
雄勝地域県管理河川減災対策協議会　対象河川一覧表
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1 雄物川 雄物川 幹川 南沢の合流点 南沢の合流点 日本海 129,800 11,750 湯沢市

2 雄物川 新町川 支川 左

雄勝郡羽後町水沢字平の

下53番地先

同町水沢同字29番地先

雄物川への合

流点

6,000 6,000 羽後町

3 雄物川 払体川 小支川 左

雄勝郡羽後町払体字清水

掛3番地先

同町払体字桜ノ前6番地

先

新町川への合

流点

2,500 2,500 羽後町

4 雄物川 西馬音内川 支川 左

雄勝郡羽後町飯沢字岩台

92番地先

同町飯沢字明山3番地先

雄物川への合

流点

19,091 19,091 羽後町

5 雄物川 羽後大戸川 小支川 左

湯沢市石塚字高野44番地

先

同市石塚同字35番の2地

先

西馬音内川へ

の合流点

15,600 15,600 湯沢市、羽後町

6 雄物川 床舞川 小々支川 左

雄勝郡羽後町床舞字地蔵

田24番地先

同町床舞字高花12番地先

羽後大戸川へ

の合流点

4,000 4,000 羽後町

7 雄物川 田沢川 小々々支川 右

雄勝郡羽後町田沢字宇津

野13番地先

同町田沢同字19番地先

床舞川への合

流点

6,300 6,300 羽後町

8 雄物川 切畑川 小々支川 左

湯沢市切畑字蓮花台120

番地先

同市切畑字十高沢6番地

先

羽後大戸川へ

の合流点

1,500 1,500 湯沢市

9 雄物川 皆瀬川 支川 右

湯沢市皆瀬字小安奥山国

有林35林班チ小班地先

湯沢市皆瀬字小安奥山国

有林35林班チ小班地先

雄物川への合

流点

44,164 33,564 湯沢市

10 雄物川 成瀬川 小支川 右 北俣沢の合流点 北俣沢の合流点

皆瀬川への合

流点

41,291 30,991 東成瀬村

11 雄物川 大沢川 小々支川 右

雄勝郡東成瀬村田子内字

一ノ沢6番地先

同村田子内字田子内183

番地先

成瀬川への合

流点

2,000 2,000 東成瀬村

12 雄物川 駒形黒沢川 小支川 右

湯沢市駒形町字東福寺十

八坂3番地先

同市駒形町字東福寺松沢

29番地先

皆瀬川への合

流点

4,000 4,000 湯沢市

13 雄物川 大谷川 小支川 右

湯沢市皆瀬字根ノ沢42番

地先

同市皆瀬字下落合1番地

先

皆瀬川への合

流点

4,000 4,000 湯沢市

14 雄物川 大鳥谷沢川 小支川 右

湯沢市皆瀬字鳥谷29番の

1地先の取水堰

湯沢市皆瀬字鳥谷29番の

1地先の取水堰

皆瀬川への合

流点

50 50 湯沢市

15 雄物川 白子川 支川 右 湯沢市字角間沢76番地先 同市字下山谷1番の2地先

雄物川への合

流点

10,075 10,075 湯沢市

16 雄物川 姉倉沢川 小支川 右

湯沢市杉沢字水ヶ沢山1

番地先

同市杉沢字大台口29番地

先

白子川への合

流点

4,000 4,000 湯沢市

17 雄物川 山谷川 小支川 右

湯沢市字鉦打沢30番の1

地先の市道橋下流端

湯沢市字鉦打沢30番の1

地先の市道橋下流端

白子川への合

流点

1,800 1,800 湯沢市

18 雄物川 松沢川 支川 右

湯沢市字長沢山1番の2地

先の砂防堰堤下流端

湯沢市字長沢山1番の2地

先の砂防堰堤下流端

雄物川への合

流点

1,838 1,838 湯沢市

19 雄物川 戸沢川 支川 右

湯沢市関口字務沢27番地

先

同市関口同字15番地先

雄物川への合

流点

5,980 5,980 湯沢市

20 雄物川 立川 小支川 右 大沢川の合流点 大沢川の合流点

戸沢川への合

流点

3,000 3,000 湯沢市

21 雄物川 高松川 支川 右

湯沢市高松字泥湯岳高松

沢国有林24林班オ小班地

先

湯沢市高松字泥湯岳高松

沢国有林24林班オ小班地

先

雄物川への合

流点

21,818 21,818 湯沢市

22 雄物川 寺田川 小支川 右

湯沢市桑崎字土倉27番地

先

同市桑崎字白土14番地先

高松川への合

流点

4,500 4,500 湯沢市

23 雄物川 宇留院内川 小支川 右

湯沢市宇留院内字七十刈

1番の1地先

同市宇留院内字細越35番

の2地先

高松川への合

流点

6,500 6,500 湯沢市

24 雄物川 役内川 支川 右

湯沢市役内字殿上15番地

先

同市役内同字8番の19地

先

雄物川への合

流点

19,200 19,200 湯沢市

25 雄物川 赤平田川 小支川 右

湯沢市秋ノ宮字堰口125

番地先

同市秋ノ宮同字122番地

先

役内川への合

流点

3,400 3,400 湯沢市

26 雄物川 大役内川 小支川 左

湯沢市秋ノ宮字塒上森地

先の大役内川砂防堰堤

湯沢市秋ノ宮字塒上森地

先の大役内川砂防堰堤

役内川への合

流点

2,600 2,600 湯沢市

27 雄物川 湯の沢川 支川 右

湯沢市下院内字湯の尻地

先の湯ノ沢砂防堰堤

湯沢市下院内字湯の尻地

先の湯ノ沢砂防堰堤

雄物川への合

流点

2,000 2,000 湯沢市

28 雄物川 松根川 支川 右

湯沢市上院内字大沢前8

番の3地先の松根川砂防

堰堤

湯沢市上院内字大沢前8

番の3地先の松根川砂防

堰堤

雄物川への合

流点

3,700 3,700 湯沢市

29 子吉川

石沢川（田代

川及び仙道川

を含む。）

右

雄勝郡羽後町上仙道字上

桧山30番地先

雄勝郡羽後町上仙道同字

21番地先

子吉川への合

流点

69,600 25,800 羽後町

合計 29 440,307 257,557

資料 ４


