
山 梨 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 728　
≪山梨県

やまなしけん

≫笛吹市
ふえふきし

、身延町
みのぶちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふじし

富士川 富士川 河川工作物関連応急対策事業 18　 甲府
こうふし

市、南
みなみ

アルプス市
し

富士川 総合水系環境整備事業 35　 笛吹
ふえふきし

市、富士川町
ふじかわちょう

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・山梨県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

富士川 芦川 大規模特定河川事業 250　 市川
いちかわみさとちょう

三郷町

富士川 鎌田川 大規模特定河川事業 200　 中央市
ちゅうおうし



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（山梨県　１／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく ほくとし はくしゅうまちとりはら

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 北杜市 白州町鳥原 砂防堰堤工 269
ふじかわ かまなしがわ くろかわ くろかわだいごさぼうえんてい ほくとし はくしゅうまちかみきょうらいし

富士川 釜無川 黒川 黒川第五砂防堰堤 北杜市 白州町上教来石 砂防堰堤工 237
ふじかわ かまなしがわ おじらがわ おじらがわかりゅうとこがためぐん ほくとし はくしゅうまちだいがはら

富士川 釜無川 尾白川 尾白川下流床固群 北杜市 白州町台ヶ原 床固工 41
ふじかわ かまなしがわ おおむかわ おおむかわだいろくさぼうえんてい ほくとし はくしゅうまちよこて

富士川 釜無川 大武川 大武川第六砂防堰堤 北杜市 白州町横手 砂防堰堤工 157
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわだいはちさぼうえんてい にらさきし せいてつまちあおき、まるのまちしもつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川第八砂防堰堤 韮崎市 清哲町青木、円野町下円井 砂防堰堤工 150
ふじかわ かまなしがわ こむかわ こむかわかりゅうとこがためぐん ほくとし、にらさきし むかわちょうみやのわき、まるのまちかみつぶらい

富士川 釜無川 小武川 小武川下流床固群 北杜市、韮崎市 武川町宮脇、円野町上円井 床固工 150
ふじかわ はやかわ のろがわ のろがわじょうりゅうさぼうえんていぐん みなみあるぷすし あしやすあしくら

富士川 早川 野呂川 野呂川上流砂防堰堤群 南アルプス市 芦安芦倉 砂防堰堤工 42
ふじかわ はやかわ あらかわ あらかわじょうりゅうさぼうえんていぐん みなみあるぷすし、みなみこまぐん はやかわちょう あしやすあしくら、ならだ

富士川 早川 荒川 荒川上流砂防堰堤群 南アルプス市、南巨摩郡 早川町 芦安芦倉、奈良田 砂防堰堤工 216
ふじかわ はやかわ ひろこうちがわ ひろこうちだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ならだ

富士川 早川 広河内川 広河内第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 186
ふじかわ はやかわ しろこうちがわ しろこうちだいさんさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ならだ

富士川 早川 白河内川 白河内第三砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 奈良田 砂防堰堤工 177
ふじかわ はやかわ からさわ からさわさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ゆじま

富士川 早川 涸沢 涸沢砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 湯島 砂防堰堤工 112
ふじかわ はやかわ うちこうちがわ うちこうちだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう あらくら

富士川 早川 内河内川 内河内第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 新倉 砂防堰堤工 257
ふじかわ はやかわ つづらこうちがわ つづらこうちさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう あらくら、つづら

富士川 早川 黒桂河内川 黒桂河内砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 新倉、黒桂 砂防堰堤工 200
ふじかわ はやかわ しおじまさわ しおじまさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう おおはらの

富士川 早川 塩島沢 塩島沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 大原野 砂防堰堤工 50
ふじかわ はやかわ ほかわ ほかわだいごさぼうえんてい みなみこまぐん はやかわちょう ほ

富士川 早川 保川 保川第五砂防堰堤 南巨摩郡 早川町 保 砂防堰堤工 149
ふじかわ はやかわ あめはたかわ くるみぞうりさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう あめはた

富士川 早川 雨畑川 胡桃草里沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 雨畑 砂防堰堤工 111
ふじかわ はやかわ はるきがわ はるきがわさんぷくこう みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 春木川 春木川山腹工 南巨摩郡 早川町 赤沢 山腹工 168
ふじかわ はやかわ いけのさわ いけのさわさぼうえんていぐん みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 池の沢 池の沢砂防堰堤群 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 98

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（山梨県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ はやかわ はやかわりゅういきさぼうしせつかいちく みなみあるぷすし、みなみこまぐん はやかわちょう あしやすあしくら、あかさわ、あめはた

富士川砂防 砂防 富士川 早川 早川流域砂防施設改築 南アルプス市、南巨摩郡 早川町 芦安芦倉、赤沢、雨畑 砂防堰堤工 467

合計 １９箇所 3,237

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（山梨県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん さがみがわ ふじさんほくろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじよしだし・みなみつるぐん ふじかわぐちこまち

富士砂防 火山砂防 富士山 相模川 富士山北麓緊急減災対策工 富士吉田市・南都留郡 富士河口湖町 減災対策工 292
ふじさん さがみがわ ほくろくゆうさちこうぐん ふじよしだし・みなみつるぐん なるさわむら

富士山 相模川 北麓遊砂地工群 富士吉田市・南都留郡 鳴沢村 遊砂地工 138

合計 ２箇所 430

工　種
事業費
（百万円）

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



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 ふじかわ みのぶがわ みなみこまぐん みのぶちょう みのぶ さぼうえんていこう

砂防等事業 富士川 身延川 南巨摩郡 身延町 身延 砂防堰堤工 65

ふじかわ ひかわ　えんざん こうしゅうし えんざんうしおく さぼうえんていこう

富士川 日川（塩山） 甲州市 塩山牛奥 砂防堰堤工 75
ふじかわ なかのいりさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら さぼうえんていこう

富士川 中の入沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 100
ふじかわ てんぐさわ こうしゅうし えんざんかみおだわら さぼうえんていこう

富士川 天狗沢 甲州市 塩山上小田原 砂防堰堤工 95
ふじかわ みなみまたがわ みなみこまぐん なんぶちょう なるしま さぼうえんていこう

富士川 南俣川－２ 南巨摩郡 南部町 成島 砂防堰堤工 65
さがみがわ しもかわ うえのはらし ゆずりはらおおがいと さぼうえんていこう

相模川 下川 上野原市 棡原大垣外 砂防堰堤工 35
さがみがわ おざわがわ おおつきし さるはしちょう あさひおざわ さぼうえんていこう

相模川 小沢川 大月市 猿橋町 朝日小沢 砂防堰堤工 51
さがみがわ たきのさわがわ おおつきし はつかりまち なかはつかり さぼうえんていこう

相模川 滝の沢川 大月市 初狩町 中初狩 砂防堰堤工 35
さがみがわ ひらくずみさわ みなみつるぐん どうしむら ひがしかんじ さぼうえんていこう

相模川 平久住沢 南都留郡 道志村 東神地 砂防堰堤工 85
ふじかわ にしざわがわ こうふし わだまち しょうさいせっけい

富士川 西沢川 甲府市 和田町 詳細設計 30
ふじかわ あしざわがわ やまなしし まきおかちょう にしほなか さぼうえんていこう

富士川 芦沢川 山梨市 牧丘町 西保中 砂防堰堤工 15
さがみがわ やなぎはらさわ みなみつるぐん やまなかこむら ひらの さぼうえんていこう

相模川 柳原沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 85
さがみがわ あさざわ みなみつるぐん やまなかこむら ひらの さぼうえんていこう

相模川 朝沢 南都留郡 山中湖村 平野 砂防堰堤工 85

１３箇所 821

（山梨県　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



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 しちりいわ にらさきし すいじんいっちょうめ げんばふきつけのりわくこう

砂防等事業 七里岩 韮崎市 水神一丁目 現場吹付法枠工 109
おしでさわ やまなしし まきおかちょう まきだいら のりわくつき　　　　　　こう

押手沢 山梨市 牧丘町 牧平 法枠付アンカー工 39
てんじんばやし にしやつしろぐん いちかわみさとちょう しもおおとりい じゅうりょくしきようへきこう

天神林 西八代郡 市川三郷町 下大鳥居 重力式擁壁工 27
よこみち みなみこまぐん みのぶちょう しもべ ほうかいどしゃぼうごさくこう

横道 南巨摩郡 身延町 下部 崩壊土砂防護柵工 79
にしねぐま みなみこまぐん なんぶちょう ふくし じゅうりょくしきようへきこう

西根熊 南巨摩郡 南部町 福士 重力式擁壁工 47
ひこた おおつきし やながわちょう つなのうえ げんばふきつけのりわくこう

彦田の３ 大月市 梁川町 綱の上 現場吹付法枠工 38

６箇所 339
※急傾斜の事業費は補助基本額である

（山梨県　2/2）

合計

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



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 山梨県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

大月市 28,000 56,000

南アルプス市 91,400 182,800

韮崎市 83,100 166,200

富士吉田市 26,000 52,000

北杜市 20,500 41,000

山梨県計 249,000 498,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


