
雄物川水系河川整備計画の変更について
ご意見をお聴かせください

～雄物川水系河川整備計画 ※について～
雄物川では、平成29年7月の大雨により多くの浸水被害が発生し、その対策として雄物川中流部

において緊急治水対策等を行うことから前期整備における対象洪水を変更すること、また、上流

部において固定堰の改築を実施することから、河川整備計画の変更が必要となります。

このパンフレットは、河川整備計画の変更にあたり、地域のみなさまのご意見をお聴きするための「河川

整備計画【変更素案】」の概要説明を記載しております。

今後の雄物川の河川整備の目標や進め方について、みなさまの貴重なご意見をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所・湯沢河川国道事務所・成瀬ダム工事事務所・玉川ダム管理所

※河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」「利水」「環境」が総合的に達成できるよう、
今後の川づくりについて具体的に示す計画であり、法律で定められたものです。現在の「雄物川水
系河川整備計画」は平成26年11月に策定され、概ね30年間の段階的な川づくりの内容を示してお
り、雄物川水系の国土交通省大臣管理区間約182kmを対象としています。

ご投函ください。
（当日消印有効）

平成29年7月大雨時の雄物川中流部の氾濫状況



雄物川水系河川整備計画の変更方針

◆整備計画変更の背景

「雄物川水系河川整備計画」は、河川法第16条に基
づき、平成20年1月に策定された「雄物川水系河川整備
基本方針」に沿って、当面実施する河川工事の目的・
種類・場所等の具体的事項を示す法定計画として平成
26年11月に策定され、これまで、治水・利水・環境に
おける目的が総合的に達成できるよう河川整備を実施
してきました。

その後、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨を踏
まえ、水防災意識社会を再構築する取り組みを行うこ
と、並びに、成瀬ダムの型式等諸元に変更が生じたこ
とから、平成29年4月に変更（第1回）されました。

今回、平成29年7月の大雨により多くの浸水被害が発
生し、その対策として雄物川中流部において緊急治水
対策等を行うことから前期整備における対象洪水を変
更すること、また、上流部において固定堰の改築を実
施することから、本計画の変更（第2回）を行うもので
す。

雄物川水系河川整備計画（変更）の経緯

雄物川水系河川整備基本方針の決定（平成20年1月）

成瀬ダム建設事業の検証に係る検討（平成21年11月～平成25年1月）

雄物川水系河川整備計画の策定（平成26年11月） 整備計画策定

成瀬ダム型式変更（ロックフィル→ＣＳＧ）

◆整備計画変更のポイント

雄物川水系河川整備計画の基本的な考え方

●安全で安心が持続できる雄物川の実現
河川整備基本方針で定めた目標に向け、必要な各種治水対策を総合的に展開し、地域毎の治水安全度のバラ

ンスを考慮しつつ段階的な整備を進め、洪水、内水被害、高潮、地震等様々な災害から沿川地域住民の生命と財
産を守るとともに、渇水に対する備えを充実させ、水利用の合理化、適正化に努め、良好な自然環境や生活環境の
維持・向上等、地域の社会、経済、歴史、文化の基軸となっている雄物川にふさわしい安全と安心の実現を目指し
ます。

また、地域の安全と安心が持続できるよう、流域の自然、歴史、社会特性を踏まえた効率的・効果的な河川の維
持管理に努めます。

●雄物川の豊かで多様な自然環境の保全と次世代への継承
雄物川の豊かで多様な自然環境と河川景観を守り、次の世代へと引き継ぐため、行政と地域の連携と協働のもと、

地域と関わりが深い農業や漁業等に配慮しつつ、流域一体となった河川環境の創出・復元・保全を目指します。

●雄物川を軸とした人・歴史・自然が調和した活力ある地域の創造
雄物川流域の河川空間は、大仙市の全国花火競技大会（大曲の花火）をはじめ、様々な祭事、公園や運動広場

等多くの住民に活用されています。

雄物川が基軸となって形成された歴史・文化や自然環境が調和した人と川とがふれあえる場の整備・保全に努め、
そこを拠点として地域の人々の交流や参加・連携を促すことにより、地域の活性化を目指します。

河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」「利水」「環境」が総合的に達成できるよう、 河川法第16条
に基づき、平成20年1月に策定された「雄物川水系河川整備基本方針」に沿って、当面実施する河川工事の目的・
種類・場所等の具体的事項を示す法定計画です。

雄物川水系では、河川整備基本方針に基づき、地域の個性と活力、歴史や文化が実感できる川づくりを目指すた
め、以下の3点を基本理念とし、関係機関や地域住民との情報の共有、連携の強化を図りつつ、治水、利水、環境
の調和を図りながら河川整備に関わる施策を総合的に展開します。

雄物川水系河川整備計画の第１回変更（平成29年4月）

平成29年7月洪水の発生

平成29年7月洪水を踏まえた緊急治水対策（中下流部）

雄物川水系河川整備計画の第２回変更

①平成29年7月洪水を受けた見直し
●平成29年7月洪水を受けて、 前期整備における対象洪水の見直しを行う。

⇒ 前期整備の対象を「昭和62年8月洪水」から「平成29年7月洪水」へ見直し

②山田頭首工の整備段階の見直し
●現行の雄物川水系河川整備計画において「対策検討対象固定堰」としている山田頭首工の整備段階を「改築」に見直しを行う。

⇒「対策検討対象固定堰」から「改築対象固定堰」に変更

③その他の事項による見直し
●現行の雄物川水系河川整備計画に記載している統計データ等の時点修正。

整備計画変更

整備計画変更

関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）の発生



その他の事項の見直し

◆統計データ等の時点更新

●現行の河川整備計画に記載している統計データ等に
ついて、最新データへの時点更新を行います。

山田頭首工の整備段階の見直し

●現行の雄物川水系河
川整備計画において「対
策検討対象固定堰」とし
ている山田頭首工の整
備段階を「改築対象固定
堰」に見直しを行います。

秋田県湯沢市関口
字上寺沢６４－２

国土交通省 東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

調査第一課 行

郵便はがき

０１２８７９０

平成29年7月洪水を受けた見直し

◆平成29年7月洪水を踏まえた緊急治水対策に伴い、前期整備の対象洪水を見直し
●平成29年7月の大雨により多くの浸水被害が発生し、その対策として雄物川中流部において緊急治水対
策等を行うことから、現行の雄物川水系河川整備計画において「昭和62年8月洪水」としている前期整備
の対象洪水を「平成29年7月洪水」に見直しを行います。

◆整備段階を「改築対象固定堰」に見直し

固定堰部の河積阻害により
流下能力が不足

山田頭首工

山田頭首工 改築後イメージ

可動堰化により河積阻害を解消。
流下能力が確保される。

山田頭首工の現状

特に浸水被害の大きかった雄物川中流部において重点的に堤防
整備等を実施し、雄物川の氾濫による家屋浸水被害を解消する

※前期整備とは、河川整備計画の整備期間（概ね30年間）の
前期に優先して実施する河川整備です。

キ リ ト リ 線
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３５

差出有効期限
平成30年10月
24日まで

（切手は不要です）

ご氏名
（フリガナ）

ご住所
（都道府県名と
市町村名までは
必ずご記入下さい。）

電話番号又は
電子メールアドレス

年 齢 代

※ご記入いただきました個人情報については「行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。ただし、いただいたご意見とともに
年齢、ご住所（都道府県名と市町村名のみ）を公表する場合があります。

10k



みなさまのご意見をお聴かせください。
※いただいたご意見を参考にさせていただきますので10月24日（水）までにご投函ください。

雄物川は、地域に住むみなさまの共有財産です。雄物川のこれからの川づくりに関するみなさまか
らのご意見を参考に、国土交通大臣管理区間の河川整備計画を変更いたします。
『雄物川水系河川整備計画【変更素案】』の本文は、国・県・市町村などで閲覧できます。また、
湯沢河川国道事務所等のホームページでも公開しています。

■雄物川水系河川整備計画【変更素案】閲覧場所

■ハガキでの意見受付 ■ホームページでの意見受付
みなさまからのご意見はホームページでも受付します。

詳細は湯沢河川国道事務所等のホームページで公開して
います。多くの方々からのアクセスをお待ちしております。

秋田河川国道事務所：http://www.thr.mlit.go.jp/akita/

湯沢河川国道事務所：http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/

成瀬ダム工事事務所：http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

玉川ダム管理所：http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

このバナーを
クリック

お問い合わせ先
東北地方整備局
湯沢河川国道事務所 調査第一課
〒012-0862
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL:0183-73-5544（調査第一課直通）
FAX:0183-72-2164

雄物川水系河川整備計画
【変更素案】に対する意見募集

意見募集のハガキ

雄物川水系河川整備計画（変更素案）に関する
ご意見を下枠にご記入ください。

※キリトリ線でハガキ部分を切り取り、備え付けの募集箱または
郵便ポストに平成30年10月24日（水）までに投函してください。（当日消印有効）

意見該当箇所 ご意見ごとに200文字以内で
記載してください。頁 行

今回の意見募集を
どのように

知りましたか？

ホームページ（国土交通省）・市町村広報誌
閲覧場所・その他（ ）

●ホームページURL

■今後のスケジュール

河川整備計画変更
素案作成［H30.9］

地域のみなさまからの
ご意見を参考に修正

河川整備計画変更
原案作成

・雄物川水系河川整備
学識者懇談会［H30.9.10］

意見 ・意見募集
（ﾊｶﾞｷ・FAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等）
・関係住民からの意見を

聴く場の開催

・雄物川水系河川整備
学識者懇談会［H30.11上旬］

・関係機関意見

河川整備計画の変更

日 時 開催場所（開催地域）
10/12(金)19:00～21:00 秋田市雄和市民サービスセンター（秋田市）

10/17(水)19:00～21:00 大仙市大曲交流センター（大仙市）

10/18(木)19:00～21:00 湯沢市役所（湯沢市）

■関係住民からの意見を聴く場の開催について

雄物川水系河川整備計画（変更素案）を説明し、ご意見をいただきます。
ご意見の発表には事前の申込み（〆切10月10日（水）午後5時まで）が必
要となります。応募方法等はホームページをご覧ください。また、ご意見を
発表されない方でも傍聴することは可能です。ただし、会場に入りきれない
場合は先着順とさせていただきます。
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※上記以外でも変更素案を閲覧できる場所があります。詳しくは湯沢河川国道事務所
調査第一課までお問い合わせください。

担当課 住　　所 連絡先

調査第一課 秋田市山王一丁目10-29 018-864-2288

秋田市茨島五丁目6-28 018-862-4362

調査第一課 湯沢市関口字上寺沢64-2 0183-73-5544

横手市十文字町字西上38-3 0182-42-0109

大仙市大曲金谷町25-40 0187-63-3340

仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16 0187-46-2681

大仙市飯田字大道端128 0187-63-2157

湯沢市愛宕町五丁目1-3 0183-72-1661

調査設計課 雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97-1 0182-23-8438

管理係 仙北市田沢湖玉川字下水無92 0187-49-2170

道路建設課 秋田市山王一丁目1番1号 018-888-5749

道路河川課 大仙市大曲日の出町二丁目8番4号 0187-66-4905

建設課 仙北市西木町上荒井字古堀田47 0187-43-2294

建設課 横手市旭川一丁目3番41号 0182-32-2406

建設課 湯沢市佐竹町1番1号 0183-73-2155

建設課 仙北郡美郷町土崎字上野乙170番7 0187-84-4910

建設課 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 0183-62-2111

建設課 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 0182-47-3408

秋田市役所

名　　称

秋田河川国道事務所

茨島出張所

湯沢河川国道事務所

十文字出張所

大曲出張所

秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

大曲国道維持出張所

湯沢国道維持出張所

成瀬ダム工事事務所

玉川ダム管理所

東成瀬村役場

大仙市役所

仙北市役所

横手市役所

湯沢市役所

美郷町役場

羽後町役場


