整備 高畠町 17,000
- 計 17,000

下水道施設の整備 小国町 21,450
- 計 21,450

下水道施設の整備 白鷹町 23,975
- 計 23,975

下水道施設の整備 三川町 5,000
- 計 5,000

鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計
画（防災・安全）

令和３年度　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）

米沢市における処理施設等の健全化による水
の安心推進計画（防災・安全）

南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安
全）（重点計画）

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）

酒田市における防災・減災・安全に資する下水
道の整備（防災・安全）（重点計画）

酒田市における安全で安心な下水道の整備
（防災・安全）

新庄市における安全で安心な下水道の整備計
画（防災・安全）

寒河江市における安全で安心な下水道の整備
（防災・安全）

上山市における安全な生活環境の整備推進計
画（防災・安全）

上山市における安全な生活環境の整備推進計
画（防災・安全）（重点計画）

「水と緑と花のながい」における安全・安心な施
設づくり（防災・安全）

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）(重点計画）

南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安
全）

河北町における安心・安全な下水道施設整備
の推進（防災・安全）

金山町における安全で安心な下水道の整備
（防災・安全）

最上町における安全で安心な下水道の整備
（防災・安全）

真室川町における安全で安心な下水道の整備
（防災・安全）

大蔵村における安全で安心な下水道の整備計
画（防災・安全）（重点計画）

高畠町における安全で安心な下水道整備（防
災・安全）

小国町の下水道整備の促進と保全（防災・安
全）

白鷹町における防災・安全計画（防災・安全）

三川町における安全・安心な環境整備の推進
（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３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 遊佐町 31,000

- 計 31,000

2,585,854

※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）

合計



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 山形県 47,500
- 計 47,500

下水道施設の整備 米沢市 9,000
- 計 9,000

下水道施設の整備 米沢市 3,000
- 計 3,000

下水道施設の整備 鶴岡市 582,000
- 計 582,000

下水道施設の整備 鶴岡市 4,700
- 計 4,700

下水道施設の整備 酒田市 17,500
- 計 17,500

下水道施設の整備 酒田市 5,200
- 計 5,200

下水道施設の整備 新庄市 68,600
- 計 68,600

下水道施設の整備 新庄市 8,400
- 計 8,400

下水道施設の整備 寒河江市 98,000
- 計 98,000

下水道施設の整備 上山市 83,300
- 計 83,300

下水道施設の整備 上山市 1,600
- 計 1,600

下水道施設の整備 東根市 71,100
- 計 71,100

下水道施設の整備 南陽市 60,000
- 計 60,000

下水道施設の整備 南陽市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 河北町 100,000
- 計 100,000

下水道施設の整備 高畠町 7,400
- 計 7,400

下水道施設の整備 川西町 10,325
- 計 10,325

下水道施設の整備 川西町 4,100
- 計 4,100

下水道施設の整備 白鷹町 11,100
- 計 11,100

下水道施設の整備
尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合

45,000

- 計 45,000

1,242,825

上山市における快適で安心な生活環境の整備
推進計画（重点計画）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

最上川流域における美しい暮らしと水循環の
実現

置賜地域における汚水処理施設広域化推進
計画

米沢市における下水道未普及地域の整備（重
点計画）

鶴岡市における循環のみちの実現計画（重点
計画）

鶴岡市における循環のみちの実現計画

酒田市における安全で安心な下水道の整備
（重点計画）

酒田市における安全で安心な下水道の整備

新庄盆地における神室（山）の水再生計画（重
点計画）

新庄盆地における神室（山）の水再生計画

寒河江市における下水道未普及地域の整備
（重点計画）

※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

上山市における快適で安心な生活環境の整備
推進計画

東根市における水の安全・安心な社会基盤の
実現

南陽市における環境のみちの実現（重点計画）

南陽市における環境のみちの実現

河北町における安心で快適な暮らしを支える
下水道整備（重点計画）

高畠町における持続可能な下水道整備

川西町メディカルタウン下水道整備計画（重点
計画）

川西町における効率的な下水道事業計画

白鷹町における循環のみちの実現（重点計画）

尾花沢市大石田町における循環のみちの実現
（重点計画）

合計


