
都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

横須賀土木事務所河川砂防課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

田越川水系田越川（２級河川）

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(046)853-8800(代表)

田越川水系田越川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する田越川水系田越川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県逗子市新宿一丁目他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 3,000m3
第一種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

3,000m3



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

横須賀土木事務所河川砂防課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

平作川水系平作川（２級河川）

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(046)853-8800(代表)

平作川水系平作川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する平作川水系平作川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県横須賀市久比里二丁目他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 500m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

500m3



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(0465)83-5111(代表)

酒匂川水系酒匂川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する酒匂川水系酒匂川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県開成町古田島他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 2,000m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

2,000m3

県西土木事務所河川砂防第一課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

酒匂川水系酒匂川（２級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(0465)83-5111(代表)

酒匂川水系狩川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する酒匂川水系狩川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県南足柄市飯沢他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 5,000m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

5,000m3

県西土木事務所河川砂防第一課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

酒匂川水系狩川（２級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(0465)83-5111(代表)

酒匂川水系川音川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する酒匂川水系川音川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県松田町松田惣領他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 7,000m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

7,000m3

県西土木事務所河川砂防第一課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

酒匂川水系川音川（２級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(045)411-2500(代表)

帷子川水系帷子川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する帷子川水系帷子川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県横浜市旭区白根一丁目他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 1,000m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

1,000m3

横浜川崎治水事務所河川第一課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

帷子川水系帷子川（２級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(045)411-2500(代表)

大岡川水系大岡川分水路緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する大岡川水系大岡川分水路の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：横浜市港南区笹下五丁目他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 800m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

800m3

横浜川崎治水事務所河川第二課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

大岡川水系大岡川分水路（２級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(044)932-7211(代表)

鶴見川水系鶴見川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する鶴見川水系鶴見川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：神奈川県川崎市麻生区岡上

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 449m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

449m3

横浜川崎治水事務所川崎治水センター工務課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

鶴見川水系鶴見川（１級河川）



都道府県名

河　川　名

担当課室名

連 絡 先

事業名

事業の内容
（浚渫箇所（所在地））

実施予定期間 土質区分

計

その他
※事業実施にあたり、環境、掘削土
砂等の利活用などの方針等につい

て、可能な範囲で記載

※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり、今後変更となる可能性あり。
※発生土砂について、公共事業間に優先して使用。

(044)932-7211(代表)

鶴見川水系矢上川緊急浚渫推進事業

神奈川県が管理する鶴見川水系矢上川の堆積土砂掘削を行うもの。
浚渫予定箇所：横浜市港北区日吉三丁目、川崎市中原区木月四丁目他

令和３年度

予定事業量
（各年度の浚渫土砂量）

(単位：m3)

※樹木伐採のみの計上が必要となる
場合は、（m2）書きで記載

令和３年度 420m3
第三種建設発生土

※目視による見込みであり、
実際と異なり得る場合有。

420m3

横浜川崎治水事務所川崎治水センター工務課

令和３年度　浚渫発生土砂情報

神奈川県

鶴見川水系矢上川（１級河川）


