
静 岡 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・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 382　 沼津市
ぬまづし

、清水町
しみずちょう

、三島市
みしまし

、伊豆
いず

の国市
くにし

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 303　 静岡市
しずおかし

大井川 大井川 一般河川改修事業 89　 島田市
しまだし

、吉田町
よしだちょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 100　 掛川市
かけがわし

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 100　 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 273　 富士宮市
ふじのみやし

～河口
かこう

狩野川 狩野川 河川維持修繕事業 664　 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 318　 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 137　 島田市
しまだし

～河口
かこう

菊川 菊川 河川維持修繕事業 156　 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 400　 浜松市
はままつし

～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。



静岡県

　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 大井川長島ダム 50

事業費 備　　　　　考種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名



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 あべかわ あべかわ にゅうじまちくとこがためこう しずおかし あおいく にゅうじま とこがためこう

砂防 安倍川 安倍川 安倍川 入島地区床固工 静岡市 葵区 入島 床固工 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： 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 おおみがわ かむれやま かむれやまさぼうえんてい いずし かどの さぼうえんていこう

火山砂防 狩野川 大見川 鹿群山 鹿群山砂防堰堤 伊豆市 加殿 砂防堰堤工 185
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

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 145
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 140
火山砂防
合計 ３箇所 470

合計 ３箇所 470

都道府県名：静岡県（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： 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 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 さぼうえんていこう

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 106
ふじさん かざまつりがわ かざまつりがわ かざまつりちんさち ふじのみやし やまみや ちんさちこう

富士山 風祭川 風祭川 風祭沈砂地 富士宮市 山宮 沈砂地工 65
ふじさん かざまつりがわ はるさわ はる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

富士山 風祭川 春沢 春沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 117
ふじさん かざまつりがわ くらほねさわだいいちしけい くらほねさわだいいちしけいゆうさちこう ふじのみやし きたやま ゆうさちこう

富士山 風祭川 鞍骨沢第１支渓 鞍骨沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 北山 遊砂地工 63
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 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 169
ふじさん ゆみさわがわ ゆみさわがわ ゆみさわちんさち ふじのみやし やまみや ちんさちこう

富士山 弓沢川 弓沢川 弓沢沈砂地 富士宮市 山宮 沈砂地工 65
ふじさん ぽんぷがわ 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 さぼうえんていこう

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 砂防堰堤工 160
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 げんさいたいさくこう

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 74
火山砂防
合計 ８箇所 819

合計 ８箇所 819

都道府県名：静岡県（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



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 170

１箇所

１箇所 170

地すべり対策事業

合計

地すべり対策事業　計

平成30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 沼津市
ぬ ま づ し

、富士市
ふ じ し

210

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

662

静岡県　計 872

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）


