
山 形 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　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 464　 酒田市
さ か た し

最上川 最上川上流 一般河川改修事業 100　 山形市
やまがたし

赤川 赤川 一般河川改修事業 160　 三川町
みかわまち

最上川 最上川下流 河川維持修繕事業 375　 庄内町
しょうないまち

、酒田市
さ か た し

～河口
か こ う

最上川 最上川中流 河川維持修繕事業 877　 大石田町
おおいしだまち

～戸沢村
とざわむら

最上川 最上川上流 河川維持修繕事業 867　 米沢市
よねざわし

～村山市
むらやまし

赤川 赤川 河川維持修繕事業 179　 鶴岡市
つるおかし

～河口
か こ 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。



山形県

　令和元年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 最上川寒河江ダム 40

種　　　　　別 備　　　　　考事業費ダ　　　ム　　　名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県　１／３）
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 でんごさわ でんごさ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

新庄河川 砂防 最上川水系 立谷沢川 伝五沢 伝五沢第３砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 60
もがみがわすいけい どうざんがわ どうざんがわ からすがわだいさんさぼうえんてい もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 銅山川 烏川第３砂防堰堤 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 60
もがみがわすいけい どうざんがわ あかまつがわ とよまきさぼうえんていかいちく もがみぐん おおくらむら みなみやま

最上川水系 銅山川 赤松川 豊牧砂防堰堤改築 最上郡 大蔵村 南山 砂防堰堤工 57
もがみがわすいけい つのかわ なべたけさわがわ なべたけ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 鍋嶽沢川 鍋嶽沢砂防堰堤 最上郡 戸沢村 角川 砂防堰堤工 77
砂防

合計 ４箇所 254
もがみがわすいけい たちやざわがわ たちやざわがわ ほんさわだいよんさぼうえんてい ひがしたがわぐん しょうないまち たちやざわ

火山砂防 最上川水系 立谷沢川 立谷沢川 本沢第４砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 60
もがみがわすいけい たちやざわがわ にごりさわがわ にごりさわだいごさぼうえんてい 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 濁沢川 濁沢第５砂防堰堤 東田川郡 庄内町 立谷沢 砂防堰堤工 70
火山砂防

合計 ２箇所 130

合計 ６箇所 384

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あかがわすいけい あかがわ かみたざわがわ かみたざわさぼうえんてい つるおかし かみたざわ

新庄河川 砂防 赤川水系 赤川 上田沢川 上田沢砂防堰堤 鶴岡市 上田沢 砂防堰堤工 37

合計 １箇所 37

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山形県 ３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

飯豊山系砂防 砂防 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 184

合計 1箇所 184

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）
備　考



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

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

新庄河川 地すべり対策 月山 西村山郡 西川町 志津 しゅうすいせいこう

つるおかし たむぎまた 集水井工

鶴岡市 田麦俣 50

１箇所 50合計

所在地



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 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

砂防等事業 最上川 下荻下沢 南陽市 下荻 砂防堰堤工 60
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

最上川 川樋沢４ 南陽市 川樋 砂防堰堤工 40
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 30

３箇所 130

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 あかやま なんようし おぎ ちょうさそくりょうせっけい

砂防等事業 最上川 赤山 南陽市 荻 調査測量設計 24

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 20

２箇所 44

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（山形県　2/2）



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（山形県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

新庄河川 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 85

合計 １箇所 85

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（山形県 ２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ あらかわじょうりゅうさぼうえんていぐん にしおきたまぐん おぐにまち

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 荒川上流砂防堰堤群 西置賜郡 小国町 砂防堰堤工 48

合計 １箇所 48

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（ゼロ国）（山形県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 事業費 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 (臨特） （百万円）

がっさん にしむらやまぐん にしかわまち しづ

新庄河川 地すべり対策 月山 西村山郡 西川町 志津 しゅうすいせいこう

つるおかし たむぎまた 集水井工
鶴岡市 田麦俣 100 0 100

１箇所 100 0 100

所在地

合計


