
長 野 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

信濃川 千曲川 一般河川改修事業 2,762　 長野市
ながのし

、千曲市
ちくまし

、須坂市
すざかし

、生坂村
いくさかむら

、上田市
うえだし

、飯山市
いいやまし

、小布施町
おぶせまち

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 1,648　 飯田市
いいだし

、中川村
なかがわむら

、飯島町
いいじままち

、宮田村
みやだむら

、伊那市
いなし

、辰野町
たつのまち

信濃川 千曲川 河川工作物関連応急対策事業 104　 中野市
なかのし

、松本市
まつもとし

、飯山市
いいやまし

、長野市
ながのし

天竜川 天竜川上流 河川工作物関連応急対策事業 20　 辰野町
たつのまち

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

天竜川 総合水系環境整備事業 10　 飯田市
いいだし

、駒ヶ根市
こまがねし

、高森町
たかもりまち

、喬木村
たかぎむら

、豊丘村
とよおかむら

（※）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・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

天竜川 塚間川 事業間連携河川事業 230　 岡谷
おかや

市
し

信濃川 黒沢川 事業間連携河川事業 150　 安曇野
あ づ み の

市
し



長野県

　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

河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 1,128 1,279

信濃川大町ダム等再編 198 226

堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 305 337



長野県

　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。

( 526)

河川整備事業費 526 

　河川総合開発事業費補助

( 0)

　　建 設 工 事 0 

( 0)

角間ダム 0 ※１

　治水ダム建設事業費補助

( 526)

　　建 設 工 事 526 

( 526)

松川ダム再開発 526 生活貯水池

(注)　備考欄の※１の事業については、事業見直し検討の途上等にあり、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（長野県　１／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま ちくまがわ じゃぼりがわ じゃぼりがわさぼうえんていぐん こもろし かます

利根川水系砂防 火山砂防 浅間山 千曲川 蛇堀川 蛇堀川砂防堰堤群 小諸市 加増 砂防堰堤工 412
あさまやま ちくまがわ にごりかわ にごりかわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち おいわけ

　 浅間山 千曲川 濁川 濁川砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 追分 砂防堰堤工 383
あさまやま ちくまがわ せんがたきにしざわ せんがたきにしざわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち ながくら

浅間山 千曲川 千ヶ滝西沢 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 長倉 砂防堰堤工 147
あさまやま ちくまがわ おおくぼさわがわ おおくぼさわがわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち ながくら

浅間山 千曲川 大窪沢川 大窪沢川砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 長倉 砂防堰堤工 61

　

　

　

合計 ４箇所 1,002

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（長野県　２／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ かまなしがわじょうりゅうさがんさんぷくこう すわぐん ふじみまち おちあい

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 釜無川上流左岸山腹工 諏訪郡 富士見町 落合 山腹工 49
ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきさがんさぼうしせつかいちく すわぐん ふじみまち おちあい

富士川 釜無川 釜無川流域左岸砂防施設改築 諏訪郡 富士見町 落合 砂防堰堤工 150
ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく すわぐん ふじみまち おちあい

富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 諏訪郡 富士見町 落合 砂防堰堤工 119
砂防

合計 ３箇所 318
ふじかわ かまなしがわ たけちがわ たけちがわかりゅうとこがためぐん すわぐん ふじみまち  ふ じ み

火山砂防 富士川 釜無川 武智川 武智川下流床固群 諏訪郡 富士見町 富士見 床固工 200
火山砂防

合計 １箇所 200

合計 ４箇所 518

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（長野県 ３／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう あずさがわ あずさがわほんせんじょうりゅうとこがためぐん まつもとし あづみかみこうち

松本砂防 砂防 信濃川上流 梓川 梓川本川上流床固群 松本市 安曇上高地 床固工 8
しなのがわじょうりゅう あずさがわ はちえもんさわ はちえもんさわじょうりゅうとこがためこうぐん まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 八右衛門沢 八右衛門沢上流床固工群 松本市 安曇上高地 床固工 143
しなのがわじょうりゅう あずさがわ かみせんじょうさわ かみせんじょうさわとこがためこうぐん まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 上千丈沢 上千丈沢床固工群 松本市 安曇上高地 床固工 143
しなのがわじょうりゅう あずさがわ かすみざわ かすみざわだい２ごうさぼうえんてい まつもとし あづみさわんど

信濃川上流 梓川 霞沢 霞沢第２号砂防堰堤 松本市 安曇沢渡 砂防堰堤工 230
しなのがわじょうりゅう あずさがわ しましまだにがわ しましまだにだい６ごうさぼうえんてい まつもとし あづみしましま

信濃川上流 梓川 島々谷川 島々谷第６号砂防堰堤 松本市 安曇島々 砂防堰堤工 8
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ ひなたやまとこがためこうぐん おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 日向山床固工群 大町市 平篭川入 床固工 118
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ まるやまさぼうえんていかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 丸山砂防堰堤改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 220
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かしまがわりゅういきさぼうせつびかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 鹿島川流域砂防設備改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 151
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かごかわだい３ごうかりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 篭川第３号下流砂防堰堤 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 151
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ、かごかわ たかせがわりゅういきさぼうせつびかいちく おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川、篭川 高瀬川流域砂防設備改築 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 124
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ よせざわさぼうえんていかいちく おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 寄沢砂防堰堤改築 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 115
砂防

合計 １１箇所 1,411
しなのがわじょうりゅう あずさがわ さかいがわ さかいがわけいりゅうほぜんこう まつもとし ながわよりあいど

火山砂防 信濃川上流 梓川 境川 境川渓流保全工 松本市 奈川寄合渡 渓流保全工 110
しなのがわじょうりゅう あずさがわ さかいがわ さかいがわけいりゅうほぜんこう２き まつもとし ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 境川 境川渓流保全工（Ⅱ期） 松本市 奈川寄合渡 渓流保全工 139
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ あずさがわさぼうせつびかいちく まつもとし あづみしらほね

信濃川上流 梓川 湯川 梓川砂防設備改築 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 103
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ ゆかわりゅういきさぼうせつびかいちく まつもとし あづみ

信濃川上流 梓川 湯川 湯川流域砂防設備改築 松本市 安曇 砂防堰堤工 103
しなのがわじょうりゅう あずさがわ なかほりさわ、しもほりさわ やけだけさぼうせつびかいちく まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 中堀沢、下堀沢 焼岳砂防設備改築 松本市 安曇上高地 砂防堰堤工 103
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん まつもとし あづみしらほね

信濃川上流 梓川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 11

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（長野県 ４／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう あずさがわ あずさがわりゅういきさぼうせつびかいちく まつもとし あづみばんどころ

松本砂防 火山砂防 信濃川上流 梓川 梓川流域砂防設備改築 松本市 安曇番所 砂防堰堤工 103
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ ながわりゅういきさぼうえんていぐん まつもとし ながわ

信濃川上流 梓川 奈川 奈川流域砂防堰堤群 松本市 奈川 砂防堰堤工 104
火山砂防

合計 ８箇所 776

合計 １９箇所 2,187

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（長野県 ５／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわじょうりゅういきさぼうえんていかいちく しもみのちぐん さかえむら こあかさわ、うえのはら

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 中津川上流域砂防堰堤改築 下水内郡 栄村 小赤沢、上野原 砂防堰堤工 217
しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわじょうりゅうさぼうえんていぐん しもみのちぐん さかえむら うえのはら

信濃川下流 中津川 中津川上流砂防堰堤群 下水内郡 栄村 上野原 砂防堰堤工 395
しなのがわかりゅう なかつがわ あきやまごうとこがためこうぐん しもみのちぐん さかえむら やしき

信濃川下流 中津川 秋山郷床固工群 下水内郡 栄村 屋敷 床固工 218

合計 ３箇所 830

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（長野県 ６／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ ひらかわ まえくずれさわさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

松本砂防 砂防 姫川 姫川 平川 前崩沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 183
ひめかわ ひめかわ まつかわ さるくらさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 姫川 松川 猿倉砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 160
ひめかわ ひめかわ ひらかわ ひめかわさぼうせつびかいちく きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 姫川 平川 姫川砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 350
ひめかわ ひめかわ ひらかわ ひらかわりゅういきさぼうせつびかいちく きたあづみぐん はくばむら

姫川 姫川 平川 平川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 砂防堰堤工 370
ひめかわ ひめかわ まつかわ まつかわりゅういきさぼうせつびかいちく きたあづみぐん はくばむら

姫川 姫川 松川 松川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 砂防堰堤工 370
ひめかわ ひめかわ くるまがわらとこがためこうぐんかいちく きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 来馬河原床固工群改築 北安曇郡 小谷村 北小谷 床固工 231
ひめかわ ひめかわ ねちがわ おおくぼがわさぼうえんていぐん きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 根知川 大久保川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 160
砂防

合計 ７箇所 1,824
ひめかわ ひめかわ うらかわ うらかわじょうりゅうさぼうえんていぐん きたあづみぐん おたりむら きたおたり

火山砂防 姫川 姫川 浦川 浦川上流砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 130
ひめかわ ひめかわ うらかわ うらかわさぼうせつびかいちく きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 浦川 浦川砂防設備改築 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 372
ひめかわ ひめかわ うらかわ うらかわだい９ごうさぼうえんてい きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 浦川 浦川第９号砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 298
ひめかわ ひめかわ たかくらさわ たかくらさわさぼうえんてい きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 高倉沢 高倉沢砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 120
火山砂防

合計 ４箇所 920

合計 １１箇所 2,744

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（長野県　７／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ みぶがわ おおくぼだにがわ おおくぼだにがわさぼうえんてい いなし はせくろごうち

天竜川上流河川 砂防 天竜川 三峰川 大久保谷川 大久保谷川砂防堰堤 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 150
てんりゅうがわ みぶがわ あなさわ あなさわさぼうえんてい いなし はせくろごうち

天竜川 三峰川 穴沢 穴沢砂防堰堤 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 292
てんりゅうがわ みぶがわ やごうさわ やごうさわさぼうえんてい いなし はせくろごうち

天竜川 三峰川 屋合沢 屋合沢砂防堰堤 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ みぶがわ おだいいりさわ おだいいりさわさぼうえんてい いなし たかとおまちみどがいと

天竜川 三峰川 小田井入沢 小田井入沢砂防堰堤 伊那市 高遠町御堂垣外 砂防堰堤工 352
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ くまくらさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 熊倉沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤沢 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ こだまいりさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 コダマ入沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤沢 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ いちながさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 一長沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤沢 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ みぶがわ くろかわ くろかわけいりゅうほぜんこう いなし はせくろごうち

天竜川 三峰川 黒川 黒川渓流保全工 伊那市 長谷黒河内 渓流保全工 320
てんりゅうがわ みぶがわ しおさわ しおさわだい２さぼうえんてい いなし はせすぎしま

天竜川 三峰川 塩沢 塩沢第２砂防堰堤 伊那市 長谷杉島 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ みぶがわ きたざわ きたざわさぼうえんてい いなし はせすぎしま

天竜川 三峰川 北沢 北沢砂防堰堤 伊那市 長谷杉島 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ みぶがわ やまむろがわ あかささざわさぼうえんてい いなし たかとおまちばらぐち

天竜川 三峰川 山室川 赤笹沢砂防堰堤 伊那市 高遠町荊口 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ こしぶがわ しおかわ しおかわとこがためこうぐん しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 塩川 塩川床固工群 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 床固工 315
てんりゅうがわ こしぶがわ たきさわ たきさわだい２さぼうえんてい しもいなぐん おおしかむら おおがわら

天竜川 小渋川 滝沢 滝沢第２砂防堰堤 下伊那郡 大鹿村 大河原 砂防堰堤工 320
てんりゅうがわ こしぶがわ かしおがわ ありみちさわさぼうえんてい しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 鹿塩川 有道沢砂防堰堤 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ おおたぎりがわ おおたぎりとこがためこうぐん こまがねし あかほ

天竜川 太田切川 太田切床固工群 駒ヶ根市 赤穂 床固工 35
てんりゅうがわ おおたぎりがわ くろかわ くろかわだい４さぼうえんてい かみいなぐん みやだむら みやだむらいちえん

天竜川 太田切川 黒川 黒川第４砂防堰堤 上伊那郡 宮田村 宮田村一円 砂防堰堤工 156
てんりゅうがわ なかたぎりがわ なかたぎりけいりゅうほぜんこう かみいなぐん いいじままち たぎり

天竜川 中田切川 中田切渓流保全工 上伊那郡 飯島町 田切 渓流保全工 9
てんりゅうがわ なかたぎりがわ なかたぎりがわさぼうえんていかいちく こまがねし あかほ

天竜川 中田切川 中田切川砂防堰堤改築 駒ヶ根市 赤穂 砂防堰堤工 644

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（長野県　８／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ よたぎりがわ よたぎりとこがためこうぐん かみいなぐん いいじままち いいじま

天竜川上流河川 砂防 天竜川 与田切川 与田切床固工群 上伊那郡 飯島町 飯島 床固工 17
てんりゅうがわ かたぎりまつかわ かたぎりまつかわとこがためこうぐん しもいなぐん まつかわまち かみかたぎり

天竜川 片桐松川 片桐松川床固工群 下伊那郡 松川町 上片桐 床固工 261
てんりゅうがわ しんぐうがわ おおそくらがわ あしほらさわさぼうえんてい こまがねし なかざわ

天竜川 新宮川 大曽倉川 芦洞沢砂防堰堤 駒ヶ根市 中沢 砂防堰堤工 85
てんりゅうがわ しんぐうがわ ふるやしきさわがわ ふるやしきさわだい２さぼうえんてい こまがねし なかざわ

天竜川 新宮川 古屋敷沢川 古屋敷沢第２砂防堰堤 駒ヶ根市 中沢 砂防堰堤工 89
てんりゅうがわ とおやまがわ やなさわ やなさわさだい２ぼうえんてい いいだし かみむら

天竜川 遠山川 柳沢 柳沢第２砂防堰堤 飯田市 上村 砂防堰堤工 278
てんりゅうがわ とおやまがわ おおよけさわ おおよけさわさぼうえんてい しもいなぐん てんりゅうむら ひらおか

天竜川 遠山川 尾尾余ヶ沢 尾尾余ヶ沢砂防堰堤 下伊那郡 天龍村 平岡 砂防堰堤工 60
てんりゅうがわ とおやまがわ おざわがわ おざわさぼうえんていかいちく いいだし かみむら

天竜川 遠山川 小沢川 小沢砂防堰堤改築 飯田市 上村 砂防堰堤工 24
てんりゅうがわ とおやまがわ つべたさわ つべたさわさぼうえんてい いいだし かみむら

天竜川 遠山川 ツベタ沢 ツベタ沢砂防堰堤 飯田市 上村 砂防堰堤工 252
てんりゅうがわ とおやまがわ かみむらがわ なかごうさぼうえんてい いいだし かみむら

天竜川 遠山川 上村川 中郷砂防堰堤 飯田市 上村 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ とおやまがわ いけぐちがわ いけぐちがわだい２さぼうえんてい いいだし みなみしなのわだ

天竜川 遠山川 池口川 池口川第２砂防堰堤 飯田市 南信濃和田 砂防堰堤工 182
てんりゅうがわ とおやまがわ かりでさわ かりでさわさぼうえんてい いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 カリデ沢 カリデ沢砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ とおやまがわ にのせさぼうえんてい いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 ニノセ砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 17
てんりゅうがわ とおやまがわ こたしろさわ こたしろさぼうえんていかいちく いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 コタシロ沢 コタシロ砂防堰堤改築 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 121
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ こおろしだい３さぼうえんてい いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 小嵐川 小嵐第３砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 278
てんりゅうがわ とおやまがわ きたまたざわ こすまさわさぼうえんてい いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 北又沢 コスマ沢砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 121
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ にしやまさわさぼうえんてい いいだし みなみしなの

天竜川 遠山川 小嵐川 西山沢砂防堰堤 飯田市 南信濃 砂防堰堤工 9
てんりゅうがわ みぶがわ おぐろがわ てんりゅうがわじょうりゅうさぼうしせつかいちく いなし はせくろごうち

天竜川 三峰川 小黒川 天竜川上流砂防施設改築 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 1,061

合計 ３５箇所 5,644

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（長野県　９／９）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ なめかわ なめかわ なめかわゆうさこう きそぐん あげまつまち おがわ

多治見砂防国道 砂防 木曾川 滑川 滑川 滑川遊砂工 木曽郡 上松町 小川 遊砂地工 21
きそがわ きそがわ いたはしざわ いたはしざわだい１さぼうえんてい きそぐん あげまつまち おがわ

木曾川 木曾川 板橋沢 板橋沢第１砂防堰堤 木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 265
きそがわ きそがわ おおさわ おおさわだい１さぼうえんてい きそぐん あげまつまち おぎはら

木曾川 木曾川 大沢 大沢第１砂防堰堤 木曽郡 上松町 荻原 砂防堰堤工 21
きそがわ いながわ こすもがわ こすもがわだい３さぼうえんてい きそぐん おおくわむら すはら

木曾川 伊奈川 越百川 越百川第３砂防堰堤 木曽郡 大桑村 須原 砂防堰堤工 364
きそがわ あららぎがわ かつらがわ かつらがわだい１さぼうえんてい きそぐん なぎそまち ひろせ

木曾川 蘭川 桂川 桂川第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 広瀬 砂防堰堤工 28
きそがわ きそがわ じゃぬけざわ わごうじゃぬけざわちんさちこう きそぐん なぎそまち わごう

木曾川 木曾川 蛇抜沢 和合蛇抜沢沈砂地工 木曽郡 南木曽町 和合 沈砂地工 170
きそがわ きそがわ しもぼらさわ しもぼらさわさぼうえんてい きそぐん おおくわむら

木曾川 木曾川 下洞沢 下洞沢砂防堰堤 木曽郡 大桑村 砂防堰堤工 100
きそがわ きそがわ しもざいさぼうえんていこうぐん きそぐん おおくわむら しもざい

木曾川 木曾川 下在砂防堰堤工群 木曽郡 大桑村 下在 砂防堰堤工 266
きそがわ あららぎかわ ひたいつけがわ あげまつかんないさぼうしせつかいちく きそぐん なぎそまち あづま

木曾川 蘭川 額付川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 南木曽町 吾妻 砂防堰堤工 659
きそがわ きそがわ おおた おおただい１さぼうえんてい きそぐん おおくわむら のじり

木曾川 木曾川 太田 太田第１砂防堰堤 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 21
きそがわ きそがわ さるさわ さるさわだい１さぼうえんてい きそぐん おおくわむら かみごう

木曾川 木曾川 猿沢 猿沢第１砂防堰堤 木曽郡 大桑村 上郷 砂防堰堤工 21
きそがわ あららぎがわ じぞうさわ じぞうさわだい１さぼうえんてい きそぐん なぎそまち あづま

木曽川 蘭川 地蔵沢 地蔵沢第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 吾妻 砂防堰堤工 21
きそがわ いながわ やたれさわ やたれさわさぼうえんてい きそぐん おおくわむら ながの

木曾川 伊奈川 矢垂沢 矢垂沢砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 21
きそがわ よがわ よがわ よがわだい１さぼうえんてい きそぐん なぎそまち よみかき

木曾川 与川 与川 与川第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 読書 砂防堰堤工 21

合計 １４箇所 1,999

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　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（長野県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

このた いいだし みなみしなのやえごうち しゅうすい

天竜川上流河川 地すべり対策 此田 飯田市 南信濃八重河内 集水ボーリング工 120

てんりゅうがわちゅうりゅう しもいなぐん てんりゅうむら ひらおか こうじようどうろ

天流川中流 下伊那郡 天龍村 平岡 工事用道路

あなんちょう ひがしじょう こうじようどうろ

阿南町 東條 工事用道路 253

２箇所 373

所在地

合計



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 てんりゅうがわ くりしろかわ しもいなぐん あちむら やごし さぼうえんていこう

砂防事業 天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 砂防堰堤工 80

てんりゅうがわ まえしまがわ ちのし きたおおしお そくりょうせっけい

天竜川 前島川 茅野市 北大塩 測量設計 10

てんりゅうがわ こいけさわ いいだし わだ そくりょうせっけい

天竜川 小池沢 飯田市 和田 測量設計 10

小計 ３箇所 100

事業間連携 しなのがわ おおもりさわ みなみさくぐん みなみあいきむら くりゅうかわ さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 大森沢 南佐久郡 南相木村 栗生川 砂防堰堤工 40

しなのがわ うちのやまさわ うえだし うちのやま さぼうえんていこう

信濃川 内の山沢 上田市 内の山 砂防堰堤工 80

きそがわ しっぺいさわ きそぐん きそまち ひよし さぼうえんていこう

木曽川 尻平沢 木曽郡 木曽町 日義 砂防堰堤工 26

きそがわ まんごおりさわ きそぐん きそまち まんごおり さぼうえんていこう

木曽川 万郡沢 木曽郡 木曽町 万郡 砂防堰堤工 110

きそがわ 　　　　　　　　さわ きそぐん きそまち ちごの さぼうえんていこう

木曽川 ゼンメイ沢 木曽郡 木曽町 児野 砂防堰堤工 43

きそがわ おおさわ きそぐん きそまち わむら かんりようどうろこう

木曽川 大沢 木曽郡 木曽町 和村 管理用道路工 80

しなのがわ かいがんじさわ まつもとし ひがしきりはら さぼうえんていこう

信濃川 海岸寺沢 松本市 東桐原 砂防堰堤工 59

しなのがわ かわとりさわ しおじりし みなみはら さぼうえんていこう

信濃川 川鳥沢 塩尻市 南原 砂防堰堤工 80

しなのがわ うまさわ しおじりし きそひらさわ さぼうえんていこう

信濃川 馬沢 塩尻市 木曽平沢 砂防堰堤工 90

しなのがわ たるさわがわ かみたかいぐん たかやまむら みずなか さぼうえんていこう

信濃川 樽沢川 上高井郡 高山村 水中 砂防堰堤工 30

事業区分
所在地

水系名 渓流名

（長野県　1/6）

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 しなのがわ ところさわ さくし にがみず さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 所沢 佐久市 苦水 砂防堰堤工 45

しなのがわ あきやまさわ みなみさくぐん かわかみむら あきやま さぼうえんていこう

信濃川 秋山沢 南佐久郡 川上村 秋山 砂防堰堤工 80

しなのがわ まるやまさわ さくし まるやま かんりようどうろこう

信濃川 丸山沢 佐久市 丸山 管理用道路工 40

しなのがわ とちぎがわ こもろし ひしだいら かんりようどうろこう

信濃川 栃木川 小諸市 菱平 管理用道路工 95

しなのがわ おおつきがわ みなみさくぐん こうみまち あしだいら さぼうえんていこう

信濃川 大月川 南佐久郡 小海町 芦平 砂防堰堤工 100

しなのがわ わでさわ うえだし べっしょ こうじようどうろこう

信濃川 上手沢 上田市 別所 工事用道路工 50

しなのがわ このいりさわ うえだし そえひ さぼうえんていこう

信濃川 此入沢 上田市 傍陽 砂防堰堤工 80

しなのがわ おやしきのさわ うえだし しもむろが かんりようどうろこう

信濃川 御屋敷の沢 上田市 下室賀 管理用道路工 100

しなのがわ よどまりかわ ちいさがたぐん ながわまち よどまり こうじようどうろこう

信濃川 四泊川 小県郡 長和町 四泊 工事用道路工 50

てんりゅうがわ とちくぼかわ おかやし みなと かんりどうどうろこう

天竜川 栃久保川 岡谷市 湊 管理用道路工 90

てんりゅうがわ おおさわがわ すわぐん しもすわまち たかぎ かんりどうどうろこう

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 管理用道路工 60

てんりゅうがわ にれさわ かみいなぐん たつのまち いなとみ さぼうえんていこう

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 砂防堰堤工 150

てんりゅうがわ からさわがわ こまがねし ひがしいな さぼうえんていこう

天竜川 唐沢川 駒ヶ根市 東伊那 砂防堰堤工 70
てんりゅうがわ やのさわ かみいなぐん いいじままち ななくぼ さぼうえんていこう

天竜川 矢の沢 上伊那郡 飯島町 七久保 砂防堰堤工 40

てんりゅうがわ なかのむらさわ しもいなぐん まつかわまち なかのむら さぼうえんていこう

天竜川 中の村沢 下伊那郡 松川町 中の村 砂防堰堤工 90

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

（長野県　2/6）



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 てんりゅうがわ おおごがわ しもいなぐん やすおかむら ぬくた さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 大古川 下伊那郡 泰阜村 温田 砂防堰堤工 80

しなのがわ にしのいり かみみのちぐん いいづなまち こうさかきた さぼうえんていこう

信濃川 西の入 上水内郡 飯綱町 高坂北 砂防堰堤工 100

しなのがわ うちのまきかわ かみみのちぐん しなのまち ふるみ かんりようどうろこう

信濃川 内の巻川 上水内郡 信濃町 古海 管理用道路工 40

しなのがわ さむさわ しもたかいぐん やまのうちまち さむさわ さぼうえんていこう

信濃川 寒沢 下高井郡 山ノ内町 寒沢 砂防堰堤工 55

しなのがわ たくさかわ いいやまし しずま そくりょうせっけい

信濃川 田草川 飯山市 静間 測量設計 25

しなのがわ じゃぬけざわ しもたかいぐん のざわおんせんむら むしう ようちほしょう

信濃川 蛇抜沢 下高井郡 野沢温泉村 虫生 用地補償 20

しなのがわ こだちざわ しもたかいぐん きじまだいらむら うわせんごく ようちほしょう

信濃川 戸立沢 下高井郡 木島平村 上千石 用地補償 25

しなのがわ よこゆかわ しもたかいぐん やまのうちまち おちあい さぼうえんていこう

信濃川 横湯川 下高井郡 山ノ内町 落合 砂防堰堤工 100

しなのがわ ちけんじさわ まつもとし ちけんじ かんりようどうろこう

信濃川 知見寺沢 松本市 知見寺 管理用道路工 100

しなのがわ あしざわ ひがしちくまぐん おみむら ねお かんりようどうろこう

信濃川 芦澤 東筑摩郡 麻績村 根尾 管理用道路工 40

しなのがわ たきのさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら なかまち さぼうえんていこう

信濃川 滝の沢 東筑摩郡 筑北村 中町 砂防堰堤工 100

しなのがわ とちだいらさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら とちだいら さぼうえんていこう

信濃川 栃平沢 東筑摩郡 筑北村 栃平 砂防堰堤工 70

ひめかわ どうのさわ きたあずみぐん おたりむら むしお さぼうえんていこう

姫川 堂の沢 北安曇郡 小谷村 虫尾 砂防堰堤工 130

ひめかわ つきおかさわ きたあずみぐん おたりむら つきおか かんりようどうろこう

姫川 月岡沢 北安曇郡 小谷村 月岡 管理用道路工 30

ひめかわ 　　　　　　　　さわ きたあずみぐん はくばむら かみしろ かんりようどうろこう

姫川 ビャクボ沢 北安曇郡 白馬村 神城 管理用道路工 20

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

（長野県　3/6）



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 ひめかわ なみやまさわきた きたあずみぐん はくばむら さのきた かんりようどうろこう

砂防等事業 姫川 長見山沢北 北安曇郡 白馬村 佐野北 管理用道路工 60

ひめかわ つがいけさわ きたあずみぐん おたりむら つがいけ さぼうえんていこう

姫川 栂池沢 北安曇郡 小谷村 栂池 砂防堰堤工 90

ひめかわ きたゆはらさわ きたあずみぐん おたりむら ゆはら さぼうえんていこう

姫川 北湯原沢 北安曇郡 小谷村 湯原 砂防堰堤工 60

しなのがわ だん　はらさわ ながのし こまつばら こうじようどうろこう

信濃川 段ノ原沢 長野市 小松原 工事用道路工 120

しなのがわ やざわ ながのし せわき さぼうえんていこう

信濃川 矢沢 長野市 瀬脇 砂防堰堤工 20

小計 ４５箇所 3,063

４８箇所 3,163

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

合計

（長野県　4/6）



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 てんりゅうがわ ひきのた しもいなぐん おおしかむら ひきのた よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 天竜川 引の田 下伊那郡 大鹿村 引の田 横ボーリング工 44

しなのがわ あさかわなんぶ ながのし あさかわなんぶ よこ　　　　　　　　　　　こう

信濃川 浅川南部 長野市 浅川南部 横ボーリング工 30

しなのがわ おちあい しもたかいぐん やまのうちまち おちあい しゅうすいせいこう

信濃川 落合 下高井郡 山ノ内町 落合 集水井工 170

しなのがわ たかはな あずみのし たかはな しゅうすいせいこう

信濃川 高鼻 安曇野市 高鼻 集水井工 30

ひめかわ みねかたした きたあずみぐん はくばむら みねかたした おさえもりどこう

姫川 峯方下 北安曇郡 白馬村 峯方下 押さえ盛土工 40

ひめかわ つがいけ きたあずみぐん おたりむら つがいけ しゅうすいせいこう

姫川 栂池 北安曇郡 小谷村 栂池 集水井工 230

ひめかわ くろくら きたあずみぐん おたりむら くろくら しゅうすいせいこう

姫川 黒倉 北安曇郡 小谷村 黒倉 集水井工 40

ひめかわ いちば　　ごう きたあずみぐん おたりむら いちばいちごう しゅうすいせいこう

姫川 市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 集水井工 50

ひめかわ おおさわ きたあずみぐん おたりむら おおさわ よこ　　　　　　　　　　　こう

姫川 大沢 北安曇郡 小谷村 大沢 横ボーリング工 40

ひめかわ かんきゅう きたあずみぐん おたりむら かんきゅう よこ　　　　　　　　　　　こう

姫川 神久 北安曇郡 小谷村 神久 横ボーリング工 40

ひめかわ むしお きたあずみぐん おたりむら むしお どどめこう

姫川 虫尾 北安曇郡 小谷村 虫尾 土留工 20

しなのがわ むらやま ながのし むらやま しゅうすいせいこう

信濃川 村山 長野市 村山 集水井工 170

しなのがわ おおが ながのし おおが しゅうすいせいこう

信濃川 大河 長野市 大河 集水井工 130

てんりゅうがわ ふくしま しもいなぐん てんりゅうむら ふくしま よこ　　　　　　　　　　　こう

天竜川 福島 下伊那郡 天龍村 福島 横ボーリング工 30

１４箇所 1,064

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（長野県　5/6）

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



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 きそがわ そまさわ きそぐん きそむら はらむら さぼうえんていこう

砂防事業 木曽川 杣沢 木曽郡 木祖村 原村 砂防堰堤工 20

しなのがわ いでかわ いいやまし てるおか さぼうえんていこう

信濃川 井出川 飯山市 照岡 砂防堰堤工 340

２箇所 360合計

（長野県　6/6）

平成31年度　　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 長野県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

伊那市 20,000 40,000

軽井沢町 18,515 37,030

坂城町 114,210 228,420

中野市 76,140 152,280

長野県計 228,865 457,730
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


