
秋 田 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

米代川 米代川 一般河川改修事業 1,395　 能代市
のしろし

、大館市
おおだてし

雄物川 雄物川下流 一般河川改修事業 994　 秋田市
あきたし

雄物川 雄物川上流 一般河川改修事業 1,438　 大仙市
だいせんし

、湯沢市
ゆざわし

子吉川 子吉川 一般河川改修事業 800　 由利本荘市
ゆりほんじょうし

雄物川 雄物川下流 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,083　 秋田市
あきたし

雄物川 雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,920　 大仙市
だいせんし

米代川 総合水系環境整備事業 14　 能代市
のしろし

雄物川 総合水系環境整備事業 52　 横手市
よこてし

、湯沢市
ゆざわし

、大仙市
だいせんし

、羽後町
うごまち

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

馬場目川 三種川 床上浸水対策特別緊急事業 700　 三種町
みたねちょう

雄物川 新波川 床上浸水対策特別緊急事業 600　 秋田市
あ き た し

雄物川 淀川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,420　 大仙市
だいせんし

雄物川 上溝川 河川災害復旧等関連緊急事業 500　 横手市
よ こ て し

雄物川 太平川 大規模特定河川事業 350　 秋田市
あ き た し

雄物川 斉内川 大規模特定河川事業 550　 大仙市
だいせんし



秋田県

　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

多目的ダム建設事業 雄物川成瀬ダム 15,486 16,010

子吉川鳥海ダム 1,864 2,158



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（秋田県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい たまがわ せんだつがわ せんだつがわさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

湯沢河川国道 火山砂防 八幡平山系 玉川 先達川 先達川砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 300
はちまんたいさんけい たまがわ かたくらさわ かたくらさわだいいちさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系 玉川 片倉沢 片倉沢第１砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 215
はちまんたいさんけい たまがわ あかくらさわ あかくらさわだいにさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系 玉川 赤倉沢 赤倉沢第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 220
はちまんたいさんけい たまがわ みずさわ みずさわだいにさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系 玉川 水沢 水沢第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 10
はちまんたいさんけい たまがわ みずさわ みずさわだいさんさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系 玉川 水沢 水沢第３砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 197

合計 ５箇所 942

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 おものがわ                      さわ のしろし ふたつい さぼうえんていこう

砂防等事業 雄物川 オンデの沢 能代市 二ツ井 砂防堰堤工 118

ちゃのさわがわ やまもとぐん はっぽうちょう はちもり さぼうえんていこう

茶の沢川 山本郡 八峰町 八森 砂防堰堤工 30

おものがわ                 さわ せんぼくし たざわこたざわ さぼうえんていこう

雄物川 オバコ沢 仙北市 田沢湖田沢 砂防堰堤工 25

3箇所 173合計

（秋田県　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 水系名 渓流・箇所名
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）

事業間連携 よねしろがわ こぶち きたあきたし あにこぶち よこ　　　　　　　　　　  こう

砂防等事業 米代川 小渕 北秋田市 阿仁小渕 横ボーリング工 160

1箇所 160

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 水系名 箇所名
所在地

（秋田県　2/2）

合計



民間活力イノベーション推進下水道事業（本省配分） （単位：千円）

※備考欄は、事業費である。

計 486,877 755,337

箇所名 事業主体 国庫補助額 備　考

秋田県 486,877 755,337県


