
新 潟 県

水管理・国土保全局



平成３０年度第２次補正予算　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

荒川 荒川 一般河川改修事業 70　 村上市
む ら か み し

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 375　 新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あがのし

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 542　 新潟市
にいがたし

、三条市
さんじょうし

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 527　 燕市
つばめし

、小千谷市
おぢやし

関川 関川 一般河川改修事業 66　 上越市
じょうえつし

姫川 姫川 一般河川改修事業 70　 糸魚川市
いといがわし

荒川 荒川 河川維持修繕事業 214　 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 332　 阿賀野市
あがのし

、五泉市
ごせんし

～河口
かこう

信濃川 信濃川下流 河川維持修繕事業 489　 長岡市
ながおかし

、燕市
つばめし

～河口
かこう

信濃川 信濃川 河川維持修繕事業 755　 十日町市
とおかまちし

、南魚沼市
みなみうおぬまし

～長岡市
ながおかし

関川 関川 河川維持修繕事業 240　 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 85　 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

　平成３０年度第２次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 42

信濃川三国川ダム 34

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： 信濃川下流水系
事務所名： 湯沢砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ まつかわいりかわ まつかわいりか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 つちだる けいりゅうほぜんこう

砂防 信濃川下流 魚野川 松川入川 松川入川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 土樽 渓流保全工 111
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 とこがためこう

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 172
しなのがわかりゅう うおのがわ ひのきくらさわ ひのきくらさわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし しみず さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 檜倉沢 檜倉沢砂防堰堤群 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 91
しなのがわかりゅう うおのがわ まるのさわ まるのさわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし しみず さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 丸ノ沢 丸ノ沢砂防堰堤群 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 122
しなのがわかりゅう うおのがわ みずなしがわ みずなしがわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし あらやま さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 水無川 水無川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 荒山 砂防堰堤工 111
しなのがわかりゅう うおのがわ あしざわ なんぺいあしざわさぼうえんてい ながおかし やまこしなんぺい さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 アシ沢 南平アシ沢砂防堰堤 長岡市 山古志南平 砂防堰堤工 91
しなのがわかりゅう うおのがわ ひやこざわがわ ひやこざわだい３ごうさぼうえんてい ながおかし やまこしひがしたけざわ さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 冷子沢川 冷子沢第３号砂防堰堤 長岡市 山古志東竹沢 砂防堰堤工 91
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし しみず さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 登川 登川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 107
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 さぼうえんていこう

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 151
砂防
合計 ９箇所 1,047

しなのがわかりゅう うおのがわ いちのさわ いちのさわさぼうえんていぐん うおぬまし おおしらかわ さぼうえんていこう

火山砂防 信濃川下流 魚野川 市ノ沢 市ノ沢砂防堰堤群 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 128
しなのがわかりゅう うおのがわ あかさかさわ あかさかさわさぼうえんてい うおぬまし おおしらかわ さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 赤坂沢 赤坂沢砂防堰堤 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 116
しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいだい１ごうさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち みくに さぼうえんていこう

信濃川下流 清津川 浅貝川 浅貝第１号砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 三国 砂防堰堤工 107
しなのがわかりゅう なかつがわ いしぐろがわ いしぐろがわさぼうえんていぐん なかうおぬまぐん つなんまち あしがさき さぼうえんていこう

信濃川下流 中津川 石黒川 石黒川砂防堰堤群 中魚沼郡 津南町 芦ヶ崎 砂防堰堤工 111
火山砂防
合計 ４箇所 462

合計 １３箇所 1,509

都道府県名：新潟県（１／３）
（施行地）

平成30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： 飯豊山系
事務所名： 飯豊山系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい かじかわ しもなかやまさわ しもなかやまさぼうえんていぐん しばたし しもなかやま さぼうえんていこう

砂防 飯豊山系 加治川 下中山沢 下中山砂防堰堤群 新発田市 下中山 砂防堰堤工 100
いいでさんけい あらかわ ふじさわがわ ふじさわがわだい３ごうさぼうえんてい いわふねぐん せきかわむら なかまるけ さぼうえんていこう

飯豊山系 荒川 藤沢川 藤沢川第３号砂防堰堤 岩船郡 関川村 中束 砂防堰堤工 100
いいでさんけい あらかわ あらかわかりゅうさぼうしせつかいちく いわふねぐん せきかわむら おわだ さんぷくこう

飯豊山系 荒川 荒川下流砂防施設改築 岩船郡 関川村 小和田 山腹工 90
いいでさんけい かじかわ かじかわさぼうしせつかいちく しばたし かみあかだに さぼうえんていこう

飯豊山系 加治川 加治川砂防施設改築 新発田市 上赤谷 砂防堰堤工 75
砂防
合計 ４箇所 365

合計 ４箇所 365

都道府県名：新潟県（２／３）
（施行地）

平成30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： 飯豊山系
事務所名： 阿賀野川河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あがのがわ まとりさわ まとりちくさぼうえんていぐん ひがしかんばらぐん あがまち まとり さぼうえんていこう

砂防 飯豊山系 阿賀野川 馬取沢 馬取地区砂防堰堤群 東蒲原郡 阿賀町 馬取 砂防堰堤工 75
砂防
合計 １箇所 75

合計 １箇所 75

都道府県名：新潟県（３／３）
（施行地）

平成30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



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
にいがた

市
し

240

新潟県　計 240

平成３０年度　第２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３０年度第２次補正予算（ゼロ国債）　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

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 500　 長岡市
ながおかし

（※）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。



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 信濃川下流水系
事務所名： 湯沢砂防事務所 （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 さぼうえんていこう

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 80
しなのがわかりゅう うおのがわ あいかわがわ げんたやまがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま けいりゅうほぜんこう

信濃川下流 魚野川 相川川 源太山川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 渓流保全工 80
しなのがわかりゅう うおのがわ ひのまたたに ひのまたたにさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる さぼうえんていこう

信濃川下流 魚野川 檜ノ又谷 檜ノ又谷砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 80
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 ひるくぼ けいりゅうほぜんこう

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 蛭窪 渓流保全工 100
砂防
合計 ４箇所 340

合計 ４箇所 340

都道府県名：新潟県（１／１）
（施行地）

平成30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



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
にいがた

市
し

354

新潟県　計 354

平成３０年度　第２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）


