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平成２９年度補正予算　河川事業（直轄・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

信濃川 千曲川 一般河川改修事業 100　 生坂村
いくさかむら

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 320　 飯田市
い い だ し

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 118　 上田市
うえだし

～飯山市
いいやまし

、野沢温泉村
のざわおんせんむら

天竜川 天竜川上流 河川維持修繕事業 25　 伊那市
いなし

～高森町
たかもりちょう

（※）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。



長野県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業
（単位：千円）

事業費は共同費である。

堰堤維持事業 天竜川小渋ダム 20,000

備　　　　　考事業費種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名



整備局名： 関東地方整備局
水系等名： 富士川水系
事務所名： 富士川砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく すわぐん ふじみまち おちあい さぼうえんていこう

砂防 富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 諏訪郡 富士見町 落合 砂防堰堤工 55
砂防
合計 １箇所 55

合計 １箇所 55

都道府県名：長野県（１／５）
（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： 信濃川上流水系
事務所名： 松本砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かしまがわりゅういきさぼうせつびかいちく おおまちし たいらかしまいり りゅうぼくたいさくこう

砂防 信濃川上流 高瀬川 鹿島川 鹿島川流域砂防設備改築 大町市 平鹿島入 流木対策工 149
砂防
合計 １箇所 149

しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ ゆかわりゅういきさぼうせつびほきょう まつもとし あづみさわんど さぼうえんていこう

火山砂防 信濃川上流 梓川 湯川 湯川流域砂防設備補強 松本市 安曇沢渡 砂防堰堤工 90
火山砂防
合計 １箇所 90

合計 ２箇所 239

都道府県名：長野県（２／５）
（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： 姫川水系
事務所名： 松本砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ まつかわ さるくらさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら ほくじょう さぼうえんていこう

砂防 姫川 姫川 松川 猿倉砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 90
ひめかわ ひめかわ まつかわ ひめかわさぼうせつびほきょう きたあづみぐん はくばむら ほくじょう さぼうえんていこう

姫川 姫川 松川 姫川砂防設備補強 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 160
砂防
合計 ２箇所 250

合計 ２箇所 250

都道府県名：長野県（３／５）
（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： 中部地方整備局
水系等名： 天竜川水系
事務所名： 天竜川上流河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ しんぐうがわ おおそくらがわ あしほらさわさぼうえんてい こまがねし なかざわ さぼうえんていこう

砂防 天竜川 新宮川 大曽倉川 芦洞沢砂防堰堤 駒ヶ根市 中沢 砂防堰堤工 90
てんりゅうがわ みぶがわ みぶがわ やごうさわさぼうえんてい いなし はせくろごうち さぼうえんていこう

天竜川 三峰川 三峰川 屋合沢砂防堰堤 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 240
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわ いちながさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ さぼうえんていこう

天竜川 三峰川 藤沢 一長沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤沢 砂防堰堤工 90
てんりゅうがわ こしぶがわ しおかわ しおかわだい２さぼうえんてい しもいなぐん おおしかむら かしお さぼうえんていこう

天竜川 小渋川 塩川 塩川第２砂防堰堤 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 砂防堰堤工 130
てんりゅうがわ こしぶがわ たきさわ たきさわだい２さぼうえんてい しもいなぐん おおしかむら おおがわら さぼうえんていこう

天竜川 小渋川 滝沢 滝沢第２砂防堰堤 下伊那郡 大鹿村 大河原 砂防堰堤工 155
てんりゅうがわ なかたぎりがわ なかたぎりがわさぼうえんていかいちく こまがねし あかほ さぼうえんていこう

天竜川 中田切川 中田切川砂防堰堤改築 駒ヶ根市 赤穂 砂防堰堤工 100
てんりゅうがわ なかたぎりがわ なかたぎりさぼうりん かみいなぐん いいじままち たぎり りゅうぼくたいさくこう

天竜川 中田切川 中田切砂防林 上伊那郡 飯島町 田切 流木対策工 20
てんりゅうがわ とおやまがわ おおよけさわ おおよけさわさぼうえんてい しもいなぐん てんりゅうむら ひらおか さぼうえんていこう

天竜川 遠山川 尾尾余ヶ沢 尾尾余ヶ沢砂防堰堤 下伊那郡 天龍村 平岡 砂防堰堤工 90
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ こおろしだい３さぼうえんてい いいだし みなみしなの さぼうえんていこう

天竜川 遠山川 小嵐川 小嵐第３砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 90
てんりゅうがわ かたぎりまつかわ かたぎりまつかわ かたぎりまつかわとこがためこうぐん しもいなぐん まつかわまち かみかたぎり とこがためこう

天竜川 片桐松川 片桐松川 片桐松川床固工群 下伊那郡 松川町 上片桐 床固工 180
砂防
合計 １０箇所 1,185

合計 １０箇所 1,185

都道府県名：長野県（４／５）
（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： 中部地方整備局
水系等名： 木曾川水系
事務所名： 多治見砂防国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ きそがわ さくらぼら さくらぼらさぼうえんてい きそぐん なぎそまち うえのはら さぼうえんていこう

砂防 木曾川 木曾川 桜洞 桜洞砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 上の原 砂防堰堤工 70
きそがわ きそがわ しもざいさぼうえんていこうぐん きそぐん おおくわむら しもざいごう さぼうえんていこう

木曾川 木曾川 下在砂防堰堤工群 木曽郡 大桑村 下在郷 砂防堰堤工 100
きそがわ きそがわ ほそくぼさわ ほそくぼさわさぼうえんてい きそぐん おおくわむら ながの さぼうえんていこう

木曾川 木曾川 細久保沢 細久保沢砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 70
砂防
合計 ３箇所 240

合計 ３箇所 240

都道府県名：長野県（５／５）
（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・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

信濃川 千曲川 一般河川改修事業 130　 上田
う え だ

市
し

、飯山
いいやま

市
し

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 140　 飯田市
い い だ し

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 20　 上田市
ウエダシ

～飯山市
イイヤマシ

、野沢温泉村
ノザワオンセンムラ

（※）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。



長野県

　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。

河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 220,000

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： 信濃川上流水系
事務所名： 松本砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう あずさがわ かすみざわ かすみざわだい２ごうさぼうえんてい まつもとし あづみさわんど さぼうえんていこう

砂防 信濃川上流 梓川 霞沢 霞沢第２号砂防堰堤 松本市 安曇沢渡 砂防堰堤工 120
砂防
合計 １箇所 120

しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ あずさがわさぼうせつびほきょう まつもとし あづみしらほね さぼうえんていこう

火山砂防 信濃川上流 梓川 湯川 梓川砂防設備補強 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 80
火山砂防
合計 １箇所 80

合計 ２箇所 200

都道府県名：長野県（１／３）
（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



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 姫川水系
事務所名： 松本砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ ひらかわ ひめかわさぼうせつびほきょう きたあづみぐん はくばむら ほくじょう さぼうえんていこう

砂防 姫川 姫川 平川 姫川砂防設備補強 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 80
砂防
合計 １箇所 80

合計 １箇所 80

都道府県名：長野県（２／３）
（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



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 木曾川水系
事務所名： 多治見砂防国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ いながわ こすもがわ こすもがわだい３さぼうえんてい きそぐん おおくわむら すはら さぼうえんていこう

砂防 木曾川 伊奈川 越百川 越百川第３砂防堰堤 木曽郡 大桑村 須原 砂防堰堤工 300
砂防
合計 １箇所 300

合計 １箇所 300

都道府県名：長野県（３／３）
（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


