
山 形 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　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 481　 酒田市
さかたし

最上川 最上川中流 一般河川改修事業 879　 新庄市
しんじょうし

、戸沢村
とざわむら

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 2,022　 山形市
やまがたし

、天童市
てんどうし

、高畠町
たかはたまち

、山辺町
やまのべまち

、河北町
かほくちょう

赤川 赤川 一般河川改修事業 387　 鶴岡市
つるおかし

最上川 最上川下流 河川工作物関連応急対策事業 161　 庄内町
しょうないまち

最上川 最上川中流 河川工作物関連応急対策事業 60　 真室川町
まむろがわまち

最上川 総合水系環境整備事業 70　 長井市
ながいし

赤川 総合水系環境整備事業 4　 三川町
みかわまち

（※）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・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 誕生川 事業間連携河川事業 394　 米沢市
よねざわし

最上川 須川 大規模特定河川事業 200　 山形市
やまがたし

最上川 大旦川 大規模特定河川事業 300　 村山市
むらやまし



山形県

　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。

( 1,216)

河川整備事業費 1,216 

　治水ダム建設事業費補助

( 1,216)

　　建 設 工 事 1,216 

( 1,216)

最上小国川ダム 1,216 

事項 備　　　　考ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　１／４）
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

新庄河川 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 160
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

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 140
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

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 140
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

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 120
もがみがわすいけい どうざんがわ よこみちさわ よこみちあかすなだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 横道沢 横道赤砂第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 329
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

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 120
もがみがわすいけい どうざんがわ こたきがわ こたきがわだいいちさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 小滝川 小滝川第１砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 30
もがみがわすいけい さがえがわ よこくきさわ よこくきさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち よこくきさわ

最上川水系 寒河江川 横岫沢 横岫沢砂防堰堤 西村山郡 西川町 横岫沢 砂防堰堤工 140
もがみがわすいけい さがえがわ とうしちさわ とうしちさわさぼうえんてい にしむらやまぐん にしかわまち おおいさわ

最上川水系 寒河江川 藤七沢 藤七沢砂防堰堤 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

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 90
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

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 90
もがみがわすいけい さけがわ おおいしかわ おおいしかわだいにさぼうえんてい もがみぐん かねやままち ひあたり

最上川水系 鮭川 大石川 大石川第２砂防堰堤 最上郡 金山町 日当 砂防堰堤工 120
砂防

合計 １２箇所 1,599
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

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 695
もがみがわすいけい たちやざわがわ まつざわ まつざわだいさんさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

最上川水系 立谷沢川 松沢 松沢第３砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 160
もがみがわすいけい たちやざわがわ たちやざわがわ くぐりいわだいにさぼうえんていかいちく ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

最上川水系 立谷沢川 立谷沢川 潜岩第２砂防堰堤改築 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 452
火山砂防

合計 ３箇所 1,307

合計 １５箇所 2,906

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）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　２／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あかがわすいけい ひがしおおとりがわ たちやさわ たちやさわさぼうえんてい つるおかし おおとり

新庄河川 砂防 赤川水系 東大鳥川 立矢沢 立矢沢砂防堰堤 鶴岡市 大鳥 砂防堰堤工 364
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

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 160
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

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 160
あかがわすいけい ぼんじがわ たかみちざわがわ たかみちざわがわさぼうえんてい つるおかし かみながわ

赤川水系 梵字川 高道沢川 高道沢川砂防堰堤 鶴岡市 上名川 砂防堰堤工 20
砂防

合計 ４箇所 704
あかがわすいけい ぼんじがわ じゅうざさわ じゅうざさわさぼうえんてい つるおかし たむぎまた

火山砂防 赤川水系 梵字川 十座沢 十座沢砂防堰堤 鶴岡市 田麦俣 砂防堰堤工 404
火山砂防

合計 １箇所 404

合計 ５箇所 1,108

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）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県　３／４）
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

福島河川国道 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 102

合計 １箇所 102

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）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（山形県 ４／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ もりのこしがわ もりのこしがわだい３ごうさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち しらこさわ

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 森残川 森残川第３号砂防堰堤 西置賜郡 小国町 白子沢 砂防堰堤工 212
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

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 38
いいでさんけい あらかわ すぎたちさわ すぎたちさわどしゃりゅうしゅつたいさく にしおきたまぐん おぐにまち ぬまざわ

飯豊山系 荒川 杉立沢 杉立沢土砂流出対策 西置賜郡 小国町 沼沢 砂防堰堤工 155
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 いりおりと

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 入折戸 砂防堰堤工 244
いいでさんけい あらかわ あらかわ おがわさわさぼうえんてい にしおきたまぐん おぐにまち すがぬま

飯豊山系 荒川 荒川 小川沢砂防堰堤 西置賜郡 小国町 菅沼 砂防堰堤工 231
いいでさんけい あらかわ あらかわ おおたきがわさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち おおたき

飯豊山系 荒川 荒川 大滝川砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 大滝 砂防堰堤工 2

合計 ６箇所 882

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）



平成31年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（山形県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

がっさん にしむらやまぐん にしかわまち しづ しゅうすいせいこう

新庄河川 地すべり対策 月山 西村山郡 西川町 志津 集水井工

つるおかし
たむぎまた しゅうすいせいこう

鶴岡市 田麦俣 集水井工 838

１箇所 838

所在地

合計



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 もがみがわ かわといさわ なんようし かわとい さぼうえんていこう

砂防等事業 最上川 川樋沢４ 南陽市 川樋 砂防堰堤工 56
もがみがわ しもおぎしもさわ なんようし しもおぎ さぼうえんていこう

最上川 下荻下沢 南陽市 下荻 砂防堰堤工 111
もがみがわ かまのさわ にしおきたまぐん しらたかまち たきの さぼうえんていこう

最上川 釜ノ沢 西置賜郡 白鷹町 滝野 砂防堰堤工 90
もがみがわ ふどうさわ にしおきたまぐん しらたかまち さのはら さぼうえんていこう

最上川 不動沢 西置賜郡 白鷹町 佐野原 砂防堰堤工 70
あぶらとがわ なかた つるおかし あぶらと さぼうえんていこう

油戸川 中田 鶴岡市 油戸 砂防堰堤工 84
おおばとがわ つるおかし かたのりざわ さぼうえんていこう

大波渡川 鶴岡市 堅苔沢 砂防堰堤工 79

６箇所 490

事業区分
所在地

水系名 渓流名

合計

（山形県　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



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 もがみがわ うめがだいらやま かみのやまし むじなもり くいこう

砂防等事業 最上川 梅ヶ平山 上山市 狸森 杭工 52
もがみがわ あかやま なんようし おぎ しょうさいせっけい

最上川 赤山 南陽市 荻 詳細設計 16
もがみがわ しぎのやち かみのやまし おぐら しゅうすいせいこう

最上川 鴫の谷地 上山市 小倉 集水井工 20
もがみがわ すなさわ もがみぐん とざわむら ふるくち おさえもりどこう

最上川 砂沢 最上郡 戸沢村 古口 押え盛土工 16

４箇所 104合計

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（山形県　2/2）

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


