
静 岡 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 590　 清水町
しみずちょう

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 320　 静岡市
しずおかし

大井川 大井川 一般河川改修事業 400　 島田市
し ま だ し

、焼津市
や い づ し

菊川 菊川 一般河川改修事業 670　 菊川市
き く が わ し

、掛川市
かけがわし

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 520　 浜松市
はままつし

富士川 富士川 河川維持修繕事業 985　 韮崎市
に ら さ き し

、山梨市
やまなしし

～河口
か こ う

狩野川 狩野川 河川維持修繕事業 998　 伊豆市
い ず し

～河口
か こ う

安倍川 安倍川 河川維持修繕事業 200　 静岡市
しずおかし

～河口
か こ う

大井川 大井川 河川維持修繕事業 31　 島田市
し ま だ し

～河口
か こ う

菊川 菊川 河川維持修繕事業 300　 菊川市
き く が わ し

～河口
か こ う

天竜川 天竜川下流 河川維持修繕事業 295　 浜松市
はままつし

、豊根村
とよねむら

～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。



静岡県

　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 大井川長島ダム 70

事業費 備　　　　　考種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（静岡県　１／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ うらのさわ うらのさわさぼうえんてい しずおかし あおいく うめがしま

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 ウラの沢 ウラの沢砂防堰堤 静岡市 葵区 梅ヶ島 砂防堰堤工 100
あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 65
あべかわ あべかわ あべかわ あべかわかんないさぼうしせつかいちく しずおかし あおいく うめがしま

安倍川 安倍川 安倍川 安倍川管内砂防施設改築 静岡市 葵区 梅ヶ島 床固工 340

合計 ３箇所 505

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）（静岡県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ いりぼらがわ いちやまちくさぼうえんていこうぐん いずし いちやま

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川 入洞川 市山地区砂防堰堤工群 伊豆市 市山 砂防堰堤工 30
かのがわ おおみがわ おくのさわ かみしらいわさぼうえんていぐん いずし かみしらいわ

狩野川 大見川 奥の沢 上白岩砂防堰堤群 伊豆市 上白岩 砂防堰堤工 30
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 33
かのがわ かのがわ かのがわかんないさぼうしせつかいちく いずし

狩野川 狩野川 狩野川管内砂防施設改築 伊豆市 砂防堰堤工 210

合計 ４箇所 303

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）（静岡県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士砂防 火山砂防 富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 170
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 170
ふじさん あしどりがわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 220
ふじさん うるいがわ おおさわがわ おおさわがわゆうさち ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 大沢川遊砂地 富士宮市 上井出 遊砂地工 468
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 70
ふじさん ふじさんなんろくさぼうしせつかいちく ふじし、ふじのみやし

富士山 富士山南麓砂防施設改築 富士市、富士宮市 減災対策工 425

合計 ６箇所 1,523

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　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ しんそこう

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 深礎工 60

１箇所 60合計

所在地



中部地方整備局（静岡県） （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 富士海岸 富士市
ふ じ し

、静岡市
し ず お か し

1,254

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

232

静岡県　計 1,486

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）



令和元年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 100　 伊豆
い ず

の国市
く に し

大井川 大井川 一般河川改修事業 200　 島田市
し ま だ し

（※）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。



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（静岡県　１／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ あべかわ びわみずさわ びわみずさわさぼうえんてい しずおかし あおいく ひらの

静岡河川 砂防 安倍川 安倍川 ビワミズ沢 ビワミズ沢砂防堰堤 静岡市 葵区 平野 砂防堰堤工 100

合計 １箇所 100

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）（静岡県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ かきぎがわ かきぎだいいちさぼうえんていかいちく いずし おおだいらかきぎ

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川 柿木川 柿木第１砂防堰堤改築 伊豆市 大平柿木 砂防堰堤工 60

合計 １箇所 60

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）（静岡県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん ゆみさわがわ たてぼりさわ たてぼりさわゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士砂防 火山砂防 富士山 弓沢川 立堀沢 立堀沢遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 300

合計 １箇所 300

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


