
和 歌 山 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

新宮川 熊野川 一般河川改修事業 4,476　
≪和歌山県

わかやまけん

≫新宮市
しんぐうし

≪三重県
みえけん

≫紀宝町
きほうちょう

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 4,372　
≪和歌山県

わかやまけん

≫岩出市
いわでし

、和歌山市
わかやまし

、紀
き

の川市
かわし

、橋本市
はしもとし

≪奈良県
ならけん

≫五條市
ごじょうし

新宮川 熊野川 河川工作物関連応急対策事業 13　 新宮市
しんぐうし

紀の川 総合水系環境整備事業 19　 和歌山市
わかやまし

（※）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・和歌山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

新宮川 熊野川 事業間連携河川事業 90　 新宮市
し ん ぐ う し

紀の川 住吉川 大規模特定河川事業 200　 岩出
いわで

市
し

紀の川 根来川 大規模特定河川事業 300　 岩出
いわで

市
し

芳養川 芳養川 大規模特定河川事業 370　 田辺市
た な べ し



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（和歌山県　１／１）

市・郡 区・町・村 字名等

きいさんけい ひきがわ いやがわ いやがわとこがためこうぐん たなべし いや

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 日置川 熊野川 熊野川床固工群 田辺市 熊野 床固工 1,117
きいさんけい くまのがわ みこしがわ みこしがわさぼうえんていぐん たなべし ほんぐうちょうみこし

紀伊山系 熊野川 三越川 三越川砂防堰堤群 田辺市 本宮町三越 砂防堰堤工 115
きいさんけい なちがわ なちがわ なちがわさぼうえんていぐん ひがしむろぐん なちかつうらちょう 　いせき・いちのの

紀伊山系 那智川 那智川 那智川砂防堰堤群 東牟婁郡 那智勝浦町 井関・市野々 砂防堰堤工 1,427
きいさんけい くまのがわ たかたがわ たかたがわさぼうえんていぐん しんぐうし たかた

紀伊山系 熊野川 高田川 高田川砂防堰堤群 新宮市 高田 砂防堰堤工 227

合計 ４箇所 2,886

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名
所　　在　　地

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 ありだがわ ありだがわ いとぐん かつらぎちょう はなぞのきたでら さぼうえんていこう

砂防等事業 有田川 有田川 伊都郡 かつらぎ町 花園北寺 砂防堰堤工 61
ありだがわ 　　　しょうじたにがわ いとぐん かつらぎちょう はなぞのやなせ えんていしょうさいせっけい

有田川 フケ小路谷川 伊都郡 かつらぎ町 花園梁瀬 堰堤詳細設計 20

きのかわ うめもとがわ かいそうぐん きみのちょう うめもと さぼうえんていこう

紀の川 梅本川 海草郡 紀美野町 梅本 砂防堰堤工 20

ありだがわ いのくちだにがわ ありだぐん ありだがわちょう いのくち さぼうえんていこう

有田川 井の口谷川 有田郡 有田川町 井口 砂防堰堤工 60

ありだがわ みやもとだにがわ ありだぐん ありだがわちょう ぬま さぼうえんていこう

有田川 宮本谷川 有田郡 有田川町 沼 砂防堰堤工 20

ひだかがわ はぶがわ ひだかぐん ひだかがわちょう はぶ けいりゅうほぜんこう

日高川 土生川 日高郡 日高川町 土生 渓流保全工 502

ひだかがわ おいぼしだにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう おいぼし さぼうえんていこう

日高川 老星谷川 日高郡 日高川町 老星 砂防堰堤工 55

ひだかがわ いしのたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう みざ けいりゅうほぜんこう

日高川 石の谷川 日高郡 日高川町 三佐 渓流保全工 50

ひだかがわ あんのたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう みそぎ さぼうえんていこう

日高川 庵の谷川 日高郡 日高川町 三十木 砂防堰堤工 60

ひだかがわ たにおくたにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう たじり さぼうえんていこう

日高川 谷奥谷川 日高郡 日高川町 田尻 砂防堰堤工 70

ひだかがわ まきだにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう ひゅうがわ さぼうえんていこう

日高川 槇谷川 日高郡 日高川町 平川 砂防堰堤工 60

ひだかがわ しちべえだにがわ ひだかぐん ひだかがわちょう ひゅうがわ さぼうえんていこう

日高川 七兵衛谷川 日高郡 日高川町 平川 砂防堰堤工 30
しんぐうがわ はぎのたにがわ たなべし ほんぐうちょう ふしおがみ さぼうえんていこう

新宮川 萩の谷川 田辺市 本宮町 伏拝 砂防堰堤工 70

しんぐうがわ てらふろだにがわ しんぐうし くまのがわちょう ひたり えんていしょうさいせっけい

新宮川 寺風呂谷川 新宮市 熊野川町 日足 堰堤詳細設計 20

ありだがわ じぞうだにがわ ありだぐん ありだがわちょう しみず えんていしょうさいせっけい

有田川 地蔵谷川 有田郡 有田川町 清水 堰堤詳細設計 20

１５箇所 1,118

（和歌山県　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

合計

所在地
水系名 渓流名事業区分



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 きのかわ ほしかわ いとぐん かつらぎちょう ほしかわ のりめんこう

砂防等事業 紀の川 星川 伊都郡 かつらぎ町 星川 法面工 70

きのかわ かみこさわ いとぐん くどやまちょう かみこさわ よこ　　　　　　　　こう

紀の川 上古沢 伊都郡 九度山町 上古沢 横ボーリング工 50

きのかわ もがみ きのかわし ももやまちょう もがみ くいこう

紀の川 最上 紀の川市 桃山町 最上 杭工 90

ひかたがわ べっしょ かいなんし べっしょ よこ　　　　　　　　こう

日方川 別所 海南市 別所 横ボーリング工 35

きのかわ うめもと かいそうぐん きみのちょう うめもと よこ　　　　　　　　こう

紀の川 梅本 海草郡 紀美野町 梅本 横ボーリング工 50

ありだがわ かみむつがわ ありだぐん ありだがわちょう かみむつがわ しゅうすいせいこう

有田川 上六川 有田郡 有田川町 上六川 集水井工 30

ありだがわ にしがみね ありだぐん ありだがわちょう にしがみね よこ　　　　　　　　こう

有田川 西ケ峰 有田郡 有田川町 西ケ峯 横ボーリング工 30

ひだりあいづがわ ながの たなべし ながの くいこう

左会津川 長野 田辺市 長野 杭工 80

ひだかがわ ひがし たなべし りゅうじんむら ひがし のりめんこう

日高川 東 田辺市 龍神村 東 法面工 60

しんぐうがわ ふしおがみ たなべし ほんぐうちょう ふしおがみ よこ　　　　　　　　こう

新宮川 伏拝 田辺市 本宮町 伏拝 横ボーリング工 50

１０箇所 545

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（和歌山県　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


