
富 山 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

黒部川 黒部川 一般河川改修事業 482　 黒部市
くろべし

、入善町
にゅうぜんまち

常願寺川 常願寺川 一般河川改修事業 171　 立山町
たてやままち

神通川 神通川 一般河川改修事業 1,753　 富山市
とやまし

庄川 庄川 一般河川改修事業 421　 高岡市
たかおかし

、射水市
いみずし

、砺波市
となみし

小矢部川 小矢部川 一般河川改修事業 392　 高岡市
たかおかし

、小矢部市
おやべし

小矢部川 小矢部川 河川工作物関連応急対策事業 40　 高岡市
たかおかし

黒部川 総合水系環境整備事業 75　 黒部市
くろべし

、入善町
にゅうぜんまち

神通川 総合水系環境整備事業 40　 富山市
とやまし

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・富山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

神通川 山田川 事業間連携河川事業 60　 富山
と や ま

市
し

庄川 地久子川 事業間連携河川事業 300　 高岡市
たかおかし

小矢部川 谷内川 事業間連携河川事業 300　 高岡市
たかおかし

白岩川 白岩川 大規模特定河川事業 174　 富山
と や ま

市
し

鴨川 鴨川 大規模特定河川事業 350　 魚津市
う お づ し

神通川 坪野川 大規模特定河川事業 450　 富山
と や ま

市
し



富山県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

多目的ダム建設事業 庄川利賀ダム 2,461 2,760



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（富山県 １／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ うさぎだにさぼうえんていぐん2き とやまし ありみね

立山砂防 火山砂防 常願寺川 常願寺川 湯川 兎谷砂防堰堤群（Ⅱ期） 富山市 有峰 砂防堰堤工 190
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 480
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ たきだにさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 滝谷砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 380
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ しんゆさぼうえんていぐん とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 新湯砂防堰堤群 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 280
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ だしわらだにかりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 多枝原谷下流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 420
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねかりゅうさがんさんぷくこう とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰下流左岸山腹工 富山市 有峰 山腹工 420
じょうがんじがわ じょうがんじがわ ゆかわ ありみねちくけいがんたいさく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 湯川 有峰地区渓岸対策 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 430
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわじょうりゅうさぼうえんていぐん とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川上流砂防堰堤群 富山市 有峰 砂防堰堤工 285
じょうがんじがわ じょうがんじがわ まがわ まがわだい３ごうさぼうえんてい とやまし ありみね

常願寺川 常願寺川 真川 真川第３号砂防堰堤 富山市 有峰 砂防堰堤工 190
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 285
じょうがんじがわ じょうがんじがわ じょうがんじがわちゅうりゅういきしゃめんたいさく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 常願寺川中流域斜面対策 中新川郡 立山町 芦峅寺 斜面対策工 485
じょうがんじがわ じょうがんじがわ さぶだにさぼうえんていかいちく とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 サブ谷砂防堰堤改築 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 280
じょうがんじがわ じょうがんじがわ くわたにじょうりゅうさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 桑谷上流砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 190
じょうがんじがわ じょうがんじがわ なかごやさぼうえんてい とやまし、なかにいかわぐん たてやままち ありみね、あしくらじ

常願寺川 常願寺川 中小屋砂防堰堤 富山市、中新川郡 立山町 有峰、芦峅寺 砂防堰堤工 420
じょうがんじがわ じょうがんじがわ しょうみょうがわ しょうみょうがわりゅういきさぼうせつびかいちく なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ

常願寺川 常願寺川 称名川 称名川流域砂防設備改築 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 174

合計 １５箇所 4,909

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（富山県 ２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くろべがわ くろべがわ くろなぎがわ くろなぎがわさぼうえんていぐん くろべし うなづきまちくろべ

黒部河川 砂防 黒部川 黒部川 黒薙川 黒薙川砂防堰堤群 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 233
くろべがわ くろべがわ くろなぎがわ くろなぎがわだい４ごうさぼうえんていかいちく くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 黒薙川 黒薙川第４号砂防堰堤改築 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 80
くろべがわ くろべがわ こくろべだに こくろべだにだい２ごうさぼうえんてい くろべし うなづきまちくろべ

黒部川 黒部川 小黒部谷 小黒部谷第２号砂防堰堤 黒部市 宇奈月町黒部 砂防堰堤工 289

合計 ３箇所 602

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 じんづうがわ のづみがわ とやまし やつおまち ひがしくずかさ～りょうしがはら けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 神通川 野積川 富山市 八尾町 東葛坂～猟師ヶ原 渓流保全工 110

じんづうがわ ももせがわ なんとし とがむら かみももせ さぼうえんていこう

神通川 百瀬川 南砺市 利賀村 上百瀬 砂防堰堤工 50

じんづうがわ やちだに なんとし とがむら かみももせ けいりゅうほぜんこう

神通川 谷内谷 南砺市 利賀村 上百瀬 渓流保全工 120

おやべがわ ふたがみ たかおかし ふたがみ ようちほしょう

小矢部川 二上(3) 高岡市 二上 用地補償 20

おやべがわ ふたがみ たかおかし ふたがみ ようちほしょう

小矢部川 二上(2) 高岡市 二上 用地補償 10

おやべがわ やまかわ たかおかし にしひろたに ようちほしょう

小矢部川 山川 高岡市 西広谷 用地補償 20

おやべがわ うちおがわ なんとし ひのせと さぼうえんていこう

小矢部川 打尾川 南砺市 樋瀬戸 砂防堰堤工 60

おやべがわ いけかわ なんとし じょうはな けいりゅうほぜんこう

小矢部川 池川 南砺市 城端 渓流保全工 140

おやべがわ ふとみだに なんとし ふとみ さぼうえんていこう

小矢部川 太美谷 南砺市 太美 砂防堰堤工 90

おやべがわ うしろだに おやべし うしろだに さぼうえんていこう

小矢部川 後谷(2) 小矢部市 後谷 砂防堰堤工 25

おやべがわ たがわやちがわ おやべし たがわ さぼうえんていこう

小矢部川 田川谷内川(2) 小矢部市 田川 砂防堰堤工 30

おやべがわ うちやま おやべし うちやま さぼうえんていこう

小矢部川 内山 小矢部市 内山 砂防堰堤工 30

きながしがわ しもよこおたに しもにいかわぐん あさひまち よこお さぼうえんていこう

木流川 下横尾谷 下新川郡 朝日町 横尾 砂防堰堤工 20

おがわ いしたにがわ しもにいかわぐん あさひまち なんぼ さぼうえんていこう

小川 石谷川 下新川郡 朝日町 南保 砂防堰堤工 40

かたかいがわ うちゅうだににしざわ くろべし うちゅうだに さぼうえんていこう

片貝川 内生谷西沢 黒部市 内生谷 砂防堰堤工 40

（富山県　1/3）

事業区分
所在地

水系名 渓流名

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



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 かたかいがわ てらたにしきたにがわ くろべし おやま さぼうえんていこう

砂防等事業 片貝川 寺谷敷谷川 黒部市 尾山 砂防堰堤工 10

かたかいがわ うらたにがわ うおづし へびた けいりゅうほぜんこう

片貝川 浦谷川 魚津市 蛇田 渓流保全工 30

はやつきがわ にしたにがわ なめりかわし みのわ さぼうえんていこう

早月川 西谷川 滑川市 蓑輪 砂防堰堤工 20

かみいちがわ かたじ なかにいかわぐん かみいちまち かたじ さぼうえんていこう

上市川 片地 中新川郡 上市町 片地 砂防堰堤工 40

かみいちがわ うえさかだに なかにいかわぐん かみいちまち ゆうわの さぼうえんていこう

上市川 上坂谷 中新川郡 上市町 湯上野 砂防堰堤工 40

しらいわがわ くだらしだに なかにいかわぐん たてやままち とちづ さぼうえんていこう

白岩川 下嵐谷 中新川郡 立山町 栃津 砂防堰堤工 40

かみしょうがわ いしどまえだに ひみし かきなや さぼうえんていこう

上庄川 石戸前谷 氷見市 柿谷 砂防堰堤工 84

じょうがんじがわ ざっこくたに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 雑穀谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 170

しらいわがわ おおいわがわ なかにいかわぐん かみいちまち おおいわ さぼうえんていこう

白岩川 大岩川 中新川郡 上市町 大岩 砂防堰堤工 45

じょうがんじがわ あずきだに なかにいかわぐん たてやままち あしくらじ さぼうえんていこう

常願寺川 小豆谷 中新川郡 立山町 芦峅寺 砂防堰堤工 50

２５箇所 1,334

（富山県　2/3）

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 すわまちちく とやまし やつおまち　すわまち のりめんこう

砂防等事業 諏訪町地区 富山市 八尾町・諏訪町 法面工 60

きたやまちく とやまし やまだきたやま 　　　　　　　　こう

北山地区 富山市 山田北山 アンカー工 60

ながさかちく ひみし ながさか くいこう

長坂地区 氷見市 長坂 杭工 37

つぼのちく おやべし たにつぼの くいこう

坪野地区 小矢部市 谷坪野 杭工 70
おおしまちく なんとし かごど しゅうすいせいこう

大島地区 南砺市 篭渡 集水井工 80

５箇所 307

（富山県　3/3）

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（富山県） （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 下新川海岸 黒部市
く ろ べ し

、入善町
にゅうぜんまち

1,778

富山県　計 1,778

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）


