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平成２９年度補正予算　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 65　 黒部市
く ろ べ し

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 85　 富山市
と や ま し

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 225　 小矢部
お や べ

市
し

、高岡市
たかおかし

黒部川 黒部川 河川維持修繕事業 60　 黒部市
くろべし

～河口
かこう

常願寺川 常願寺川 河川維持修繕事業 7　 富山市
とやまし

、立山町
たてやままち

～河口
かこう

神通川 神通川 河川維持修繕事業 45　 富山市
とやまし

～河口
かこう

庄川 庄川 河川維持修繕事業 23　 砺波市
となみし

～河口
かこう

小矢部川 小矢部川 河川維持修繕事業 26　 小矢部市
おやべし

、南砺市
なんとし

～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。



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 常願寺川水系
事務所名： 立山砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいがわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 132
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まかわ まかわだい３ごうさぼうえんてい とやまし ありみね さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 真川 真川第３号砂防堰堤 富山市 有峰 砂防堰堤工 170
じょうがんじがわ じょうかんじがわ くわたにじょうりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいがわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 桑谷上流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 181
じょうがんじがわ じょうがんじがわ なかごやさぼうえんてい とやまし、なかにいがわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 中小屋砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 192
火山砂防
合計 ４箇所 675

合計 ４箇所 675

都道府県名：富山県（１／２）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 黒部川水系
事務所名： 黒部河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

くろべがわ くろべがわ こくろべだに こくろべだにだい２ごうさぼうえんてい くろべし うなづきまちくろべ さぼうえんていこう

砂防 黒部川 黒部川 小黒部谷 小黒部谷第２号砂防堰堤 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 157
砂防
合計 １箇所 157

合計 １箇所 157

都道府県名：富山県（２／２）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



平成２９年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 45　 黒部市
く ろ べ し

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 65　 立山町
たてやままち

神通川 神通川 一般河川改修事業 160　 富山市
と や ま し

庄川 庄川 一般河川改修事業 486　 高岡市
たかおかし

、砺波市
と な み し

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 85　 高岡市
たかおかし

黒部川 総合水系環境整備事業 50　 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

（※）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。



富山県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：千円）

事業費は共同費である。

多目的ダム建設事業 庄川利賀ダム 45,000

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 常願寺川水系
事務所名： 立山砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ うさぎだにさぼうえんていぐん２き とやまし ありみね さぼうえんていこう

火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期） 富山市 有峰 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ たきだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 滝谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ しんゆさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 新湯砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにかりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷下流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねかりゅうさがんさんぷくこう とやまし ありみね さんぷくこう

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰下流左岸山腹工 富山市 有峰 山腹工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねちくけいがんたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰地区渓岸対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 169
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 真川 真川上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきさぼうえんていほきょうたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域砂防堰堤補強対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 159
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきしゃめんたいさく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ しゃめんたいさくこう

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域斜面対策 中新川郡 立山町 芦峅寺 斜面対策工 349
火山砂防
合計 １１箇所 1,949

合計 １１箇所 1,949

都道府県名：富山県（１／１）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考


