
新 潟 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 275　 新潟
にいがた

市
し

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 550　 加茂市
か も し

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 880　 長岡市
ながお かし

、南魚沼市
みなみうおぬまし

姫川 姫川 一般河川改修事業 90　 糸魚川市
い と い が わ し

荒川 荒川 河川維持修繕事業 582　 関川村
せきかわむら

～河口
か こ う

阿賀野川 阿賀野川 河川維持修繕事業 530　 阿賀野市
あ が の し

～河口
か こ う

信濃川 信濃川下流 河川維持修繕事業 1,394　 燕市
つばめし

、長岡市
ながお かし

～河口
か こ う

信濃川 信濃川 河川維持修繕事業 1,149　 十日町市
と お か ま ち し

～長岡市
ながお かし

関川 関川 河川維持修繕事業 663　 上越市
じ ょうえつし

～河口
か こ う

姫川 姫川 河川維持修繕事業 163　 糸魚川市
い と い が わ し

～河口
か こ う

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



新潟県

　令和元年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 荒川大石ダム 30

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県 １／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ こうだながわ こうだながわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし ながさき

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 砂防堰堤工 530
しなのがわかりゅう うおのがわ さぐりがわ さぐりがわちゅうりゅういきどしゃさいがいたいさく みなみうおぬまし おがわ、つちさわ、ひるくぼ、あぜち

信濃川下流 魚野川 三国川 三国川中流域土砂災害対策 南魚沼市 小川、土沢、蛭窪、畦地 砂防堰堤工 85
しなのがわかりゅう うおのがわ いもがわ いもがわりゅういきさぼうせつびかいちく うおぬまし りゅうこう

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 魚沼市 竜光 遊砂地 80
しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわかりゅうとこがためこうぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 魚野川下流床固工群 南魚沼郡 湯沢町 土樽 床固工 105
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわとこがためこうぐん みなみうおぬまし たきや、ながさき

信濃川下流 魚野川 登川 登川床固工群 南魚沼市 滝谷、長崎 床固工 590
砂防

合計 ５箇所 1,390
しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいがわけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みくに

火山砂防 信濃川下流 清津川 浅貝川 浅貝川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三国 渓流保全工 125
しなのがわかりゅう きよつがわ みつまたけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 三俣渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三俣 渓流保全工 85
しなのがわかりゅう きよつがわ かまがわ かまがわじょうりゅうだいさんごうさぼうえんてい なかうおぬまぐん つなんまち おおば

信濃川下流 清津川 釜川 釜川上流第３号砂防堰堤 中魚沼郡 津南町 大場 砂防堰堤工 80
火山砂防

合計 ３箇所 290

合計 ８箇所 1,680

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県 ２／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 糸魚川市 大所 床固工 210
ひめかわ ひめかわ こたきがわ たなかがわさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 姫川 小滝川 田中川砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 70

合計 ２箇所 280

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県 ３／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ あらかわ あらかわかりゅうどしゃりゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく いわふねぐん せきかわむら しもつちざわ

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡 関川村 下土沢 砂防堰堤工 140

合計 １箇所 140

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県４／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あがのがわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 水上沢 水上沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 101

合計 １箇所 101

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 しなのがわ なかざとだいもんがわ とおかまちし たざわほんそん さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 中里大門川 十日町市 田沢本村 砂防堰堤工 30

１箇所 30

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 いがしま ひがしかんばらぐん あがまち いがしま ちょうさ　せっけい

砂防等事業 五十島 東蒲原郡 阿賀町 五十島 調査・設計 15
むしの うおぬまし むしの よこ　　　　　　　　　　　こう

虫野 魚沼市 虫野 横ボーリング工 15
たやのうえ じょうえつし なだちく なだちこどまり ちょうさ　せっけい

他屋ノ上 上越市 名立区 名立小泊 調査・設計 4
とすがだいら じょうえつし なだちく なだちおおまち ちょうさ　せっけい

十管平 上越市 名立区 名立大町 調査・設計 3

４箇所 37

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　2/2）

合計

事業区分 水系名 箇所名 所在地



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟市
に いが た し

200

新潟県　計 200

令和元年度第１次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（新潟県 １／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわさぼうえんていぐん みなみうおぬまぐん､みなみうおぬまし､ながおかし ゆざわまち

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川砂防堰堤群 南魚沼郡､南魚沼市､長岡市 湯沢町 砂防堰堤工 200

砂防

合計 １箇所 200

しなのがわかりゅう きよつがわ きよつがわさぼうえんていぐん うおぬまし､みなみうおぬぐん､なかうおぬまぐん ゆざわまち､つなんまち

火山砂防 信濃川下流 清津川 清津川砂防堰堤群 魚沼市､南魚沼郡､中魚沼郡 湯沢町､津南町 砂防堰堤工 80

火山砂防

合計 １箇所 80

合計 ２箇所 280

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（新潟県 ２／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ おおどころがわさぼうえんていぐん いといがわし

松本砂防 砂防 姫川 姫川 大所川砂防堰堤群 糸魚川市 砂防堰堤工 50

合計 １箇所 50

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（新潟県 ３／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ、かじかわ あらかわかりゅう・かじがわさぼうえんていぐん しばたし、いわふねぐん せきかわむら

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川、加治川 荒川下流・加治川砂防堰堤群 新発田市、岩船郡 関川村 砂防堰堤工 41

合計 １箇所 41

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（新潟県 ４／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あがのがわ まとりがわさぼうえんていぐん ひがしかんばらぐん あがまち

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 馬取川砂防堰堤群 東蒲原郡 阿賀町 砂防堰堤工 17

合計 １箇所 17

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟市
に いが た し

300

新潟県　計 300

令和元年度　第１次補正予算（ゼロ国債）
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


