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平成２９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 170　 清水町
しみずち ょ う

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 70　 静岡市
し ず お か し

大井川 大井川 一般河川改修事業 70　 島田市
し ま だ し

菊川 菊川 一般河川改修事業 70　 掛川市
か け が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 80　 浜松市
は ま ま つ し

、磐田市
い わ た し

富士川 富士川 河川維持修繕事業 7　 富士市
ふじし

狩野川 狩野川 河川維持修繕事業 110　 伊豆
いず

の国市
くにし

～河口
かこう

安倍川 安倍川 河川維持修繕事業 70　 静岡市
しずおかし

～河口
かこう

菊川 菊川 河川維持修繕事業 40　 掛川市
かけがわし

（※）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。



静岡県

　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 大井川長島ダム 70,000

備　　　　　考種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 安倍川水系
事務所名： 静岡河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ さんごうがわ さんごうがわ さんごうがわだい１さぼうえんていかいちく しずおかし あおいく にゅうじま さぼうえんていこう

砂防 安倍川 三郷川 三郷川 三郷川第１砂防堰堤改築 静岡市 葵区 入島 砂防堰堤工 200
砂防
合計 １箇所 200

合計 １箇所 200

都道府県名：静岡県（１／３）
（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： 狩野川水系
事務所名： 沼津河川国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ かずさわがわ かずさわさぼうえんていかいちく いずし かみふなばら さぼうえんていこう

火山砂防 狩野川 狩野川 数沢川 数沢砂防堰堤改築 伊豆市 上船原 砂防堰堤工 95
かのがわ おおみがわ じごくさわ じごくだい１さぼうえんていかいちく いずし いかだば さぼうえんていこう

狩野川 大見川 地谷沢 地谷第1砂防堰堤改築 伊豆市 筏場 砂防堰堤工 95
火山砂防
合計 ２箇所 190

合計 ２箇所 190

都道府県名：静岡県（２／３）
（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： 富士山
事務所名： 富士砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん あしどりがわ たけさわ たけさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま さぼうえんていこう

火山砂防 富士山 足取川 竹沢 竹沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 220
ふじさん いのくぼかわ くりのきさわ くりのきさわえんていこうぐんかいちく ふじのみやし ひとあな さぼうえんていこう

富士山 猪の窪川 栗ノ木沢 栗ノ木沢堰堤工群改築 富士宮市 人穴 砂防堰堤工 210
ふじさん うるいがわ おおさわかわ おおさわがわゆうさち ふじのみやし かみいで ゆうさちこう

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 170
ふじさん ぬまかわ すどがわ すどがわさぼうえんていこうぐんかいちく ふじし なかざと さぼうえんていこう

富士山 沼川 須津川 須津川砂防堰堤工群改築 富士市 中里 砂防堰堤工 50
火山砂防
合計 ４箇所 650

合計 ４箇所 650

都道府県名：静岡県（３／３）
（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



都道府県名：静岡県（１/１）

整備局：中部地方整備局

事務所名：富士砂防事務所 （単位：百万円）

事業区分 地区名 工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ

由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 地すべり対策工 210

１箇所

１箇所 210

地すべり対策

合計

地すべり対策計

平成29年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）

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 静岡市
し ず お か し

272.0

静岡県　計 272.0

平成２９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）



平成２９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

富士川 富士川 一般河川改修事業 126　 富士市
ふじし

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 60　 長泉町
ながいずみちょう

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 110　 静岡市
し ず お か し

大井川 大井川 一般河川改修事業 330　 島田市
し ま だ し

、焼津市
や い づ し

、吉田町
よ し だ ち ょ う

菊川 菊川 一般河川改修事業 30　 掛川市
か け が わ し

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 80　 浜松市
は ま ま つ し

、磐田市
い わ た し

狩野川 総合水系環境整備事業 10　 駿東郡
すんとうぐん

清水町
しみずちょう



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 狩野川水系
事務所名： 沼津河川国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ いりほらざわ いちやまちくさぼうえんていこうぐん いずし いちやま さぼうえんていこう

火山砂防 狩野川 狩野川 入洞沢 市山地区砂防堰堤工群 伊豆市 市山 砂防堰堤工 200
火山砂防
合計 １箇所 200

合計 1箇所 200

都道府県名：静岡県（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


