
平鹿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 楢岡川 支川 左 石高川の合流点 石高川の合流点
雄物川への合
流点

23,127 5,027 横手市（大仙市）

2 雄物川 横手川 支川 右 松沢の合流点 松沢の合流点
雄物川への合
流点

43,767 40,000 横手市、大仙市、美郷町

3 雄物川 厨川 小々支川 右
横手市金沢字桑木谷地2
番の1地先の砂防堰堤下
流端

横手市金沢字桑木谷地2
番の1地先の砂防堰堤下
流端

出川への合流
点

3,820 1,220 横手市（美郷町）

4 雄物川 中ノ目川 小々支川 右
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

出川への合流
点

3,500 2,000 横手市（美郷町）

5 雄物川 横手大戸川 小支川 右 皿川の合流点 皿川の合流点
横手川への合
流点

7,000 7,000 横手市

6 雄物川 頭無川 小々支川 右
横手市婦気大堤字堤ノ下
1番地先

同市婦気大堤字高の森47
番地先

横手大戸川へ
の合流点

8,000 8,000 横手市

7 雄物川 皿川 小々支川 右
横手市猪岡字岩野沢下
158番地先

同市猪岡同字157番地先
横手大戸川へ
の合流点

3,800 3,800 横手市

8 雄物川 横手杉沢川 小支川 右
横手市杉沢字内清ヶ台17
番の52地先

同市杉沢同字17番の48地
先

横手川への合
流点

4,400 4,400 横手市

9 雄物川 山内黒沢川 小支川 右 北俣沢の合流点 北俣沢の合流点
横手川への合
流点

17,027 17,027 横手市

10 雄物川 岩の目沢川 小々支川 右
横手市山内筏字蒲谷地46
番の1地先の上流端を示
す標柱

横手市山内筏字蒲谷地46
番の1地先の上流端を示
す標柱

山内黒沢川へ
の合流点

3,300 3,300 横手市

11 雄物川 松川 小々支川 右 赤倉沢川の合流点 赤倉沢川の合流点
山内黒沢川へ
の合流点

12,000 12,000 横手市

12 雄物川 大倉沢 小々々支川 右
横手市山内大松川字下大
倉2番地先

同市山内大松川字下大倉
62番地先

松川への合流
点

1,000 1,000 横手市

13 雄物川 武道川 小支川 右
横手市山内平野沢字武道
83番地先

同市山内平野沢字小安沢
17番地先

横手川への合
流点

5,000 5,000 横手市

14 雄物川 大納川 支川 左
横手市大森町猿田字中村
51番地先

横手市大森町猿田字中村
51番地先

雄物川への合
流点

7,600 5,100 横手市

15 雄物川 上溝川 支川 左
横手市大森町八沢木字長
橋沢69番地先

同市大森町八沢木同字67
番地先

雄物川への合
流点

12,340 12,340 横手市

16 雄物川 七滝川 小支川 左
横手市大森町上溝字花立
206番地先

同市大森町上溝同字145
番地先

上溝川への合
流点

6,800 6,800 横手市

17 雄物川 上法寺川 支川 左
横手市雄物川町大沢字
吉ヶ沢3番地先

同市雄物川町大沢字岩の
沢11番の1地先

雄物川への合
流点

3,400 3,400 横手市

18 雄物川 地竹川 支川 左
横手市雄物川町大沢字一
本杉18番地先

同市雄物川町大沢同字24
番地先

雄物川への合
流点

5,500 5,500 横手市

19 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 1,600 横手市（湯沢市）

20 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 5,500 横手市（東成瀬村）

21 雄物川 狙半内川 小々支川 右
横手市増田町狙半内字新
処100番地先

同市増田町狙半内同字89
番地先

成瀬川への合
流点

8,500 8,500 横手市

22 子吉川 坂部川 小支川 右
横手市大森町坂部字上坂
部11番地先

横手市大森町坂部同字38
番地先

芋川への合流
点

5,200 3,600 横手市（由利本荘市）

合計 22 270,536 162,114

資料－４


