
岩 手 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

北上川 北上川上流 一般河川改修事業 7,889　 盛岡市
もりおかし

、北上市
きたかみし

、一関市
いちのせきし

、奥州市
おうしゅうし

、紫波町
しわちょう

、平泉町
ひらいずみちょう

北上川 北上川上流 河川工作物関連応急対策事業 90　 盛岡市
もりおかし

、北上市
きたかみし

、奥州市
おうしゅうし

、平泉町
ひらいずみちょう

北上川 総合水系環境整備事業 346　
≪岩手県

いわてけん

≫盛岡市
もりおかし

、北上市
きたかみし

≪宮城県
みやぎけん

≫石巻市
いしのまきし

、登米市
とめし

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・岩手県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

小本川 小本川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,000　 岩泉町
いわいずみちょう

北上川 岩崎川 床上浸水対策特別緊急事業 366　 矢巾
やはば

町
ちょう

安家川 安家川 河川災害復旧等関連緊急事業 342　 岩泉町
いわいずみちょう

北上川 北上川 大規模特定河川事業 600　 岩手
いわて

町
まち



岩手県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 北上川北上川上流ダム再生 89 101



岩手県

　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。

( 3,504)

河川整備事業費 3,493 

　河川総合開発事業費補助

( 3,504)

　　建 設 工 事 3,493 

( 3,504)

簗川ダム 3,493 

備　　　　考事項 ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岩手県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい まつかわ ふたまたさわ ふたまたさわさぼうえんてい はちまんたいし ひらかさ

岩手河川国道 火山砂防 八幡平山系 松川 二双沢 二双沢砂防堰堤 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 330
はちまんたいさんけい りゅうかわ しがくらさわ しがくらさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 シガクラ沢 シガクラ沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 250
はちまんたいさんけい りゅうかわ りゅうかわ りゅうかわだいさんさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 竜川 竜川第３砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 110
はちまんたいさんけい りゅうかわ りゅうかわ りゅうかわだいにさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 竜川 竜川第２砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 20
はちまんたいさんけい りゅうかわ こやなぎさわ こやなぎさわさぼうえんてい いわてぐん しずくいしちょう はしば

八幡平山系 竜川 小柳沢 小柳沢砂防堰堤 岩手郡 雫石町 橋場 砂防堰堤工 276

合計 ５箇所 986

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



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 きたかみがわ そとみずさわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

砂防等事業 北上川 外水沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 60

きたかみがわ いわのめのさわ はなまきし おおはさままち かめがもり さぼうえんていこう

北上川 岩の目の沢 花巻市 大迫町 亀ヶ森 砂防堰堤工 20

きたかみがわ ひらかさひがしざわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

北上川 平笠東沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 60

きたかみがわ                じょうみなみさわ はちまんたいし ひらかさ さぼうえんていこう

北上川 スキー場南沢 八幡平市 平笠 砂防堰堤工 60

４箇所 200

（岩手県　1/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分
所在地

水系名 渓流名

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 あっかがわ まつばやしのさわ しもへいぐん いわいずみちょう あっかあざまつばやし さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 安家川 松林の沢（４） 下閉伊郡 岩泉町 安家字松林 砂防堰堤工 30
あっかがわ まつばやしのさわ（しん） しもへいぐん いわいずみちょう あっかあざまつばやし さぼうえんていこう

安家川 松林の沢（新） 下閉伊郡 岩泉町 安家字松林 砂防堰堤工 70
おもとがわ まつはしがわ しもへいぐん いわいずみちょう にしょういしあざたきの さぼうえんていこう

小本川 松橋川 下閉伊郡 岩泉町 二升石字滝野 砂防堰堤工 87
おもとがわ まつはしのさわ しもへいぐん いわいずみちょう にしょういしあざひかげ さぼうえんていこう

小本川 松橋の沢（６） 下閉伊郡 岩泉町 二升石字日陰 砂防堰堤工 33
おもとがわ みなみみたがいのさわ しもへいぐん いわいずみちょう かどあざみたがい さぼうえんていこう

小本川 南三田貝の沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 門字三田貝 砂防堰堤工 33
おもとがわ ほんどうぐちのさわ しもへいぐん いわいずみちょう ほろわたあざたばた さぼうえんていこう

小本川 本銅口の沢 下閉伊郡 岩泉町 袰綿字田畑 砂防堰堤工 82
おもとがわ しもじょうのさわ しもへいぐん いわいずみちょう おおかわあざまいのこ さぼうえんていこう

小本川 下町の沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 大川字舞の子 砂防堰堤工 33
おもとがわ もとまちのさわ しもへいぐん いわいずみちょう おおかわあざてらにわ さぼうえんていこう

小本川 本町の沢 下閉伊郡 岩泉町 大川字寺庭 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（１１） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（７） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひかげ さぼうえんていこう

小本川 大沢（６） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日陰 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（２） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 33
おもとがわ おおさわ しもへいぐん いわいずみちょう あさないあざおおさわひなた さぼうえんていこう

小本川 大沢（８） 下閉伊郡 岩泉町 浅内字大沢日向 砂防堰堤工 34

１４箇所 600

（岩手県　2/2）

合計

平成31年度　　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地


