
山 形 県

水管理・国土保全局



平成３０年度第２次補正予算　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 最上川下流 一般河川改修事業 140　 酒田市
さかたし

最上川 最上川中流 一般河川改修事業 395　 戸沢村
とざわむら

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 734　 山形市
やまがたし

、東根市
ひがしねし

、南陽市
なんようし

赤川 赤川 一般河川改修事業 107　 鶴岡市
つるおかし

最上川 最上川上流 河川維持修繕事業 593　 高畠町
たかはたまち

～村山市
むらやまし

最上川 最上川中流 河川維持修繕事業 322　 大石田町
おおいしだまち

～戸沢村
とざわむら

最上川 最上川下流 河川維持修繕事業 305　 酒田市
さかたし

～河口
かこう

赤川 赤川 河川維持修繕事業 170　 鶴岡市
つるおかし

～河口
かこう

（※）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３０年度第２次補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 最上川白川ダム 64

最上川寒河江ダム 95

最上川長井ダム 33

赤川月山ダム 69

荒川横川ダム 30

備　　　　　考事業費ダ　　　ム　　　名種　　　　　別



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 かどさわ かどさわだいにさぼうえんてい 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 角沢 角沢第２砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 110
もがみがわすいけい 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 さぼうえんていこう

最上川水系 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 100
もがみがわすいけい つのかわ おおばざわ よごやしきだいにさぼうえんてい もがみぐん とざわむら つのかわ さぼうえんていこう

最上川水系 角川 大葉沢 与吾屋敷第２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 あかすながわ あかすな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 さぼうえんていこう

最上川水系 銅山川 赤砂川 赤砂第２砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 110
もがみがわすいけい さがえがわ ひがしのさわ ひがしのさ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 ぬまやま さぼうえんていこう

最上川水系 寒河江川 東ノ沢 東ノ沢砂防堰堤改築 西村山郡 西川町 沼山 砂防堰堤工 80
もがみがわすいけい さがえがわ みずかみさわ みずかみさ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 つきおか さぼうえんていこう

最上川水系 寒河江川 水上沢 水上沢砂防堰堤改築 西村山郡 西川町 月岡 砂防堰堤工 80
砂防
合計 ６箇所 590

もがみがわすいけい たちやざわがわ にごりさわがわ にごりさわだいはちさぼうえんてい 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

火山砂防 最上川水系 立谷沢川 濁沢川 濁沢第８砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 80
火山砂防
合計 １箇所 80

合計 ７箇所 670

都道府県名：山形県（１／３）
（施行地）

平成30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 おおとりがわ なかのさわ かみおおばり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

砂防 赤川水系 大鳥川 中ノ沢 上大針砂防堰堤改築 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 80
あかがわすいけい おおとりがわ いしかねざわ いしかね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 大鳥川 石金沢 石金沢砂防堰堤改築 鶴岡市 大針 砂防堰堤工 80
砂防
合計 ２箇所 160

合計 ２箇所 160

都道府県名：山形県（２／３）
（施行地）

平成30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 まつおかさわ まつおかさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち まつおか さぼうえんていこう

砂防 飯豊山系 荒川 松岡沢 松岡砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 松岡 砂防堰堤工 220
砂防
合計 １箇所 220

合計 １箇所 220

都道府県名：山形県（３／３）
（施行地）

平成30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３０年度第２次補正予算（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 150　 高畠町
たかはたまち

（※）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： 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 まつおかさわ まつおかさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち まつおか さぼうえんていこう

砂防 飯豊山系 荒川 松岡沢 松岡砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 松岡 砂防堰堤工 65
砂防
合計 １箇所 65

合計 １箇所 65

都道府県名：山形県（１／１）
（施行地）

平成30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


