
秋田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 旧雄物川 派川 雄物川からの分派点 雄物川からの分派点 日本海 9,300 9,000 秋田市

2 雄物川 旭川 派川支川 右
秋田市仁別務沢国有林8
林班ち小班地先

秋田市仁別務沢国有林8
林班ち小班地先

旧雄物川への
合流点

21,796 21,796 秋田市

3 雄物川 砥沢 派川小支川 右
秋田市仁別務沢国有林30
林班ち小班地先

秋田市仁別務沢国有林30
林班ち小班地先

旭川への合流
点

1,350 1,350 秋田市

4 雄物川 太平川 派川小支川 右 ムツシ沢の合流点 ムツシ沢の合流点 旭川への合流 26,267 26,267 秋田市

5 雄物川 猿田川
派川小々支
川

右
秋田市上北手古野字脇の
田155番地先

秋田市上北手古野字老方
2番地先

太平川への合
流点

11,400 11,400 秋田市

6 雄物川 寺沢川
派川小々々
支川

右
秋田市上北手猿田字寺ノ
沢193番2地先

秋田市上北手猿田字寺ノ
沢193番2地先

猿田川への合
流点

1,400 1,400 秋田市

7 雄物川 八田川
派川小々支
川

右
秋田市太平八田字金山滝
3番地先

秋田市太平八田字金山滝
3番地先

太平川への合
流点

7,770 7,770 秋田市

8 雄物川 草生津川 派川小支川 右
秋田市外旭川字一本木16
番地先

秋田市外旭川字一本木17
番地先

旧雄物川への
合流点

7,000 7,000 秋田市

9 雄物川 新城川 派川小支川 右
秋田市上新城小又字脇野
田32番地先

秋田市上新城白山字白山
2番地先

旧雄物川への
合流点

19,100 19,100 秋田市

10 雄物川 道川 派川小支川 右
秋田市上新城道川字深川
86番の2地先

秋田市上新城道川字家ノ
下62番の2地先

新城川への合
流点

1,930 1,930 秋田市

11 雄物川 岩見川 支川 右
秋田市河辺岩見山国有林
和田事業区66林班地先

秋田市河辺岩見山国有林
和田事業区66林班地先

雄物川への合
流点

39,382 39,382 秋田市

12 雄物川 地蔵川 小支川 右
秋田市四ツ小屋末戸松本
字坂ノ上133番地先の上
流端を示す標柱

秋田市四ツ小屋末戸松本
字坂ノ上9番地先

岩見川への合
流点

1,550 1,550 秋田市

13 雄物川 梵字川 小支川 右
秋田市河辺北野田高野字
畑務沢54番地先

秋田市河辺北野田高野畑
務沢字55番の1地先

岩見川への合
流点

8,100 8,100 秋田市

14 雄物川 神内川 小支川 右
秋田市河辺神内字小滝18
番地先

秋田市河辺神内字小滝18
番地先

岩見川への合
流点

6,200 6,200 秋田市

15 雄物川 三内川 小支川 右 出前沢川の合流点 出前沢川の合流点
岩見川への合
流点

13,500 13,500 秋田市

16 雄物川 岩見杉沢川 小支川 右
秋田市河辺岩見字先立沢
41番地先

秋田市河辺岩見字由小屋
22番地先

岩見川への合
流点

5,100 5,100 秋田市

17 雄物川 岩見小又川 小支川 右
秋田市河辺岩見字桂淵44
番の1地先

秋田市河辺岩見字上田面
49番の1地先

岩見川への合
流点

3,600 3,600 秋田市

18 雄物川 安養寺川 支川 右
秋田市雄和椿川字中台1
番の2地先

秋田市市雄和椿川字軽井
沢25番地先

雄物川への合
流点

7,600 7,600 秋田市

19 雄物川 小友沢川 小支川 右
秋田市雄和椿川字小友沢
67番地先

秋田市雄和椿川同字45番
地先

安養寺川への
合流点

1,000 1,000 秋田市

20 雄物川 平尾鳥川 支川 右
秋田市雄和平尾鳥字藤森
23番の2地先

秋田市雄和平尾鳥同字31
番地先

雄物川への合
流点

7,790 7,790 秋田市

21 雄物川 新波川 支川 左
秋田市雄和萱ヶ沢字四升
取22番地先

秋田市雄和萱ヶ沢字四升
取22番地先

雄物川への合
流点

6,500 6,500 秋田市

22 雄物川 繋川 小支川 左
秋田市雄和繋字土沢54番
地先

秋田市雄和繋同字2番地
先

新波川への合
流点

2,500 2,500 秋田市

23 雄物川 神ヶ村川 小支川 左
秋田市雄和神ヶ村字大金
75番地先

秋田市雄和神ヶ村字大金
75番地先

新波川への合
流点

3,250 3,250 秋田市

24 馬場目川 馬場目川 幹川 右
南秋田郡五城目町馬場目
字盆城地先北の又沢の合
流点

南秋田郡五城目町馬場目
字盆城地先北の又沢の合
流点

日本海 47,518 47,518
五城目町、八郎潟町、
潟上市、男鹿市

25 馬場目川 小深見川 支川 右
男鹿市払戸字宮田59番地
先

男鹿市払戸同字58番の２
地先

馬場目川への
合流点

2,700 2,700 男鹿市

26 馬場目川 西部承水路 支川 左
南秋田郡大潟村地先中央
干拓浜口機場

南秋田郡大潟村地先中央
干拓浜口機場

馬場目川中央
干拓南部機場

23,177 23,177 男鹿市、大潟村

27 馬場目川 馬踏川 支川 左
秋田市金足字大草地先
（阿彦大沢地先大沢）

秋田市金足字大草地先
（阿彦大沢地先大沢）

馬場目川への
合流点

13,220 13,220 秋田市、潟上市

28 馬場目川 豊川 支川 左
潟上市昭和豊川上虻川字
大沢地先

潟上市昭和豊川上虻川字
大沢地先

馬場目川への
合流点

13,100 13,100 潟上市

29 馬場目川 井川 支川 左
南秋田郡井川町井内桂地
先

南秋田郡井川町井内桂地
先

馬場目川への
合流点

11,500 11,500 井川町

30 馬場目川 赤沢川 小支川 左
南秋田郡井川町赤沢字中
津32番地の１地先

南秋田郡井川町赤沢字堤
の下４番の１地先

井川への合流
点

3,900 3,900 井川町

31 馬場目川 富津内川 支川 右
南秋田郡五城目町富津内
中津又字川堤　（釜の川
の合流点）

南秋田郡五城目町富津内
中津又字川堤　（釜の川
の合流点）

馬場目川への
合流点

16,254 16,254 五城目町

32 馬場目川 内川川 小支川 右
南秋田郡五城目町内川字
大場地先

南秋田郡五城目町内川字
大場地先

富津内川への
合流点

6,800 6,800 五城目町

33 馬場目川 滝ノ下川 小々支川 右
南秋田郡五城目町内川浅
見内字滝の下134番地先

南秋田郡五城目町内川浅
見内字滝の下134番地先

内川川への合
流点

4,700 4,700 五城目町

34 馬場目川 高千川 小支川 右
南秋田郡五城目町富津内
中津又字岩見沢11番地先

南秋田郡五城目町富津内
中津又同字39番の１地先

富津内川への
合流点

2,200 2,200 五城目町

35 賀茂川 賀茂川 幹川
男鹿市北浦北浦字上鴨川
４番地先

男鹿市北浦北浦字上鴨川
５番地先

日本海 4,502 4,502 男鹿市

36 賀茂川 浦ノ沢川 支川 左
男鹿市北浦北浦字菻田38
番地先

男鹿市北浦北浦字菻田38
番地先

賀茂川への合
流点

2,046 2,046 男鹿市

37 賀茂川 仏供田川 小支川 左
男鹿市北浦北浦字仏供田
20番地先

男鹿市北浦北浦字仏供田
30番地先

浦ノ沢川への
合流点

984 984 男鹿市

38 その他 鮪川川 幹川
男鹿市五里合箱井字張山
23番地先

男鹿市市五里合箱井字川
交１番地先

日本海 2,480 2,480 男鹿市

39 その他 滝川 幹川
男鹿市男鹿中字開三ツ森
上台地先

男鹿市男鹿中字開三ツ森
上台地先

日本海 7,400 7,400 男鹿市

40 その他 比詰川 幹川
男鹿市船川港仁井山字馬
生目地先

男鹿市船川港仁井山字馬
生目地先

日本海 3,400 3,400 男鹿市

41 その他 下浜鮎川 幹川
秋田市下浜名ヶ沢太田代
14番地

秋田市下浜名ヶ沢字入道
沢49番の３地先

日本海 7,500 7,500 秋田市

合計 41 386,766 386,466

資料－４


