
山 梨 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 480　 市川三郷町
いちかわみさとちょう

、身延町
みのぶちょう

富士川 富士川 河川維持修繕事業 985　 韮崎市
に ら さ き し

、山梨市
やまなしし

～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。



令和元年度補正予算　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 鎌田川 大規模特定河川事業 50　 中央市
ちゅうおうし



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（山梨県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ おおむかわ おおむかわさぼうえんていぐん ほくとし はくしゅうちょうよこて

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 大武川 大武川砂防堰堤群 北杜市 白州町横手 砂防堰堤工 240
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 140
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 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 406
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 192
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 みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 早川流域砂防施設改築 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 130
ふじかわ かまなしがわ おおむかわ おおむかわとこがためぐん ほくとし むかわちょうやなぎさわ

富士川 釜無川 大武川 大武川床固群 北杜市 武川町柳澤 床固工 177

合計 ６箇所 1,285

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）（山梨県　２／２）
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 80

合計 １箇所 80

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



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 はきいがわ 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 波木井川 身延川 南巨摩郡 身延町 身延 砂防堰堤工 30
とぐりがわ 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

戸栗川 南俣川－２ 南巨摩郡 南部町 成島 砂防堰堤工 20
どうしがわ ひらくすみさわ 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

道志川 平久住沢 南都留郡 道志村 東神地 砂防堰堤工 20

３箇所 70

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（山梨県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 のりめんこう

砂防等事業 七里岩 韮崎市 水神一丁目 法面工 10

1箇所 10
※急傾斜の事業費は補助基本額である

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（山梨県　2/2）

合計

事業区分 水系名 箇所名 所在地



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

市・郡 区・町・村 字名等

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 はくしゅうちょうよこて

富士川砂防 砂防 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 20
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 みなみこまぐん はやかわちょう あかさわ

富士川 早川 早川流域砂防施設改築 南巨摩郡 早川町 赤沢 砂防堰堤工 120

合計 ２箇所 140

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


