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平成２９年度補正予算　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 最上川上流 一般河川改修事業 150　 山形市
やまがたし

、白鷹町
しらたかまち

赤川 赤川 一般河川改修事業 150　 鶴岡市
つるおかし

、三川
みかわ

町
まち

最上川 最上川上流 河川維持修繕事業 50　 山形市
やまがたし

～村山市
むらやまし

最上川 最上川中流 河川維持修繕事業 117　 北村山郡
きたむらやまぐん

大石田町
おおいしだまち

～最上郡
もがみぐん

鮭
さけ

川村
かわむら

最上川 最上川下流 河川維持修繕事業 20　 酒田市
さかたし

（※）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。



山形県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業
（単位：千円）

事業費は共同費である。

堰堤維持事業 荒川横川ダム 43,000

種　　　　　別 備　　　　　考事業費ダ　　　ム　　　名



整備局名： 東北地方整備局
水系等名： 最上川水系
事務所名： 新庄河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわすいけい つのかわ こうやさわ こうやさわさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ さぼうえんていこう

砂防 最上川水系 角川 興屋沢 興屋沢砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 110
もがみがわすいけい どうざんがわ くまたかさわ くまたかさわさぼうえんていかいちく もがみぐん おおくらむら しみず さぼうえんていこう

最上川水系 銅山川 熊高沢 熊高沢砂防堰堤改築 最上郡 大蔵村 清水 砂防堰堤工 120
もがみがわすいけい さがえがわ うしろざわ うしろざわさぼうえんていかいちく にしむらやまぐん にしかわまち おおいさわ さぼうえんていこう

最上川水系 寒河江川 後沢 後沢砂防堰堤改築 西村山郡 西川町 大井沢 砂防堰堤工 120
もがみがわすいけい さけがわ そとざわがわ そとざわがわさぼうえんていかいちく もがみぐん かねやままち なかだ さぼうえんていこう

最上川水系 鮭川 外沢川 外沢川砂防堰堤改築 最上郡 金山町 中田 砂防堰堤工 150
もがみがわすいけい さけがわ ごんべえさわ しちべえさわさぼうえんてい もがみぐん まむろがわまち かわのうち さぼうえんていこう

最上川水系 鮭川 権兵衛沢 七兵衛沢砂防堰堤 最上郡 真室川町 川ノ内 砂防堰堤工 80
砂防
合計 ５箇所 580

合計 ５箇所 580

都道府県名：山形県（１／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 東北地方整備局
水系等名： 赤川水系
事務所名： 新庄河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あかがわすいけい にしおおとりがわ いけのがしら いけのがしらさぼうえんてい つるおかし おおとり さぼうえんていこう

砂防 赤川水系 西大鳥川 池の頭 池の頭砂防堰堤 鶴岡市 大鳥 砂防堰堤工 70
あかがわすいけい あかがわ こまつざわがわ こまつざわさぼうえんていかいちく つるおかし おおばり さぼうえんていこう

赤川水系 赤川 小松沢川 小松沢砂防堰堤改築 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 50
砂防
合計 ２箇所 120

合計 ２箇所 120

都道府県名：山形県（２／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 東北地方整備局
水系等名： 阿武隈川水系
事務所名： 福島河川国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい まつかわ いたやさわ いたやだいいちさぼうえんていかいちく よねざわし いたや さぼうえんていこう

火山砂防 阿武隈川水系 松川 板谷沢 板谷第１砂防堰堤改築 米沢市 板谷 砂防堰堤工 50
火山砂防
合計 １箇所 50

合計 １箇所 50

都道府県名：山形県（３／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 飯豊山系
事務所名： 飯豊山系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ 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 こたまがわ さぼうえんていこう

砂防 飯豊山系 荒川 荒川 荒川上流砂防堰堤改築 西置賜郡 小国町 小玉川 砂防堰堤工 70
砂防
合計 １箇所 70

合計 １箇所 70

都道府県名：山形県（４／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



平成２９年度補正予算（ゼロ国債）　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 最上川上流 一般河川改修事業 130　 南陽市
なんようし

最上川 最上川下流 河川維持修繕事業 20　 酒田市
サカタシ

（※）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。



整備局名： 東北地方整備局
水系等名： 最上川水系
事務所名： 新庄河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

もがみがわすいけい たちやざわがわ たまがわ たまがわだいよんさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ さぼうえんていこう

砂防 最上川水系 立谷沢川 玉川 玉川第４砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 100
砂防
合計 １箇所 100

合計 １箇所 100

都道府県名：山形県（１／２）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 東北地方整備局
水系等名： 阿武隈川水系
事務所名： 福島河川国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あぶくまがわすいけい まつかわ まえかわ まえかわだいいちさぼうえんてい よねざわし いたや さぼうえんていこう

火山砂防 阿武隈川水系 松川 前川 前川第１砂防堰堤 米沢市 板谷 砂防堰堤工 65
火山砂防
合計 １箇所 65

合計 １箇所 65

都道府県名：山形県（２／２）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考


