
仙北地域県管理河川減災対策協議会　対象河川一覧表

No. 水系 河川名
幹川・支川

等の別
左
右

上流端（左岸） 上流端（右岸） 下流端

流
路
延
長

対
象
延
長

沿川市町村（対象区間）

1 雄物川 淀川 支川 右 大倉沢の合流点 大倉沢の合流点
雄物川への合
流点

34,691 34,691 大仙市

2 雄物川 荒川 小支川 右 日影沢の合流点 日影沢の合流点 淀川への合流 12,840 12,840 大仙市

3 雄物川 宮田又沢川 小々支川 右
大仙市協和荒川字男
老ヶ堤1番の1地先

大仙市協和荒川字関根
下タ2番の1地先

荒川への合流
点

6,900 6,900 大仙市

4 雄物川 繋川 小々支川 右
大仙市協和稲沢字シキ
リ47番の1地先

大仙市協和稲沢字堤ヶ
沢出口4番の1地先

荒川への合流
点

10,200 10,200 大仙市

5 雄物川 小黒川 小支川 右
大仙市協和字小黒川国
有林16林班ろ小班地先

大仙市協和字小黒川国
有林10林班は小班地先

淀川への合流
点

7,500 7,500 大仙市

6 雄物川 トッコ沢川 小支川 右
大仙市協和船岡字大川
前国有林62林班い小班
の上流端を示す標柱

大仙市協和船岡字大川
前国有林62林班い小班
の上流端を示す標柱

淀川への合流
点

700 700 大仙市

7 雄物川 荒木又沢川 小支川 右
大仙市協和船岡字大川
前国有林43林班い小班
の上流端を示す標柱

大仙市協和船岡字大川
前国有林43林班い小班
の上流端を示す標柱

淀川への合流
点

600 600 大仙市

8 雄物川 大沢川 支川 左
大仙市円行寺字上田の
沢17番地先

大仙市円行寺同字24番
地先

雄物川への合
流点

14,000 14,000 大仙市

9 雄物川 芦沢川 支川 右
大仙市協和峰吉川字松
倉3番地先

大仙市協和峰吉川同字4
番地先

雄物川への合
流点

4,800 4,800 大仙市

10 雄物川 土買川 支川 右
大仙市土川字明光沢2番
地先

大仙市土川字杉沢39番
地先

雄物川への合
流点

14,250 14,250 大仙市

11 雄物川 心像川 小支川 右
大仙市土川字鬼頭沢77
番地先

大仙市土川同字103番地
土買川への合
流点

13,200 13,200 大仙市

12 雄物川 大滝川 小々支川 右
大仙市土川字十二山1番
地先

大仙市土川字柳沢山47
番地先

心像川への合
流点

550 550 大仙市

13 雄物川 栩平川 支川 左
大仙市円行寺字オリト
沢9番の2地先

大仙市円行寺字硯松21
番の2地先

雄物川への合
流点

11,750 11,750 大仙市

14 雄物川 布又川 小支川 左
大仙市円行寺字フチガ
沢28番の1地先

大仙市円行寺同字1番の
1地先

栩平川への合
流点

3,800 3,800 大仙市

15 雄物川 楢岡川 支川 左 横手市境 横手市境
雄物川への合
流点

23,127 18,100 大仙市

16 雄物川 小出川 小支川 左
大仙市南外字大畑潜沢
23番地先

大仙市南外同字18番地
先

楢岡川への合
流点

3,100 3,100 大仙市

17 雄物川 西の又川 小支川 左
大仙市南外西の又国有
林137林班イ－庇小班地

大仙市南外西の又国有
林136林班ハ－庇小班地

楢岡川への合
流点

12,000 12,000 大仙市

18 雄物川 湯元川 小支川 左
大仙市南外字小浪滝15
番地先

大仙市南外同字16番地
先

楢岡川への合
流点

7,400 7,400 大仙市

19 雄物川 荒沢川 小々支川 左
大仙市南外外小友字十
二ヶ沢74番地先

大仙市南外外小友同字
33番地先

湯元川への
合流点

4,800 4,800 大仙市

20 雄物川 後川 支川 右
大仙市神宮寺字沖田71
番2地先

大仙市神宮寺字坂本1番
5地先

雄物川へ合流
点

2,760 2,760 大仙市

八瀬沢の合流点 八瀬沢の合流点

仙北市田沢湖
田沢字大深沢
国有林25林班
ほ小班地先

仙北市

仙北市田沢湖田沢字小
袋沢国有林44林班は小
班地先

仙北市田沢湖田沢字水
尻沢国有林3林班り小班
地先

大仙市長野字
開2番地先

大仙市、仙北市

22 雄物川 北川 小支川 右
大仙市豊岡字新処59番
地先

大仙市豊岡字新処60番
地先

玉川への合流
点

6,000 6,000 大仙市

23 雄物川 斉内川 小支川 右
大仙市太田町大字太田
字真木国有林70林班ソ
小班地先

大仙市太田町大字太田
字真木国有林70林班ソ
小班地先

玉川への合流
点

21,927 21,927 大仙市

24 雄物川 小滝川 小々支川 右
大仙市豊岡字小滝1番の
133地先

同市豊岡同字1番の73地
先

斎内川への合
流点

14,800 14,800 大仙市

25 雄物川 入見内川 小支川 右
仙北市角館町山谷川崎
雫田65番地先の砂防堰

仙北市角館町山谷川崎
雫田65番地先の砂防堰

玉川への合流
点

13,036 13,036 仙北市

26 雄物川 川下田川 小々支川 右
仙北市角館町西長野古
米沢190番の2地先

仙北市角館町西長野古
米沢186番の4地先

入見内川への
合流点

3,100 3,100 仙北市

27 雄物川 檜木内川 小支川 右
仙北市西木町上檜木内
字東上戸沢190番地先

仙北市市西木町上檜木
内字西上戸沢99番地先

玉川への合流
点

33,182 33,182 仙北市

28 雄物川 院内川 小々支川 右 戸繋沢の合流点 戸繋沢の合流点
檜木内川への
合流点

9,790 9,790 仙北市

29 雄物川 才津川 小々々支川 右
仙北市田沢湖卒田字柴
倉地先の第3才津鉄道橋

仙北市田沢湖卒田字柴
倉地先の第3才津鉄道橋

院内川への合
流点

11,640 11,640 仙北市

30 雄物川 刺市川
小々々々支
川

右
仙北市田沢湖神代字東
田332番地先

仙北市田沢湖神代同字
331番地先

才津川への合
流点

4,800 4,800 仙北市

31 雄物川 小白川川 小々々支川 右 白沢の合流点 白沢の合流点
院内川への合
流点

8,400 8,400 仙北市

32 雄物川 山谷川 小々支川 右
仙北市角館町山谷字山
谷地先の山谷林道橋

仙北市角館町山谷字山
谷地先の山谷林道橋

檜木内川への
合流点

6,650 6,650 仙北市

33 雄物川 潟尻川 小々支川 右 田沢湖からの流出点 田沢湖からの流出点
檜木内川への
合流点

8,300 8,300 仙北市

34 雄物川 田沢湖 小々支川 右 9,900 9,900 仙北市

35 雄物川 新瀬沢川 小々支川 右
仙北市西木町桧木内字
下田524番地先

仙北市西木町桧木内同
字315番地先

檜木内川への
合流点

1,000 1,000 仙北市

36 雄物川 相沢川 小々支川 右
仙北市西木町桧木内字
相沢295番地先

仙北市西木町桧木内同
字291番地先

檜木内川への
合流点

1,650 1,650 仙北市

37 雄物川 土熊沢川 小々支川 右
仙北市西木町桧木内字
畑中390番地先

仙北市西木町桧木内同
字391番地先

檜木内川への
合流点

1,800 1,800 仙北市

38 雄物川 相内沢川 小々支川 右
仙北市西木町桧木内字
相内165番の1地先

仙北市西木町桧木内同
字125番の2地先

檜木内川への
合流点

2,800 2,800 仙北市

39 雄物川 堀内沢川 小々支川 右
仙北市西木町上桧木内
字堀内181番地先

仙北市市西木町上桧木
内同字514番の1地先

檜木内川への
合流点

1,200 1,200 仙北市

40 雄物川 浦子内沢川 小々支川 右
仙北市西木町上桧木内
字浦子内145番の1地先

仙北市市西木町上桧木
内同字149番の1地先

檜木内川への
合流点

2,700 2,700 仙北市

41 雄物川 比内沢川 小々支川 右
仙北市西木町上桧木内
字比内沢144番地先

仙北市西木町上桧木内
同字142番地先

檜木内川への
合流点

1,500 1,500 仙北市

42 雄物川 籾内沢川 小支川 右
仙北市西木町上桧木内
字籾内148番の1地先

同市西木町上桧木内同
字147番の1地先

檜木内川への
合流点

750 750 仙北市

81,21721 雄物川 玉川 支川 右 103,117

資料－４
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43 雄物川 斉藤川 小支川 右
大仙市豊岡字長浜野56
番地先

仙北市角館町白岩念仏
殿105番地先

玉川への合流
点

5,140 5,140 大仙市、仙北市

44 雄物川 杉沢川 小支川 右
仙北市角館町白岩杉沢2
番の1地先

仙北市角館町白岩杉沢2
番の1地先

玉川への合流
点

2,000 2,000 仙北市

45 雄物川 堀内沢 小支川 右
仙北市角館町白岩堀内
沢国有林13林班オの二
小班地先

仙北市角館町白岩堀内
沢国有林13林班オの二
小班地先

玉川への合流
点

3,000 3,000 仙北市

46 雄物川 長内沢川 小支川 右
仙北市田沢湖生保内大
沢国有林3林班12小班地

同市田沢湖生保内字大
沢61番地先

玉川への合流
点

750 750 仙北市

47 雄物川 生保内川 小支川 右 シトナイ沢川の合流点 シトナイ沢川の合流点 玉川への合流 7,418 7,418 仙北市

48 雄物川 北檜木内川 小支川 右
仙北市田沢湖生保内字
黒沢野5番の1地先

同市田沢湖生保内同字3
番地先

玉川への合流
点

3,800 3,800 仙北市

49 雄物川 小先達川 小支川 右
仙北市田沢湖生保内字
下高野80番の11地先

同市田沢湖生保内同字
74番の2地先

玉川への合流
点

3,900 3,900 仙北市

50 雄物川 先達川 小支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の1地先

同市田沢湖田沢字湯の
岱1番地先

玉川への合流
点

7,500 7,500 仙北市

51 雄物川 第一馬形沢川 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
ろ小班地先の第1取水堰

仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
ろ小班地先の第1取水堰

先達川への合
流点

1,300 1,300 仙北市

52 雄物川 第二馬形沢川 小々々支川 右
仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
ろ小班地先の第2取水堰

仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
ろ小班地先の第2取水堰

第一馬形沢川
への合流点

200 200 仙北市

53 雄物川 小黒沢川 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
よ小班地先の取水堰

仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林47林班
よ小班地先の取水堰

先達川への合
流点

900 900 仙北市

54 雄物川 大黒沢川 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林48林班
お小班地先の取水堰

仙北市田沢湖田沢字先
達先達沢国有林48林班
お小班地先の取水堰

先達川への合
流点

800 800 仙北市

55 雄物川 岩井沢 小々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の16地先

仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の16地先

先達川への合
流点

1,500 1,500 仙北市

56 雄物川 舟小屋川 小々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の16地先

仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の16地先

先達川への合
流点

500 500 仙北市

57 雄物川 杉谷地川 小々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の16地先

同市田沢湖生保内同字2
番の47地先

先達川への合
流点

200 200 仙北市

58 雄物川 赤倉沢 小々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の47地先

同市田沢湖生保内同字2
番の1地先

先達川への合
流点

500 500 仙北市

59 雄物川 石黒沢 小々々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の1地先

仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の1地先

赤倉沢への合
流点

300 300 仙北市

60 雄物川 水上沢 小々々支川 右
仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の47地先

仙北市田沢湖生保内字
駒ヶ岳2番の47地先

赤倉沢への合
流点

100 100 仙北市

61 雄物川 湯沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字湯
の岱1番地先

同市田沢湖先達沢国有
林49林班い小班地先

先達川への合
流点

300 300 仙北市

62 雄物川 小沢の沢 小支川 右
仙北市田沢湖田沢字小
沢生保内国有林20林班
ロ小班地先

仙北市田沢湖田沢字小
沢生保内国有林20林班
ロ小班地先

玉川への合流
点

1,900 1,900 仙北市

63 雄物川 小袋沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字小
袋沢生保内国有林20林
班ニ小班地先

仙北市田沢湖田沢字小
袋沢生保内国有林20林
班ニ小班地先

小沢の沢への
合流点

200 200 仙北市

64 雄物川 湯淵川 小支川 右
仙北市田沢湖玉川字湯
淵沢国有林6林班く小班
地先

同市田沢湖玉川同字国
有林6林班ほの2小班地
先

仙北市田沢湖
玉川字湯淵沢
国有林6林班え
の1小班地先

4,100 600 仙北市

65 雄物川 明通川 小支川 右

仙北市田沢湖田沢字銅
屋沢外国有林生保内事
業区玉43林班く1小班地
先の上流端を示す標柱

仙北市田沢湖田沢字銅
屋沢外国有林生保内事
業区玉43林班く1小班地
先の上流端を示す標柱

仙北市田沢湖
田沢字銅屋沢
国有林43林班
ロ小班地先

1,300 400 仙北市

66 雄物川 小和瀬川 小支川 右 様ノ沢の合流点 様ノ沢の合流点

仙北市田沢湖
田沢字小和瀬
沢国有林32林
班に小班地先
の上流端を示

7,500 4,200 仙北市

67 雄物川 湯の又沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区玉
11林班イ小班地先

仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区玉
11林班イ小班地先

仙北市田沢湖
田沢字小和瀬
沢国有林27林
班なの2小班地
先の上流端を

7,500 5,700 仙北市

68 雄物川 下刺沢 小々支川 右
仙北市田沢湖玉川字岩
の目223番地先

仙北市田沢湖玉川字岩
の目223番地先

小和瀬川への
合流点

900 900 仙北市

69 雄物川 上刺沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字大
深32番地先

仙北市田沢湖田沢字大
深32番地先

小和瀬川への
合流点

380 380 仙北市

70 雄物川 石黒沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区17
林班1小班地先

仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区17
林班1小班地先

小和瀬川への
合流点

240 240 仙北市

71 雄物川 中の又沢 小々支川 右
仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区玉9
林班イ小班地先

仙北市田沢湖田沢字小
和瀬沢生保内事業区玉9
林班イ小班地先

小和瀬川への
合流点

4,500 4,500 仙北市

72 雄物川 道行沢 小々々支川 右

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉9
林班い小班の上流端を
示す標柱

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉9
林班い小班の上流端を
示す標柱

中ノ又沢への
合流点

200 200 仙北市

73 雄物川 大倉沢 小々々支川 右

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉9
林班い小班の上流端を
示す標柱

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉9
林班い小班の上流端を
示す標柱

中ノ又沢への
合流点

200 200 仙北市

74 雄物川 様ノ沢 小支川 右

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の2林班は小班の上流端
を示す標柱

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の2林班は小班の上流端
を示す標柱

玉川への合流
点

300 300 仙北市
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75 雄物川 上金倉沢 小支川 右

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の2林班い小班の上流端
を示す標柱

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の2林班い小班の上流端
を示す標柱

玉川への合流
点

450 450 仙北市

76 雄物川 石仮戸沢 小支川 右
仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉
29林班ル小班地先

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉
29林班ル小班地先

玉川への合流
点

1,500 1,500 仙北市

77 雄物川 湯の沢 小支川 右
仙北市田沢湖田沢字大
深沢生保内事業区玉2の
1林班ロ小班地先

仙北市田沢湖田沢字大
深沢生保内事業区玉2の
1林班ロ小班地先

玉川への合流
点

1,500 1,500 仙北市

78 雄物川 上湯の沢 小々支川 右

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の1林班い小班の上流端
を示す標柱

仙北市田沢湖玉川字湯
田又沢生保内事業区玉2
の1林班い小班の上流端
を示す標柱

湯の沢への合
流点

500 500 仙北市

79 雄物川 湯田又川 小支川 右 伝左衛門沢の合流点 伝左衛門沢の合流点 玉川への合流 1,500 1,500 仙北市

叫沢の合流点 叫沢の合流点

仙北市田沢湖
玉川字渋黒沢
国有林14林班
む小班地先

仙北市田沢湖玉川字渋
黒沢国有林14林班さ小
班地先

同市田沢湖玉川同字国
有林13林班る３小班地
先

玉川への合流
点

81 雄物川 湯川 小々支川 右
仙北市田沢湖玉川字渋
黒沢国有林14林班ら２
小班地先

仙北市田沢湖玉川同字
国有林14林班ロ小班地
先

渋黒川への合
流点

510 440 仙北市

82 雄物川 万太郎川 支川 右
大仙市高関上郷字二ツ
屋30番地先

同市四ツ屋字下原野6番
の2地先

雄物川への合
流点

4,000 4,000 大仙市

83 雄物川 丸子川 支川 右
仙北郡美郷町六郷東根
字下湯田36番地先

同町六郷東根字上馬転1
番地先

大仙市大曲浜
町８番の18地
先の国道橋下

19,091 17,591 大仙市、美郷町

84 雄物川 福部内川 小支川 右
仙北郡美郷町畑屋字浮
田16番地先

同町畑屋同字12番地先
丸子川への合
流点

6,000 6,000 大仙市、美郷町

85 雄物川 窪堰川 小支川 右 館野沢の合流点 館野沢の合流点
丸子川への合
流点

16,300 16,300 大仙市

86 雄物川 今泉大台川 小々支川 右
大仙市太田町太田字石
神藤原109番地先

同市太田町川口字内ノ
沢2番の2地先

窪堰川への合
流点

4,300 4,300 大仙市

87 雄物川 赤堰川 小支川 右
大仙市堀見内字南世馳
18番地先

同市戸地谷字中谷地150
番地先

丸子川への合
流点

3,100 3,100 大仙市

88 雄物川 川口川 小支川 右 南又沢の合流点 南又沢の合流点
丸子川への合
流点

16,800 16,800 大仙市

89 雄物川 真昼川 小々支川 右
仙北郡美郷町浪花字雨
池116番5地先

同町浪花同字48番2地先
川口川への合
流点

2,050 2,050 大仙市、美郷町

90 雄物川 大台川 小々々支川 右
仙北郡美郷町黒沢字小
坂下215番2地先の県道

仙北郡美郷町黒沢字小
坂下215番2地先の県道

真昼川への合
流点

1,700 1,700 美郷町

91 雄物川 矢島川 小支川 右
仙北郡美郷町浪花字堰
根平1番の3地先

同町浪花字大畑152番地
先

丸子川への合
流点

10,500 10,500 大仙市、美郷町

92 雄物川 払田川 小支川 右
仙北郡美郷町土崎字橋
本10番地先

同町土崎字下飛沢12番
地先

丸子川への合
流点

2,700 2,700 大仙市、美郷町

93 雄物川 赤倉川 小支川 右
仙北郡美郷町浪花字赤
倉尻23番地先

仙北郡美郷町浪花字赤
倉尻23番地先

丸子川への合
流点

8,350 8,350 美郷町

94 雄物川 善知鳥川 小支川 右 浅沢の合流点 浅沢の合流点
丸子川への合
流点

6,000 6,000 美郷町

95 雄物川 小友川 支川 左
大仙市内小友字北太田
134番地先

同市内小友字太田65番
地先

雄物川への合
流点

6,200 6,200 大仙市

96 雄物川 上総川 支川 右
仙北郡美郷町六郷字本
堂町20番地先

同町六郷字古屋敷70番
の2地先

雄物川への合
流点

7,000 7,000 大仙市、美郷町

97 雄物川 横手川 支川 右 横手市境 横手市境
大仙市角間川
町字下中町73
番地先

43,767 2,567 大仙市、美郷町

98 雄物川 出川 小支川 右
仙北郡美郷町六郷東根
字蛇沢71番の1地先

同町六郷東根同字27番
地先

横手川への合
流点

14,000 14,000 大仙市、美郷町

99 雄物川 厨川 小々支川 右 横手市境 横手市境 出川への合流 3,820 2,600 美郷町
仙北郡美郷町金沢字北
沢54番地先

同町金沢字黒滝7番の7
地先

横手市境

横手市境 横手市境 出川への合流

合計 100 717,876 635,039

美郷町100 雄物川 中ノ目川 小々支川 右 3,500 1,500

80 5,980 仙北市雄物川 渋黒川 小支川 右 6,400


