
長 野 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　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 1,012　 千曲市
ち く ま し

、安曇野市
あ づ み の し

、松本市
ま つ も とし

、生坂村
いくさかむら

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 450　 中川村
なかがわむら

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 1,002　 上田市
う え だ し

～飯山市
いいや まし

、野沢温泉村
のざわおんせんむら

天竜川 天竜川上流 河川維持修繕事業 661　 辰野町
たつの まち

～天龍村
てんりゅうむら

（※）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。



令和元年度補正予算　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 150　 岡谷市
お か や し



長野県

　令和元年度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 天竜川小渋ダム 100

堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 130

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



長野県

　令和元年度補正予算補助ダム事業
（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。

( 280)

河川整備事業費 280 

　治水ダム建設事業費補助

( 280)

　　建 設 工 事 280 

( 280)

松川ダム再開発 280 生活貯水池

事項 ダム名 備　　　　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　１／７）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

利根川水系砂防 火山砂防 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 100
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 200
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 110
あさまやま ちくまがわ おおひなたがわ おおひなたがわさぼうえんてい きたさくぐん かるいざわまち ながくら

浅間山 千曲川 大日向川 大日向川砂防堰堤 北佐久郡 軽井沢町 長倉 砂防堰堤工 30
あさまやま ちくまがわ ふながさわがわひがし ふながさわがわひがしさぼうえんていぐん きたさくぐん みよたまち しおの

浅間山 千曲川 船ヶ沢川東 船ヶ沢川東砂防堰堤群 北佐久郡 御代田町 塩野 砂防堰堤工 52

　

　

　

合計 ５箇所 492

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　２／７）
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

富士川砂防 砂防 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 115
砂防

合計 １箇所 115
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 149
火山砂防

合計 １箇所 149

合計 ２箇所 264

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県 ３／７）
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 しましまだにがわ しましまだにだいろくごうさぼうえんてい まつもとし あづみしましま

松本砂防 砂防 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 85
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 100
しなのがわじょうりゅう たかせがわ おおかわさわ おおかわさわだいいちごう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 大川沢 大川沢第1号砂防堰堤改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 105
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 105
砂防

合計 ４箇所 395
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ 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 あづみしらほね

火山砂防 信濃川上流 梓川 奈川 梓川流域砂防設備改築 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 260
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ かなばらちくのりめんたいさく まつもとし ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 奈川 金原地区法面対策 松本市 奈川寄合渡 斜面対策工 200
火山砂防

合計 ２箇所 460

合計 ６箇所 855

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県４／７）
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 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

湯沢砂防 火山砂防 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 90
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

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 100

合計 ２箇所 190

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県 ５／７）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

松本砂防 砂防 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 210
ひめかわ ひめかわ まつかわ みなみまただいよんごうさぼうえんていかいちく きたあづみぐん はくばむら

姫川 姫川 松川 南股第4号砂防堰堤改築 北安曇郡 白馬村 砂防堰堤工 154
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 320
砂防

合計 ３箇所 684
ひめかわ ひめかわ うらかわ うらかわだいきゅう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

火山砂防 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 150
火山砂防

合計 １箇所 150

合計 ４箇所 834

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　６／７）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ みぶがわ てんりゅうがわじょうりゅうりゅういきさぼうしせつかいちく いなし

天竜川上流河川 砂防 天竜川 三峰川 天竜川上流流域砂防施設改築 伊那市 砂防堰堤工 2,133

合計 １箇所 2,133

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　７／７）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ じゅうおうざわがわ、いながわ、なしさわ あげまつかんないりゅういきさぼうしせつかいちく きそぐん あげまつまち、おおくわむら、なぎそまち

多治見砂防国道 砂防 木曾川 十王沢川、伊奈川、梨子沢 上松管内流域砂防施設改築 木曽郡 上松町、大桑村、南木曽町 砂防堰堤工 642

合計 １箇所 642

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）
備　考



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

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

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

天竜川上流河川 地すべり対策 天流川中流 下伊那郡 天龍村 平岡 こうじようどうろ

あなんちょう ひがしじょう 工事用道路

阿南町 東條 70

１箇所 70合計

所在地



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 とちくぼかわ おかやし みなと さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 栃久保川 岡谷市 湊 砂防堰堤工 10
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 かんりようどうろこう

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 管理用道路工 10

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 90
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 50
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 40
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 80
きそがわ おおさわ きそぐん おおくわむら わむら さぼうえんていこう

木曽川 大沢 木曽郡 大桑村 和村 砂防堰堤工 40
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 50
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 85
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 50
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 50
しなのがわ ちけんじさわ まつもとし ちけんじ さぼうえんていこう

信濃川 知見寺沢 松本市 知見寺 砂防堰堤工 20
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 こうじようどうろこう

信濃川 栃平沢 東筑摩郡 筑北村 栃平 工事用道路工 120
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 140
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 80

１５箇所 915

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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

砂防等事業 姫川 市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 集水ボーリング工 10

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 5

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 10

３箇所 25

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　2/2）



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 60

１箇所 60

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和元年度　第１次補正予算　補助砂防事業箇所別調書（長野県　1/1）

合計



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　１／５）
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

富士川砂防 砂防 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 100
砂防

合計 １箇所 100
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 砂防堰堤工 90
火山砂防

合計 １箇所 90

合計 ２箇所 190

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県 ２／５）
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、たかせがわ あずさがわ・たかせがわさぼうえんていぐん まつもとし、おおまちし

松本砂防 砂防 信濃川上流 梓川、高瀬川 梓川・高瀬川砂防堰堤群 松本市、大町市 砂防堰堤工 79
砂防

合計 １箇所 79
しなのがわじょうりゅう あずさがわ あずさがわさぼうえんていぐん まつもとし

火山砂防 信濃川上流 梓川 梓川砂防堰堤群 松本市 砂防堰堤工 49
火山砂防

合計 １箇所 49

合計 ２箇所 128

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県 ３／５）
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 なかつがわさぼうえんていぐん しもみのちぐん さかえむら

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 中津川砂防堰堤群 下水内郡 栄村 砂防堰堤工 26

合計 １箇所 26

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県 ４／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひめかわ ひらかわ・まつかわさぼうえんていぐん きたあづみぐん はくばむら、おたりむら

松本砂防 砂防 姫川 姫川 平川・松川砂防堰堤群 北安曇郡 白馬村、小谷村 砂防堰堤工 97
砂防

合計 １箇所 97
ひめかわ ひめかわ うらかわさぼうえんていぐん きたあづみぐん おたりむら

火山砂防 姫川 姫川 浦川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 砂防堰堤工 56
火山砂防

合計 １箇所 56

合計 ２箇所 153

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　５／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

天竜川上流河川 砂防 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 256

合計 １箇所 256

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）
備　考


