
秋 田 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

米代川 米代川 一般河川改修事業 745　 大館市
おおだてし

雄物川 雄物川下流 一般河川改修事業 359　 秋田市
あきたし

雄物川 雄物川上流 一般河川改修事業 499　 大仙市
だいせんし

、湯沢市
ゆざわし

子吉川 子吉川 一般河川改修事業 236　 由利本荘市
ゆりほんじょうし

雄物川 雄物川下流 河川激甚災害対策特別緊急事業 2,660　 秋田市
あきたし

雄物川 雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,298　 大仙市
だいせんし

米代川 米代川 河川工作物関連応急対策事業 32　 能代市
の し ろ し

雄物川 雄物川下流 河川工作物関連応急対策事業 8　 秋田市
あ き た し

雄物川 雄物川上流 河川工作物関連応急対策事業 20　 横手市
よ こ て し

、湯沢市
ゆ ざ わ し

子吉川 子吉川 河川工作物関連応急対策事業 8　 由利本荘市
ゆ りほ ん じ ょ う し

米代川 総合水系環境整備事業 10　 能代市
の し ろ し

、大館市
おおだ てし

雄物川 総合水系環境整備事業 23　 大仙市
だいせんし

、横手市
よ こ て し

、湯沢市
ゆ ざ わ し

、羽後
う ご

町
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。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

米代川 下内川 大規模特定河川事業 250　 大館市
お お だ て し

雄物川 太平川 大規模特定河川事業 250　 秋田市
あ き た し

雄物川 新城川 大規模特定河川事業 250　 秋田市
あ き た し

雄物川 斉内川 大規模特定河川事業 380　 大仙市
だ い せ ん し

子吉川 芋川 大規模特定河川事業 142　 由利本荘市
ゆ り ほ ん じ ょ う し



秋田県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

多目的ダム建設事業 雄物川成瀬ダム 22,695 23,236

子吉川鳥海ダム 5,823 6,293



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい（あきた） たまがわ みずさわ みずさわだいにさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

湯沢河川国道 火山砂防 八幡平山系（秋田） 玉川 水沢 水沢第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 251

はちまんたいさんけい（あきた） たまがわ みずさわ みずさわだいさんさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系（秋田） 玉川 水沢 水沢第３砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 168

はちまんたいさんけい（あきた） たまがわ きたひのきないがわ きたひのきないかわだいにさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系（秋田） 玉川 北桧木内川 北桧木内川第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 289

はちまんたいさんけい（あきた） たまがわ あかくらさわ あかくらさわだいいちさぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

八幡平山系（秋田） 玉川 赤倉沢 赤倉沢第１砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 14

合計 4 箇所 722

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（秋田県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 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 よねしろがわ おんでのさわ のしろし ふたついまちにあげば

砂防等事業 米代川 オンデの沢 能代市 二ツ井町荷上場 砂防堰堤工 173
そのた ちゃのさわがわ やまもとぐん はっぽうちょう はちもり

その他 茶の沢川 山本郡 八峰町 八森 砂防堰堤工 24
おものがわ おばこさわ せんぼくし たざわこたざわうちの

雄物川 オバコ沢 仙北市 田沢湖田沢打野 砂防堰堤工 120

３箇所 317合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（秋田県　1/2）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 よねしろがわ こぶち きたあきたし あにこぶち

砂防等事業 米代川 小渕 北秋田市 阿仁小渕 集水井工 146

１箇所 146合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（秋田県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



防災・安全交付金（河川事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

淀川広域河川改修事業 247,000

三種川広域河川改修事業 71,000
新波川広域河川改修事業 15,000

新城川流域治水対策河川改修
事業

30,000

米代川圏域総合流域防災事業
（檜山川運河）

3,000

玉川流域治水対策河川改修事
業

2,000

雄物川圏域総合流域防災事業
（土買川）

5,000

草生津川流域治水対策河川改
修事業

8,000

馬踏川広域河川改修事業 30,000

米代川圏域総合流域防災事業
（福士川）

23,000

長木川広域河川改修事業 5,000

旭川流域治水対策河川改修事
業

10,000

浸水想定区域図作成事業 20,000

洪水ハザードマップ作成事業

秋田市、大仙市、
鹿角市、小坂町、
八郎潟町、井川
町、美郷町

17,000

砂子沢ダム　堰堤改良事業 67,900
素波里ダム　堰堤改良事業 26,000
早口ダム　堰堤改良事業 20,100
鎧畑ダム　堰堤改良事業 14,000

- 計 614,000

614,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保した
生活基盤づくり（防災・安全）

秋田県

秋田県

合計



秋田県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

上内町１通常砂防事業 21,000

寺田川火山砂防事業 30,250

愛宕急傾斜地崩壊対策事業 19,000

70,250

前田沢　通常砂防事業 12,400

滝ノ沢２他３渓流　通常砂防事業 12,000

白山川　通常砂防事業 33,000

焼間沢　通常砂防事業 30,000

牛沢　通常砂防事業 13,000

浅田沢１　通常砂防事業 29,000

浅田沢２　通常砂防事業 5,000

鳥海山　火山噴火緊急減災対策事業 15,000

秋田焼山　火山噴火緊急減災対策事業 11,000

神成　地すべり対策事業 11,000

芦沢　地すべり対策事業 5,000

米代川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 13,500

雄物川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 9,000

子吉川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 2,500

米代川圏域総合流域防災事業（緊急改築） 30,000

十和田　火山噴火緊急減災対策事業 5,000

栗駒山　火山噴火緊急減災対策事業 7,000

栩木沢１号急傾斜地崩壊対策事業 5,850

泉台地すべり対策事業 12,500

米代川圏域総合流域防災事業（緊急改築） 22,500

土砂災害ハザードマップ策定事業 鹿角市 2,000

土砂災害ハザードマップ策定事業 大仙市 2,000

土砂災害ハザードマップ策定事業 小坂町 2,000

290,250

米代川圏域総合防災事業（基礎調査） 4,000

雄物川圏域総合防災事業（基礎調査） 35,467

子吉川圏域総合防災事業（基礎調査） 6,533

46,000

406,500合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図
と異なる配分を妨げるものではない

ハード対策施設の設置・改築
等による土砂災害対策推進
（防災・安全）（重点）

秋田県

警戒避難体制の充実・強化
による土砂災害対策推進
（防災・安全）

秋田県

ハード対策施設の設置・改築
等による土砂災害対策推進
（防災・安全）

秋田県

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

小計

小計

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

本荘海岸侵食対策事業 秋田県 82,000

脇本・船越地区海岸　海岸堤防
等老朽化対策緊急事業

秋田県 5,000

- 計 87,000

87,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保した
生活基盤づくり（防災・安全）

合計



防災・安全交付金（下水道事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 秋田県 920,608
- 計 920,608

下水道施設の整備 秋田市 744,325
- 計 744,325

下水道施設の整備 秋田市 205,500
- 計 205,500

下水道施設の整備 能代市 119,500
- 計 119,500

下水道施設の整備 男鹿市 7,000
- 計 7,000

下水道施設の整備 湯沢市 3,700
- 計 3,700

下水道施設の整備 由利本荘市 130,470
- 計 130,470

下水道施設の整備 大仙市 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 北秋田市 68,700
- 計 68,700

下水道施設の整備 にかほ市 27,800
- 計 27,800

下水道施設の整備 仙北市 45,359
- 計 45,359

下水道施設の整備 三種町 6,300
- 計 6,300

下水道施設の整備 大潟村 25,000
- 計 25,000

下水道施設の整備 羽後町 6,000

- 計 6,000

2,322,762

第２期　仙北市における安全安心な水再生の
実現（防災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

安全・安心な生活環境の実現（防災・安全）

秋田市における災害に備えた下水道施設の構
築（防災・安全）（第２期）

秋田における災害に備えた下水道施設の構築
（防災・安全）（重点計画）（第２期）

能代市の防災・減災・安全な市街地の実現（第
３期）

男鹿市の安全で安心な市街地の実現

湯沢市における衛生的な生活環境の確保

由利本荘市における安全・安心な住環境の実
現（防災・安全）

大仙市における安全・安心な下水道施設の構
築（防災・安全）

北秋田市における安全・安心な下水道施設の
構築（防災・安全）

にかほ市の良好な水環境の形成（防災・安全）

三種町の安心・安全な生活環境の実現（防災・
安全）

大潟村における下水道の安全・安心な施設の
構築（第２期）

羽後町における安心安全な水環境の実現

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 秋田県 78,402
- 計 78,402

下水道施設の整備 秋田県 1,000
- 計 1,000

下水道施設の整備 秋田市 115,500
- 計 115,500

下水道施設の整備 秋田市 42,000
- 計 42,000

下水道施設の整備 能代市 245,000
- 計 245,000

下水道施設の整備 横手市 100,000
- 計 100,000

下水道施設の整備 大館市 600,000
- 計 600,000

下水道施設の整備 湯沢市 34,700
- 計 34,700

下水道施設の整備 鹿角市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 由利本荘市 66,840
- 計 66,840

下水道施設の整備 潟上市 7,300
- 計 7,300

下水道施設の整備 大仙市 57,500
- 計 57,500

下水道施設の整備 北秋田市 166,000
- 計 166,000

下水道施設の整備 小坂町 50,000
- 計 50,000

下水道施設の整備 上小阿仁村 43,000
- 計 43,000

1,637,242

能代市の住みよい住環境及び水質保全の実
現（重点計画）（第２期）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

快適な生活環境の実現

快適な生活環境の実現（重点計画）

秋田市における良好な水環境ネットワークの
形成（第２期）

秋田市における良好な水環境ネットワークの
形成（重点計画）（第２期）

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分を
妨げるものではない

横手市における住環境整備及び水質保全の
実現（重点計画）

自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の
実現（重点計画）

湯沢市における快適で安全な生活環境及び水
質保全の推進（重点計画）

鹿角市における住みよい住環境及び水質保全
の実現（重点計画第二期）

由利本荘市における住みよい住環境の実現及
び公共用水域の水質確保の推進（重点計画）

潟上市における良好な水環境の実現（重点計
画）

大仙市における良好な水環境の実現（重点計
画）

北秋田市における良好な水環境の実現（重点
計画）【2期】

小坂町における流域一体となった下水道未普
及解消の推進（重点計画）

上小阿仁村における持続的な水環境の実現
第２期（重点計画）

合計


