
新 潟 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　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 260　 村上市
むらかみし

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 1,427　 新潟
にいがた

市
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 5,265　 新潟市
にいがたし

、三条市
さんじょうし

、燕市
つばめし

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 9,672　 長岡市
ながおかし

、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 459　 上越市
じょうえつし

姫川 姫川 一般河川改修事業 201　 糸魚川市
いといがわし

信濃川 信濃川下流 河川工作物関連応急対策事業 90　 新潟市
にいがたし

信濃川 信濃川 河川工作物関連応急対策事業 63　 魚沼市
うおぬまし

、長岡市
ながおかし

荒川 総合水系環境整備事業 50　 関川
せきかわ

村
むら

阿賀野川 総合水系環境整備事業 201　
≪福島県
ふくしまけん

≫会津坂下町
あいづばんげまち

、湯川村
ゆがわむら

≪新潟県
にいがたけん

≫阿賀野市
あがのし

信濃川 総合水系環境整備事業 146　
≪新潟県
にいがたけん

≫新潟市
にいがたし

≪長野県
ながのけん

≫坂城町
さかきまち

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・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 西又川 河川災害復旧等関連緊急事業 160　 魚沼
うおぬま

市
し

信濃川 中ノ口川 大規模特定河川事業 150　 新潟市
にいがたし

阿賀野川 新井郷川（福島潟） 大規模特定河川事業 2,142　 新潟市
にいがたし

、新発田市
し ば た し



新潟県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額
（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、
下段は公共費である。

( 4,075)
河川整備事業費 4,072 

　河川総合開発事業費補助
( 651)

　　建 設 工 事 648 
( 435)

胎内川総合開発 433 胎内川ダム再開発
( 216)

儀明川ダム 215 

　治水ダム建設事業費補助
( 3,424)

　　建 設 工 事 3,424 
( 3,424)

鵜川ダム 3,424 

( 0)
離島振興事業費 0 

　河川総合開発事業費補助
( 0)

　　建 設 工 事 0 
( 0)

新保川ダム再開発 0 生活貯水池　※１

(注)　備考欄の※１の事業については、当面の間、事業進捗が見込めない事業等であり、補助事業としての予算計上を見送るものである。

事項 備　　　　考ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県 １／５）
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 うおのがわかりゅうとこがためこうぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川下流床固工群 南魚沼郡 湯沢町 土樽 床固工 670
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

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 106
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

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 271
しなのがわかりゅう うおのがわ だいげんたがわ だいげんたがわだい１ごうさぼうえんていかいちく みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 大源太川 大源太川第１号砂防堰堤改築 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 233
しなのがわかりゅう うおのがわ いがしらさわ いがしらさわさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 居頭沢 居頭沢砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 2
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

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 326
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

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 10
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

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 139
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

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 86
しなのがわかりゅう うおのがわ うばさわがわ うばさわがわだい３ごうさぼうえんてい みなみうおぬまし うばさわしんでん

信濃川下流 魚野川 姥沢川 姥沢川第３号砂防堰堤 南魚沼市 姥沢新田 砂防堰堤工 2
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

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 762
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 おがわ、つちさわ、ひるくぼ、あぜち

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 小川、土沢、蛭窪、畦地 砂防堰堤工 334
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

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 108
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

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 70
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

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 10
しなのがわかりゅう うおのがわ いもがわ いもがわりゅういきさぼうせつびかいちく うおぬまし りゅうこう

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 魚沼市 竜光 遊砂地 236
しなのがわかりゅう うおのがわ まつばがわ まつばがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 松葉川 松葉川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 2
しなのがわかりゅう うおのがわ こだかさわがわ こだかさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 小高沢川 小高砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 2

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県 ２／５）
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 いわのさわがわ いわのさわがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

湯沢砂防 信濃川下流 魚野川 岩ノ沢川 岩ノ沢川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 2
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

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 砂防堰堤工 271
砂防

合計 ２０箇所 3,642
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

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 129
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

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 73
しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいが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 みくに

信濃川下流 清津川 浅貝川 浅貝川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三国 渓流保全工 365
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

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 84
しなのがわかりゅう きよつがわ みつまたけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 三俣渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三俣 渓流保全工 131
しなのがわかりゅう きよつがわ やぎさわ みつまたさぼうえんていぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 八木沢 三俣砂防堰堤群 南魚沼郡 湯沢町 三俣 砂防堰堤工 2
しなのがわかりゅう きよつがわ かまがわ かまがわじょうりゅうだい３ごうさぼうえんてい なかうおぬまぐん つなんまち おおば

信濃川下流 清津川 釜川 釜川上流第３号砂防堰堤 中魚沼郡 津南町 大場 砂防堰堤工 2
しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわとこがためこうぐん なかうおぬまぐん つなんまち いしざか

信濃川下流 中津川 中津川床固工群 中魚沼郡 津南町 石坂 床固工 225
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

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 74
火山砂防

合計 ９箇所 1,085

合計 ２９箇所 4,727

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県 ３／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ おおどころがわ おおどころだい９ごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 姫川 大所川 大所第９号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 157
ひめかわ ひめかわ おおどころがわ おおどころだい５ごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

姫川 姫川 大所川 大所第５号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 157
ひめかわ ひめかわ おおどころがわ おおどころだい１０ごうかりゅうさぼうえんていかいちく いといがわし おおところ

姫川 姫川 大所川 大所第１０号下流砂防堰堤改築 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 151
ひめかわ ひめかわ こたきがわ こたきだい１ごうかりゅうさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 姫川 小滝川 小滝第１号下流砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 145
ひめかわ ひめかわ こたきがわ たなかがわさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 姫川 小滝川 田中川砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 167

合計 ５箇所 777

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県 ４／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい かじかわ たきだにさわ たきだにさわさぼうえんていぐん しばたし たきだに

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 加治川 滝谷沢 滝谷沢砂防堰堤群 新発田市 滝谷 砂防堰堤工 142
いいでさんけい かじかわ よこやまさわ よこやまさわじょうりゅうさぼうえんてい しばたし よこやま

飯豊山系 加治川 横山沢 横山沢上流砂防堰堤 新発田市 横山 砂防堰堤工 124
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

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 208
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

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 222
いいでさんけい かじかわ なかなかやまさわ なかなかやまさわさぼうえんてい しばたし なかなかやま

飯豊山系 加治川 中中山沢 中中山沢砂防堰堤 新発田市 中々山 砂防堰堤工 1
いいでさんけい あらかわ あらかわ あらかわかりゅうどしゃりゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく いわふねぐん せきかわむら しもつちざわ

飯豊山系 荒川 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡 関川村 下土沢 砂防堰堤工 1

合計 ６箇所 699

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県 ５／５）
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

阿賀野川河川 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 139
いいでさんけい あがのがわ まとりがわ まとりがわかりゅうさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

飯豊山系 阿賀野川 馬取川 馬取川下流砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 14
いいでさんけい あがのがわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

飯豊山系 阿賀野川 水上沢 水上沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 184

合計 ３箇所 337

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あがのがわ しものさわがわ ひがしかんばらぐん あがまち いしま さぼうえんていこう

砂防等事業 阿賀野川 下の沢川 東蒲原郡 阿賀町 石間 砂防堰堤工 168

しなのがわ おとよしがわ ながおかし おとよしまち さぼうえんていこう

信濃川 乙吉川 長岡市 乙吉町 砂防堰堤工 50

しなのがわ みずかみがわ ながおかし すよしまち さぼうえんていこう

信濃川 水上川１ 長岡市 栖吉町 砂防堰堤工 40

しなのがわ とうげさわ ながおかし かみぎり さぼうえんていこう

信濃川 峠沢 長岡市 上桐 砂防堰堤工 40

しなのがわ ひじりさわ おぢやし かみかたかい さぼうえんていこう

信濃川 日尻沢 小千谷市 上片貝 砂防堰堤工 70

しなのがわ どぐちがわ おぢやし いわさわ さぼうえんていこう

信濃川 土口川 小千谷市 岩沢 砂防堰堤工 40

しなのがわ みずがしらがわ うおぬまし たかくら さぼうえんていこう

信濃川 水頭川 魚沼市 高倉 砂防堰堤工 80

しなのがわ しなはぎさわ うおぬまし むぐらざわ さぼうえんていこう

信濃川 品木沢 魚沼市 葎沢 砂防堰堤工 45

しなのがわ なかざとだいもんがわ とおかまちし たざわほんそん さぼうえんていこう

信濃川 中里大門川 十日町市 田沢本村 砂防堰堤工 55

せきかわ すみかわ じょうえつし やすづかく すがわ さぼうえんていこう

関川 澄川 上越市 安塚区 須川 砂防堰堤工 80

せきかわ きたやまがわ じょうえつし うらがわらく こやじま さぼうえんていこう

関川 北山川 上越市 浦川原区 小谷島 砂防堰堤工 50

せきかわ みなみさわ みょうこうし ながさわら さぼうえんていこう

関川 南沢 妙高市 長沢原 砂防堰堤工 70

つついしがわ つついしがわ いといがわし つついし さぼうえんていこう

筒石川 筒石川 糸魚川市 筒石 砂防堰堤工 60

たんばらがわ たんばらがわ じょうえつし たんばら さぼうえんていこう

丹原川 丹原川 上越市 丹原 砂防堰堤工 60

じゅうにしゃがわ じゅうにしゃがわ いといがわし なかしゅく さぼうえんていこう

十二社川 十二社川 糸魚川市 中宿 砂防堰堤工 40

（新潟県　1/4）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分
所在地

水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 せきかわ やしろがわ みょうこうし にしすがぬましんでん さぼうえんていこう

砂防等事業 関川 矢代川 妙高市 西菅沼新田 砂防堰堤工 70

はやかわ やけやまがわ いといがわし おおだいら さぼうえんていこう

早川 焼山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 80

はやかわ ひうちやまがわ いといがわし おおだいら さぼうえんていこう

早川 火打山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 80

18箇所 1,178

（新潟県　2/4）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 いがしま ひがしかんばらぐん あがまち いがしま よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 五十島 東蒲原郡 阿賀町 五十島 横ボーリング工 40

あさひがわ ながおかし やまこしたけざわ よこ　　　　　　　　　　　こう

朝日川 長岡市 山古志竹沢 横ボーリング工 40

てらどまり ながおかし てらどまり しゅうすいせいこう

寺泊 長岡市 寺泊 集水井工 45

むしの うおぬまし むしの よこ　　　　　　　　　　　こう

虫野 魚沼市 虫野 横ボーリング工 30

まつのやま とおかまちし まつのやま しゅうすいせいこう

松之山 十日町市 松之山 集水井工 30

こたに とおかまちし まつのやまこたに よこ　　　　　　　　　　　こう

小谷 十日町市 松之山小谷 横ボーリング工 45

とうげ とおかまちし とうげ よこ　　　　　　　　　　　こう

峠 十日町市 峠 横ボーリング工 45

きわだはら とおかまちし きわだはら よこ　　　　　　　　　　　こう

木和田原 十日町市 木和田原 横ボーリング工 45

くきぶと かしわざきし くきぶと よこ　　　　　　　　　　　こう

久木太 柏崎市 久木太 横ボーリング工 75

すがわみなみ じょうえつし やすづかく すがわ よこ　　　　　　　　　　　こう

須川南 上越市 安塚区 須川 横ボーリング工 40

ぶのう じょうえつし やすづかく ぼうがね よこ　　　　　　　　　　　こう

武能 上越市 安塚区 坊金 横ボーリング工 60

むこうやま じょうえつし やすづかく ぼうがね ちょうさ・せっけい

向山 上越市 安塚区 坊金 調査・設計 40

たやのうえ じょうえつし なだちく なだちこどまり よこ　　　　　　　　　　　こう

他屋ノ上 上越市 名立区 名立小泊 横ボーリング工 40

とすがだいら じょうえつし なだちく なだちおおまち よこ　　　　　　　　　　　こう

十菅平 上越市 名立区 名立大町 横ボーリング工 40

とや・くらした みょうこうし ながさわ ちょうさ・せっけい

鳥屋・倉下 妙高市 長沢 調査・設計 50

（新潟県　3/4）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あお いといがわし こたき とこがためこう

砂防等事業 青ぬけ 糸魚川市 小滝 床固工 90

16箇所 755

（新潟県　4/4）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地



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

688

新潟県　計 688

平成３１年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


