
鳥 取 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　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

斐伊川 斐伊川 一般河川改修事業 1,720　
≪鳥取県

とっとりけん

≫境港市
さかいみなとし

≪島根県
しまねけん

≫松江市
ま つ え し

、出雲市
い ず も し

日野川 日野川 一般河川改修事業 195　 伯耆町
ほうきちょう

、南部町
なんぶちょう

天神川 天神川 一般河川改修事業 250　 倉吉市
く ら よ し し

千代川 千代川 一般河川改修事業 171　 鳥取市
と っ と り し

日野川 日野川 河川工作物関連応急対策事業 28　 伯耆町
ほうきちょう

、南部町
なんぶちょう

天神川 天神川 河川工作物関連応急対策事業 29　 倉吉
くらよし

市
し

、三朝町
みささちょう

千代川 千代川 河川工作物関連応急対策事業 46　 鳥取
とっとり

市
し

斐伊川 総合水系環境整備事業 593　
≪鳥取県

とっとりけん

≫米子市
よ な ご し

≪島根県
しまねけん

≫松江
ま つ え

市
し

、安来市
や す ぎ し

、雲南市
う んなんし

日野川 総合水系環境整備事業 105　 米子市
よ な ご 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・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 水貫川 大規模特定河川事業 330　 米子市
よ な ご し

千代川 大路川 大規模特定河川事業 150　 鳥取市
と っ と り し

千代川 砂田川 大規模特定河川事業 90　 鳥取市
と っ と り し

千代川 私都川 大規模特定河川事業 80　 八頭
や ず

町
ちょう

塩見川 塩見川 大規模特定河川事業 250　 鳥取市
と っ と り し



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 しゃくたにかわ あながもよんごうさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう あながも

倉吉河川国道 火山砂防 大山山系（天神川） 天神川 尺谷川 穴鴨４号砂防堰堤 東伯郡 三朝町 穴鴨 砂防堰堤工 388

だいせんさんけい（てんじんがわ） おがもがわ いずみたにがわ のぞえごごうさぼうえんてい くらよしし せきがねちょうのぞえ

大山山系（天神川） 小鴨川 泉谷川 野添５号砂防堰堤 倉吉市 関金町野添 砂防堰堤工 233

だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ しもすけたにかわ しもすけたにさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう すけたに

大山山系（天神川） 天神川 下助谷川 下助谷砂防堰堤 東伯郡 三朝町 助谷 砂防堰堤工 7

だいせんさんけい（てんじんがわ） てんじんがわ くりそたにがわ くりそたにさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう きじやま

大山山系（天神川） 天神川 栗祖谷川 栗祖谷砂防堰堤 東伯郡 三朝町 木地山 砂防堰堤工 16

だいせんさんけい（てんじんがわ） みとくがわ みやのたにかわ みやのたにさぼうえんてい とうはくぐん みささちょう やまだ

大山山系（天神川） 三徳川 宮の谷川 宮の谷砂防堰堤 東伯郡 三朝町 山田 砂防堰堤工 7

合計 5 箇所 651

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 ふなたにかわ 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 159
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ そえだににごうさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう そえだに

大山山系（日野川） 日野川 大江川 添谷２号砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 添谷 砂防堰堤工 111
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ おおえがわ うえのさぼうえんてい さいはくぐん ほうきちょう うえの

大山山系（日野川） 日野川 大江川 上野砂防堰堤 西伯郡 伯耆町 上野 砂防堰堤工 137
だいせんさんけい（ひのがわ） ひのがわ ふなたにかわ みつくえさんごうさぼうえんてい ひのぐん こうふちょう みつくえ

大山山系（日野川） 日野川 船谷川 御机３号砂防堰堤 日野郡 江府町 御机 砂防堰堤工 120

合計 4 箇所 527

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 せんだいがわ ほのみがわ やずぐん ちずちょう ほのみ

砂防等事業 千代川 穂見川 八頭郡 智頭町 穂見 砂防堰堤工 25
ひのがわ こくぞうたにかわ ひのぐん にちなんちょう やと

日野川 虚空蔵谷川 日野郡 日南町 矢戸 砂防堰堤工 60
ひのがわ ひのつめかわ ひのぐん こうふちょう またの

日野川 日の詰川 日野郡 江府町 俣野 砂防堰堤工 80

小計 3箇所 165

大規模更新 せんだいがわ のみたにかわ とっとりし さじちょうおわい

砂防等事業 千代川 呑谷川 鳥取市 佐治町尾際 堰堤改良工 30

せんだいがわ すすみかわ やずぐん わかさちょう すすみ

千代川 須澄川 八頭郡 若桜町 須澄 堰堤改良工 3

せんだいがわ しもたにかわ やずぐん わかさちょう なかはら

千代川 下谷川 八頭郡 若桜町 中原 堰堤改良工 45

小計 3箇所 78

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

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 45

せんだいがわ いしたにがわ とっとりし なかむら

千代川 石谷川 鳥取市 中村 砂防堰堤工 6
せんだいがわ みやのたにがわ とっとりし しもだん

千代川 宮ノ谷川 鳥取市 下段 砂防堰堤工 20

せんだいがわ おんたにがわ とっとりし かみすなみ

千代川 音谷川 鳥取市 上砂見 砂防堰堤工 4
せんだいがわ みやつかたにがわ やずぐん ちずちょう ちず

千代川 宮塚谷川 八頭郡 智頭町 智頭 砂防堰堤工 2

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（鳥取県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 せんだいがわ はやしのたにかわ やずぐん やずちょう いわぶち

砂防等事業 千代川 林ノ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 7

せんだいがわ つつみたにがわ やずぐん やずちょう いわぶち

千代川 ツツミ谷川 八頭郡 八頭町 岩淵 砂防堰堤工 40
せんだいがわ たかみやだにがわ やずぐん やずちょう くさかべ

千代川 高宮谷川 八頭郡 八頭町 日下部 砂防堰堤工 4

せんだいがわ すぎがたにがわ やずぐん やずちょう いけだ

千代川 杉ヶ谷川 八頭郡 八頭町 池田 砂防堰堤工 68

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

天神川 下曹源寺谷川 東伯郡 三朝町 曹源寺 砂防堰堤工 110
てんじんがわ くろかわたにかわ とうはくぐん みささちょう さかもと

天神川 黒川谷川 東伯郡 三朝町 坂本 砂防堰堤工 50
てんじんがわ おおたにがわ とうはくぐん みささちょう みとく

天神川 大谷川 東伯郡 三朝町 三徳 砂防堰堤工 57
ひのがわ かみさこかわ さいはくぐん なんぶちょう なか

日野川 上サコ川 西伯郡 南部町 中 砂防堰堤工 35
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

日野川 武王谷川 西伯郡 伯耆町 福島 砂防堰堤工 6
ひのがわ うしのおかわ ひのぐん にちなんちょう かすみ

日野川 牛ノ尾川 日野郡 日南町 霞 砂防堰堤工 6
ひのがわ きつねさこ ひのぐん にちなんちょう まるやま

日野川 狐﨏 日野郡 日南町 丸山 砂防堰堤工 1

ひのがわ あらたかわ ひのぐん こうふちょう あらた

日野川 荒田川 日野郡 江府町 荒田 砂防堰堤工 45

ひのがわ ひがしやまかわ ひのぐん にちなんちょう みやうち

日野川 東山川 日野郡 日南町 宮内 砂防堰堤工 85

ひのがわ おのうえはらかわ ひのぐん こうふちょう またの

日野川 尾上原川 日野郡 江府町 俣野 砂防堰堤工 50

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

勝部川 見生寺谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 10

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（鳥取県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 かちべがわ たけうちだにがわ とっとりし あおやちょうかみや

砂防等事業 勝部川 竹内谷川 鳥取市 青谷町紙屋 砂防堰堤工 5

しおみがわ みやのおくかわ とっとりし ふくべちょうやだに

塩見川 宮の奥川 鳥取市 福部町箭渓 砂防堰堤工 8

はしづがわ かわかみかわ とうはくぐん ゆりはまちょう あさばたけ

橋津川 川上川 東伯郡 湯梨浜町 麻畑 砂防堰堤工 60

うだがわ にしはらいち よなごし よどえちょうにしはら

宇田川 西原ⅰ 米子市 淀江町西原 砂防堰堤工 70

小計 ２４箇所 794

30箇所 1,037

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（鳥取県　3/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 ひのがわ さんぶちく さいはくぐん ほうきちょう さんぶ

砂防等事業 日野川 三部地区 西伯郡 伯耆町 三部 法枠工 48

1箇所 48
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（鳥取県　4/4）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



中国地方整備局（鳥取県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 皆生海岸 米子市
よ な ご し

240  人工リーフ改良・養浜（米子市）等

鳥取県　計 240

備考

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容



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

加茂川広域河川改修事業 20,000

八東川広域河川改修事業 25,000

千代川圏域総合流域防災事業
（蒲生川）

50,000

日野川圏域総合流域防災事業
（佐陀川）

23,000

千代川圏域総合流域防災事業
（湖山川）

20,000

日野川圏域総合流域防災事業
（日野川）

50,000

日野川圏域総合流域防災事業
（精進川）

20,000

千代川圏域総合流域防災事業
（大井手川）

17,000

- 計 225,000
由良川広域河川改修事業 132,000
浜村川広域河川改修事業 20,000

大路川流域治水対策啓発事業 3,000

大路川流域治水対策河川事業 21,000

大路川（西大路排水機場（延命
化））

82,000

橋津川（橋津川水門（延命化）） 1,000

塩見川（塩見川潮止堰（延命
化））

2,000

天神川圏域総合流域防災事業
（東郷池）

30,000

日野川圏域総合流域防災事業
（小松谷川）

72,000

千代川圏域総合流域防災事業
（勝部川）

58,000

千代川圏域総合流域防災事業
（野坂川）

20,000

千代川圏域総合流域防災事業
（情報基盤整備）

16,000

佐治川ダム堰堤改良事業 53,200
東郷ダム堰堤改良事業 35,000
朝鍋ダム堰堤改良事業 4,800

- 計 550,000

775,000

※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）

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

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

合計



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 2,500

小畑北谷川　通常砂防事業 2,500

柿京寺川　通常砂防事業 3,500

大目谷川　通常砂防事業 1,000

小目谷川　通常砂防事業 19,850

小谷川　通常砂防事業 5,000

櫛谷川　通常砂防事業 150

上田川　通常砂防事業 20,000

老ヶ谷川　通常砂防事業 500

姫宮下谷　通常砂防事業 33,000

出ノ上川　通常砂防事業 2,000

田ノ原川　通常砂防事業 500

吉渡谷　通常砂防事業 1,000

ショウブ谷川　通常砂防事業 44,000

宮ノ下C地区　急傾斜地崩壊対策事業 1,800

東今在家地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

大門地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

吉岡温泉A地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,275

藤津１地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

徳本地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

170,075

土居川　通常砂防事業 2,500

三谷川　通常砂防事業 4,000

丹防川　通常砂防事業 3,500

なめら谷川　通常砂防事業 5,250

不動谷川　通常砂防事業 42,000

下仏谷川　通常砂防事業 15,000

小杉谷川　通常砂防事業 15,000

北谷川　通常砂防事業 12,250

上日下部谷川　通常砂防事業 12,761

寺谷川（岩淵）　通常砂防事業 13,000

寺谷川（口波多）　通常砂防事業 1,500

稗谷川　通常砂防事業 9,500

湯谷川　通常砂防事業 5,150

和見谷川　通常砂防事業 20,000

汗干谷川　通常砂防事業 2,500

富海西谷川　通常砂防事業 2,500

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

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）

鳥取県

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）

鳥取県



奥絹屋二　通常砂防事業 7,500

奥絹屋四　通常砂防事業 1,600

三部支川　通常砂防事業 2,500

下中谷　通常砂防事業 10,000

宮ノ谷川　通常砂防事業 500

下石見谷川　通常砂防事業 18,800

古川谷川　通常砂防事業 12,500

山ノ神谷川　通常砂防事業 500

千代川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 540

上地谷川　火山砂防事業 2,750

本宮ⅰ　火山砂防事業 5,500

高路B地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

宮谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 5,400

河内地区　急傾斜地崩壊対策事業 450

高住地区　急傾斜地崩壊対策事業 3,200

上左近地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

浜村B・C地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

梶掛地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

岡井・岡木地区　急傾斜地崩壊対策事業 7,125

楠根B地区　急傾斜地崩壊対策事業 11,875

卯垣四丁目地区　急傾斜地崩壊対策事業 5,400

足山地区　急傾斜地崩壊対策事業 7,125

勝見C地区　急傾斜地崩壊対策事業 22,500

谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

勝見H地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

田尻地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,500

越路B地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,500

下門尾地区　急傾斜地崩壊対策事業 450

富枝地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,590

大江A地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

大江C地区　急傾斜地崩壊対策事業 5,700

下徳丸地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,902

大内木下地区　急傾斜地崩壊対策事業 39,282

新興寺地区　急傾斜地崩壊対策事業 950

福本地区　急傾斜地崩壊対策事業 18,000

天神地区　急傾斜地崩壊対策事業 21,375

牧地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

穴鴨１地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

下西谷１地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

藤津２地区　急傾斜地崩壊対策事業 22,000

榎原２地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,500

祇園町２地区　急傾斜地崩壊対策事業 11,250

上細見南地区　急傾斜地崩壊対策事業 42,750

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）

鳥取県



稲吉地区　急傾斜地崩壊対策事業 2,250

福井地区　急傾斜地崩壊対策事業 15,750

長山地区　急傾斜地崩壊対策事業 38,000

746,925

千代川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 1,900

天神川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 700

日野川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 1,700

4,300

921,300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）

鳥取県

土砂災害防止法に基づく基
礎調査の推進

鳥取県

小計

小計



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 46,000

岩美海岸(陸上地区)侵食対策
事業

鳥取県 34,000

湯山海岸侵食対策事業 鳥取県 6,000
名和海岸老朽化対策緊急事業 鳥取県 9,000

- 計 95,000

95,000

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）

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

下水道施設の整備 鳥取県 182,106
下水道施設の整備 鳥取市 356,018
下水道施設の整備 米子市 357,357
下水道施設の整備 倉吉市 12,500
下水道施設の整備 岩美町 7,645
下水道施設の整備 智頭町 13,800
下水道施設の整備 八頭町 58,800
下水道施設の整備 三朝町 66,000
下水道施設の整備 湯梨浜町 7,000
下水道施設の整備 琴浦町 15,140
下水道施設の整備 北栄町 99,545
下水道施設の整備 日吉津村 2,500
下水道施設の整備 大山町 16,000
下水道施設の整備 江府町 15,000

- 計 1,209,411
下水道施設の整備 鳥取市 244,450
下水道施設の整備 米子市 25,000
下水道施設の整備 倉吉市 39,500
下水道施設の整備 八頭町 100,000
下水道施設の整備 湯梨浜町 374,050

- 計 783,000

1,992,411

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）

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



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 鳥取県 7,304
下水道施設の整備 米子市 600,000
下水道施設の整備 若桜町 13,700
下水道施設の整備 八頭町 3,500
下水道施設の整備 琴浦町 68,400

- 計 692,904
下水道施設の整備 鳥取市 239,550
下水道施設の整備 米子市 20,000
下水道施設の整備 倉吉市 11,400
下水道施設の整備 岩美町 5,350
下水道施設の整備 湯梨浜町 4,000

- 計 280,300

973,204

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）

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）

鳥取県の下水道における総合的な安心・安全
対策の推進

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


