
長 野 県

水管理・国土保全局



令和２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 1,995　 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

、飯山市
い い や ま し

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 1,801　 中川村
なかがわむら

、飯田市
い い だ し

、松川
まつかわ

町
まち

、箕輪
み の わ

町
まち

、辰野町
た つ の ま ち

、飯島町
いいじままち

信濃川 千曲川 河川工作物関連応急対策事業 157　 中野市
な か の し

信濃川 総合水系環境整備事業 349　
≪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

、上田市
う え だ し

、小布施町
 お    ぶ   せ ま ち

天竜川 総合水系環境整備事業 31　 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。



令和２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

信濃川 黒沢川 事業間連携河川事業 150　 安曇野市
あ づ み の し

天竜川 塚間川 事業間連携河川事業 290　 岡谷市
お か や し

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 350　 長野市
な が の し

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 128　 長野市
な が の 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 2,362 2,570

信濃川大町ダム等再編 369 431

堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 670 716



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。

( 803)

河川整備事業費 803 

　河川総合開発事業費補助

( 0)

　　建設工事 0 

( 0)

角間ダム 0 ※１

　治水ダム等建設事業費補助

( 518)

　　建設工事 518 

( 518)

松川ダム再開発 518 生活貯水池

( 286)

　　実施計画調査 286 

( 286)

裾花川流域ダム再生 286 裾花ダム、奥裾花ダム

(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



令和２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 203
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 426
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 122
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 122

　

　

　

合計 ４箇所 873

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２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 34
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 238
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 170
砂防

合計 ３箇所 442
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 184
火山砂防

合計 １箇所 184

合計 ４箇所 626

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２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 9
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 9
しなのがわじょうりゅう あずさがわ かまがふちさぼうえんていけいがんかいちく まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 釜ヶ渕砂防堰堤渓岸改築 松本市 安曇上高地 斜面対策工 106
しなのがわじょうりゅう あずさがわ かすみざわ かすみざわだいに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 56
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

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 あずさがわ くろかわ はたくろかわかりゅうだいにごうさぼうえんてい まつもとし はた

信濃川上流 梓川 黒川 波田黒川下流第２号砂防堰堤 松本市 波田 砂防堰堤工 106
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 191
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 42
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 141
しなのがわじょうりゅう たかせがわ おおつめたさわ おおつめたじょう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 大冷沢 大冷上流砂防堰堤 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 107
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 9
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ かごかわだいさんごうかりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 篭川第３号下流砂防堰堤 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 85
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ かごかわだいいちごうかりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 篭川第１号下流砂防堰堤 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 107
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かしまがわかりゅうとこがためこうぐんかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 鹿島川下流床固工群改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 108
しなのがわじょうりゅう たかせがわ 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 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 169
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 57
砂防

合計 １７箇所 1,318

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２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 さかいがわ さかいがわけいりゅうほぜんこうにき まつもとし ながわよりあいど

松本砂防 火山砂防 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 110
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 104
しなのがわじょうりゅう あずさがわ しょうじがわせがわ ゆかわりゅういきさぼうせつびかいちく まつもとし あづみしらほね

信濃川上流 梓川 障子川瀬川 湯川流域砂防設備改築 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 105
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 105
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 105
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 ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 奈川 梓川流域砂防設備改築 松本市 奈川寄合渡 砂防堰堤工 105
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 ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 奈川 奈川流域砂防堰堤群 松本市 奈川寄合渡 砂防堰堤工 106
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 19
火山砂防

合計 ８箇所 759

合計 ２５箇所 2,077

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２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 こあかさわ 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

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 小赤沢 中津川上流域砂防堰堤改築 下水内郡 栄村 小赤沢 砂防堰堤工 170
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 290
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 154

合計 ３箇所 615

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２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

松本砂防 砂防 姫川 平川 姫川砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 砂防堰堤工 214
ひめかわ ひめかわ くるまがわらゆうさち きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 来馬河原遊砂地 北安曇郡 小谷村 北小谷 遊砂地 208
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 72
ひめかわ ひらかわ くずれさわ 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 ほくじょう

姫川 平川 崩沢 平川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 277
ひめかわ ひらかわ まえくずれさわ 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

姫川 平川 前崩沢 前崩沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 202
ひめかわ ひらかわ むめいさわ むめいさわさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら かみしろ

姫川 平川 無名沢 無名沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 神城 砂防堰堤工 104
ひめかわ まつかわ きたまた 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 ほくじょう

姫川 松川 北股 松川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 142
ひめかわ まつかわ きたまた 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 松川 北股 猿倉砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 84
ひめかわ まつかわ ゆのいりさわ ゆのいりさわさぼうえんていぐん きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 湯ノ入沢 湯ノ入沢砂防堰堤群 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 107
ひめかわ まつかわ みなみまた 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 ほくじょう

姫川 松川 南股 南股第４号砂防堰堤改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 27
ひめかわ まつかわ そでがらさわ そでがら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

姫川 松川 袖ガラ沢 袖ガラ沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 146
ひめかわ ねちがわ おおくぼがわ 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 根知川 大久保川 大久保川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 119
砂防

合計 １２箇所 1,702
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

火山砂防 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 196
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

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 198
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

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 200
ひめかわ うらかわ 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 浦川 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 169
ひめかわ うらかわ いたくらさわ いた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 浦川 板倉沢 板倉沢砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 84
火山砂防

合計 ５箇所 847

合計 １７箇所 2,549

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２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 180
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 200
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 160
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 200
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 190
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 6
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 90
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 302
てんりゅうがわ みぶがわ しおさわ しおさわだいにさぼうえんてい 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 12
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 160
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 12
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 150
てんりゅうがわ こしぶがわ たきさわ たきさわだいにさぼうえんてい 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 80
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 12
てんりゅうがわ こしぶがわ ぜにさわ ぜにさわさぼうえんてい かみいなぐん なかがわむら おおくさ

天竜川 小渋川 銭沢 銭沢砂防堰堤 上伊那郡 中川村 大草 砂防堰堤工 12
てんりゅうがわ こしぶがわ えだくぼさわ えだくぼさわさぼうえんてい かみいなぐん なかがわむら おおくさ

天竜川 小渋川 枝久保沢 枝久保沢砂防堰堤 上伊那郡 中川村 大草 砂防堰堤工 12
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 98
てんりゅうがわ おおたぎりがわ くろかわ くろかわだいよんさぼうえんてい 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 98

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２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 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

天竜川上流河川 砂防 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 12
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 200
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 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 160
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にさぼうえんてい 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 156
てんりゅうがわ とおやまがわ やなさわ やなさわさだいにさぼうえんてい 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 221
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 180
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 12
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 150
てんりゅうがわ とおやまがわ いけぐちがわ いけぐちがわだいにさぼうえんてい 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 123
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 12
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 12
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ こおろしだいさんさぼうえんてい 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 74
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 147
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 6
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 2,024

合計 ３４箇所 5,480

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２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 28
きそがわ きそがわ じゅうおうざわ じゅうおうざわだいさんさぼうえんてい きそぐん あげまつまち おがわ

木曾川 木曾川 十王沢 十王沢第３砂防堰堤 木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 21
きそがわ きそがわ じゅうおうざわ あげまつかんないさぼうしせつかいちく きそぐん あげまつまち おがわ

木曾川 木曾川 十王沢 上松管内砂防施設改築 木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 612
きそがわ きそがわ いたはしざわ いたはしざわだいいちさぼうえんてい 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 209
きそがわ きそがわ おおさわ おおさわだいいちさぼうえんてい 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 26
きそがわ なめかわ なめかわ なめかわかりゅうとこがためこうぐん きそぐん あげまつまち おぎはら

木曾川 滑川 滑川 滑川下流床固工群 木曽郡 上松町 荻原 床固工 21
きそがわ いながわ こすもがわ こすもがわだいさんさぼうえんてい 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 245
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 ながの

木曾川 木曾川 下洞沢 下洞沢砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 170
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 のじり

木曾川 木曾川 下在砂防堰堤工群 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 133
きそがわ きそがわ おおた おおただいいちさぼうえんてい 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 さるさわだいいちさぼうえんてい 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 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 あららぎがわ かつらがわ かつらがわだいいちさぼうえんてい 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 39
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 150
きそがわ あららぎがわ じぞうさわ じぞうさわだいいちさぼうえんてい 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 125
きそがわ よがわ よがわ よがわだいいちさぼうえんてい 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 25

合計 １６箇所 1,867

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2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 備考

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 しゅうすいせいこう

地すべり対策 此田 飯田市 南信濃八重河内 集水井工 90

てんりゅうむら ひらおか

てんりゅうがわちゅうりゅう しもいなぐん 天龍村 平岡 よこ　　　　　　　　　　　こう

地すべり対策 天竜川中流 下伊那郡 あなんちょう ひがしじょう 横ボーリング工

阿南町 東條 540

２箇所 630合計

天竜川上流河川

所在地



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 まえしまがわ ちのし きたおおしお ゆうさちこう

砂防等事業 天竜川 前島川 茅野市 北大塩 遊砂地工 20
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 けいりゅうほぜんこう

天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 渓流保全工 60
てんりゅうがわ こいけさわ いいだし わだ さぼうえんていこう

天竜川 小池沢 飯田市 和田 砂防堰堤工 20
しなのがわ せんごくさわ まつもとし なかやま さぼうえんていこう

信濃川 千石沢 松本市 中山 砂防堰堤工 50
しなのがわ ほとけさわ ながのし さいさわ さぼうえんていこう

信濃川 佛沢 長野市 犀沢 砂防堰堤工 20
しなのがわ しまんたさわ かみみのちぐん おがわむら ふきばたけ さぼうえんていこう

信濃川 島田沢 上水内郡 小川村 蕗畑 砂防堰堤工 50
きそがわ にごりさわがわ きそぐん おおたきむら やながせ さぼうえんていこう

木曽川 濁沢川 木曽郡 王滝村 柳ヶ瀬 砂防堰堤工 200
きそがわ しらかわ きそぐん きそまち しらかわ さぼうえんていこう

木曽川 白川 木曽郡 木曽町 白川 砂防堰堤工 50

小計 8箇所 470

大規模更新 てんりゅうがわ かくみょうかわ ちのし とよひら えんていかいりょうこう

砂防等事業 天竜川 角名川 茅野市 豊平 堰堤改良工 80
てんりゅがわ げんがさわ かみいなぐん みのわまち みっかまち えんていかいりょうこう

天竜川 玄ヶ沢 上伊那郡 箕輪町 三日町 堰堤改良工 20

小計 2箇所 100

事業間連携 しなのがわ ところざわ 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 56
しなのがわ まるやまさわ さくし まるやま さぼうえんていこう

信濃川 丸山沢 佐久市 丸山 砂防堰堤工 30
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 くりゅうがわ さぼうえんていこう

信濃川 大森沢 南佐久郡 南相木村 栗生川 砂防堰堤工 10
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 20
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 100
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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）

しなのがわ わでさわ うえだし べっしょ さぼうえんていこう

信濃川 上手沢 上田市 別所 砂防堰堤工 30
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 40
しなのがわ おやしきさわ うえだし しもむろが さぼうえんていこう

信濃川 御屋敷沢 上田市 下室賀 砂防堰堤工 130
しなのがわ よどまりがわ ちいさがたぐん ながわまち よどまり さぼうえんていこう

信濃川 四泊川 小県郡 長和町 四泊 砂防堰堤工 40
しなのがわ くるみさわ ちいさがたぐん ながわまち かみわだ さぼうえんていこう

信濃川 くるみ沢 小県郡 長和町 上和田 砂防堰堤工 35
てんりゅうがわ とちくぼがわ おかやし みなと さぼうえんていこう

天竜川 栃久保川 岡谷市 湊 砂防堰堤工 40
てんりゅうがわ がんさわ おかやし みさわ さぼうえんていこう

天竜川 蟹沢 岡谷市 三沢 砂防堰堤工 40
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 120
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 60
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 90
てんりゅうがわ たかとおいりさわ かみいなぐん いいじままち たかとおばら さぼうえんていこう

天竜川 高遠入沢 上伊那郡 飯島町 高遠原 砂防堰堤工 42
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 100
てんりゅうがわ おおこがわ しもいなぐん やすおかむら ぬくた さぼうえんていこう

天竜川 大古川 下伊那郡 泰阜村 温田 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 60
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 120
きそがわ ぜんめいさわ 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 50
きそがわ おおさわ きそぐん きそまち わむら さぼうえんていこう

木曽川 大沢 木曽郡 木曽町 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 70
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 90
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事業区分 水系名 渓流名 所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

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 40
しなのがわ やのくちさわ ちくまし くらしな さぼうえんていこう

信濃川 矢ノ口沢 千曲市 倉科 砂防堰堤工 20
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 100
しなのがわ どうだいら かみたかいぐん たかやまむら てんじんばら さぼうえんていこう

信濃川 堂平 上高井郡 高山村 天神原 砂防堰堤工 10
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 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 40
しなのがわ たくさかわ いいやまし しずま さぼうえんていこう

信濃川 田草川 飯山市 静間 砂防堰堤工 20
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 60
しなのがわ あしざわ ひがしちくまぐん おみむら ねお さぼうえんていこう

信濃川 芦澤 東筑摩郡 麻績村 根尾 砂防堰堤工 50
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 120
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 350
しなのがわ こしのまえさわ ひがしちくまぐん おみむら かんまちにし さぼうえんていこう

信濃川 越ノ前沢 東筑摩郡 麻績村 上町西 砂防堰堤工 10
しなのがわ ひのきさわ ひがしちくまぐん おみむら かみいくさか さぼうえんていこう

信濃川 桧沢 東筑摩郡 麻績村 上生坂 砂防堰堤工 15
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 120
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 さぼうえんていこう

姫川 月岡沢 北安曇郡 小谷村 月岡 砂防堰堤工 130
ひめかわ びゃくぼさわ きたあずみぐん はくばむら かみしろ さぼうえんていこう

姫川 ビャクボ沢 北安曇郡 白馬村 神城 砂防堰堤工 60
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 さぼうえんていこう

姫川 長見山沢北 北安曇郡 白馬村 佐野北 砂防堰堤工 60
しなのがわ だんのはらさわ ながのし こまつばら さぼうえんていこう

信濃川 段ノ原沢 長野市 小松原 砂防堰堤工 20
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

水系名 渓流名 所在地
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事業区分



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

しなのがわ とちぎがわ こもろし ひしだいら さぼうえんていこう

信濃川 栃木川 小諸市 菱平 砂防堰堤工 40
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 さぼうえんていこう

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 砂防堰堤工 20
せきかわ うちのまきがわ かみみのちぐん しなのまち ふるみ さぼうえんていこう

関川 内の巻川 上水内郡 信濃町 古海 砂防堰堤工 20
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 さぼうえんていこう

信濃川 蛇抜沢 下高井郡 野沢温泉村 虫生 砂防堰堤工 40
しなのがわ とだてざわ しもたかいぐん きじまだいらむら うわせんごく さぼうえんていこう

信濃川 戸立沢 下高井郡 木島平村 上千石 砂防堰堤工 30
しなのがわ よこゆがわ 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 250
しなのがわ ほんざわ しもたかいぐん のざわおんせんむら とよさと さぼうえんていこう

信濃川 本沢 下高井郡 野沢温泉村 豊郷 砂防堰堤工 40
ひめかわ つがいけざわ 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 100
ひめかわ きたゆばらさわ きたあずみぐん おたりむら ゆばら 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 20

小計 52箇所 3,318

62箇所 3,888

事業区分 水系名 渓流名 所在地
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合計



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 しなのがわ おのやま うえだし おのやま しゅうすいせいこう

砂防等事業 信濃川 尾野山 上田市 尾野山 集水井工 20
しなのがわ くつかけ ちいさがたぐん あおきむら くつかけ 　　　　　　　　こう

信濃川 沓掛 小県郡 青木村 沓掛 アンカー工 80
しなのがわ おいだいら ながのし こてや よこ　　　　　　　　　　　こう

信濃川 追平 長野市 小手屋 横ボーリング工 50
しなのがわ ほうじ かみみのちぐん おがわむら ほうじ しゅうすいせいこう

信濃川 法地 上水内郡 小川村 法地 集水井工 100
ひめかわ くらした きたあずみぐん はくばむら くらした しゅうすいせいこう

姫川 倉下 北安曇郡 白馬村 倉下 集水井工 45
ひめかわ はっぽういわ きたあずみぐん おたりむら はっぽういわ おさ　　もりど　こう

姫川 八方岩 北安曇郡 小谷村 八方岩 押え盛土工 115
ひめかわ そとざわ きたあずみぐん おたりむら そとざわ しゅうすいせいこう

姫川 外沢 北安曇郡 小谷村 外沢 集水井工 40

小計 ７箇所 450

大規模更新 しなのがわ ちゃうすやま ながのし ちゃうすやま よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 信濃川 茶臼山 長野市 茶臼山 横ボーリング工 60

小計 １箇所 60

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 100
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 20
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 50
しなのがわ にしきょう ながのし にしきょう よこ　　　　　　　　　　　こう

信濃川 西京 長野市 西京 横ボーリング工 50
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 50
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 50
しなのがわ たかはな あずみのし たかはな よこ　　　　　　　　　　　こう

信濃川 高鼻 安曇野市 高鼻 横ボーリング工 30
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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）

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 よこ　　　　　　　　　　　こう

姫川 峯方下 北安曇郡 白馬村 峯方下 横ボーリング工 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 いちばいちごう きたあずみぐん おたりむら いちばいちごう よこ　　　　　　　　　　　こう

姫川 市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 横ボーリング工 40
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 35
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
ひめかわ むしお きたあずみぐん おたりむら むしお よこ　　　　　　　　　　　こう

姫川 虫尾 北安曇郡 小谷村 虫尾 横ボーリング工 50

小計 14箇所 795

合計 22箇所 1,305
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事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 しなのがわ いわしたさわ さくし かすが さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 信濃川 岩下沢 佐久市 春日 砂防堰堤工 10
しなのがわ にしやまさわ さくし たぐち さぼうえんていこう

信濃川 西山沢 佐久市 田口 砂防堰堤工 30
しなのがわ あかや さくし あかや さぼうえんていこう

信濃川 赤谷 佐久市 赤谷 砂防堰堤工 30
しなのがわ そばらかわ みなみさくぐん さくほまち そばら さぼうえんていこう

信濃川 曽原川 南佐久郡 佐久穂町 曽原 砂防堰堤工 20
しなのがわ たかやま みなみさくぐん さくほまち こや さぼうえんていこう

信濃川 高山 南佐久郡 佐久穂町 古谷 砂防堰堤工 30
しなのがわ うるしいりさわ みなみさくぐん さくほまち こや さぼうえんていこう

信濃川 漆入沢 南佐久郡 佐久穂町 古谷 砂防堰堤工 30
しなのがわ もざわ うえだし もざわ さぼうえんていこう

信濃川 茂沢 上田市 茂沢 砂防堰堤工 40
しなのがわ うめのきさわ うえだし ひらい さぼうえんていこう

信濃川 梅ノ木沢 上田市 平井 砂防堰堤工 20
しなのがわ くりやまさわ うえだし あらや さぼうえんていこう

信濃川 栗山沢 上田市 新屋 砂防堰堤工 30
しなのがわ みきりさわ うえだし こくぞう さぼうえんていこう

信濃川 見切沢 上田市 虚空蔵 砂防堰堤工 40
しなのがわ むかいさわ うえだし むかい さぼうえんていこう

信濃川 向井沢 上田市 向井 砂防堰堤工 30
しなのがわ やまぶきさわ ちいさがたぐん ながわまち こもがや さぼうえんていこう

信濃川 山吹沢 小県郡 長和町 小茂谷 砂防堰堤工 20
しなのがわ しぶさわがわ うえだし しぶさわ さぼうえんていこう

信濃川 渋沢川 上田市 渋沢 砂防堰堤工 40
しなのがわ おおさわ うえだし いいぬま さぼうえんていこう

信濃川 大沢 上田市 飯沼 砂防堰堤工 20
しなのがわ ささだいらさわ ながのし わかほほしな さぼうえんていこう

信濃川 笹平沢 長野市 若穂保科 砂防堰堤工 40

15箇所 430

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（長野県　7/8）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 しなのがわ こくぼさわ みなみさくぐん さくほまち こくぼ さぼうえんていこう

砂防事業 信濃川 小久保沢 南佐久郡 佐久穂町 小久保 砂防堰堤工 30
しなのがわ わくまがわ うえだし おおひなた さぼうえんていこう

信濃川 和熊川 上田市 大日向 砂防堰堤工 30
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

木曽川 杣沢 木曽郡 木祖村 原村 砂防堰堤工 20
しなのがわ いでがわ 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 200
しなのがわ たまねさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら たまね さぼうえんていこう

信濃川 玉根沢 東筑摩郡 筑北村 玉根 砂防堰堤工 30

5箇所 310

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（長野県　8/8）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：長野県 （単位：千円）

飯山地区大規模雨水処理施設整備事
業

飯山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

200,000 100,000

計 200,000 100,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



長野県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

天竜川水系釜口水門特定構
造物改築事業

40,000

天竜川水系源長川応急対策
事業

50,000

裾花ダム堰堤改良事業 22,200

豊丘ダム堰堤改良事業 28,300

奈良井ダム堰堤改良事業 15,700

奥裾花ダム堰堤改良事業 11,800

古谷ダム堰堤改良事業 2,800

余地ダム堰堤改良事業 1,800

湯川ダム堰堤改良事業 7,600

内村ダム堰堤改良事業 4,200

金原ダム堰堤改良事業 6,100

横川ダム堰堤改良事業 2,000

北山ダム堰堤改良事業 700

水上ダム堰堤改良事業 5,800

小仁熊ダム堰堤改良事業 5,000

204,000 0

信濃川水系浅川浸水対策重
点地域緊急事業

長野県 175,000

175,000 0

2,555,000 2,144,000

2,934,000 2,144,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
長野市豊野地区における総合内水対策の推進（防
災・安全）（重点） 小計

[重点計画]
ハードとソフトが一体となった総合的な治水対策の
推進（防災・安全）（重点）

小計

[一般計画]
ハードとソフトが一体となった総合的な治水対策の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

長野県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



長野県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

諏訪湖　統合河川環境整備事
業（水環境）

54,000

諏訪湖　統合河川環境整備事
業（水辺整備）

7,000

61,000

14,000

75,000 0

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

長野県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
心潤う信州の河川環境整備(重点)

小計

[一般計画]　心潤う信州の河川環境整備

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。



長野県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

西沢通常砂防事業 15,000 15,000

茂沢川火山砂防事業 11,000

上平沢通常砂防事業 49,000 49,000

有坂沢通常砂防事業 40,000 40,000

竹の沢川通常砂防事業 30,000 30,000

長久保沢火山砂防事業 11,000

高木二沢火山砂防事業 11,000

弓振川火山砂防事業 11,000

母沢川火山砂防事業 16,500

瀬早川通常砂防事業 10,000

塩田川（1）通常砂防事業 10,000

作り道沢通常砂防事業 5,000

森沢通常砂防事業 10,000

南洞沢通常砂防事業 15,000 15,000

岩戸沢通常砂防事業 25,000 25,000

田代沢通常砂防事業 15,000

青木沢通常砂防事業 10,000

宮の入川通常砂防事業 25,000 25,000

堂の入沢通常砂防事業 5,000

母沢通常砂防事業 12,500 12,500

綿沢通常砂防事業 7,500

天満南沢通常砂防事業 10,000

北和田沢通常砂防事業 50,000 50,000

ヤナバ沢1通常砂防事業 5,000

名沢川通常砂防事業 83,375 83,375

普携寺沢通常砂防事業 5,000

蝮沢通常砂防事業 19,750

小網沢川通常砂防事業 15,000

福沢通常砂防事業 30,000 30,000

東とや通常砂防事業 2,500 2,500

上堰沢通常砂防事業 5,000

泥沢通常砂防事業 5,000

小胡桃沢通常砂防事業 20,000 20,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



前ヶ沢通常砂防事業 5,000 5,000

立峠沢通常砂防事業 55,000 55,000

塩沢通常砂防事業 15,000 15,000

長見山沢通常砂防事業 25,000 25,000

滝の沢通常砂防事業 30,000 30,000

西之入川通常砂防事業 15,000

滝の沢通常砂防事業 5,000 5,000

岡田川通常砂防事業 30,000 30,000

薬師沢通常砂防事業 40,000 40,000

北原沢通常砂防事業 5,000

袖沢通常砂防事業 50,000 50,000

南沢通常砂防事業 40,000 40,000

宮沢川通常砂防事業 35,000 35,000

前山沢通常砂防事業 68,000 68,000

白岩間通常砂防事業 2,500

辛抱洞通常砂防事業 11,000 11,000

日影沢通常砂防事業 5,000 5,000

柄木沢緊急改築事業 10,000

藤沢通常砂防事業 1,000 1,000

園原川緊急改築事業 5,000

鳴沢川緊急改築事業（安曇野市） 50,000 50,000

岩井堂沢緊急改築事業 5,000 5,000

鳴沢川緊急改築事業（白馬村） 5,000 5,000

島田沢緊急改築事業 20,000 20,000

余地川緊急改築事業 15,000 15,000

濁川緊急改築事業 15,000 15,000

真田角間川緊急改築事業 5,000

中口沢川緊急改築事業 15,000 15,000

男埵川緊急改築事業 15,000 15,000

ニゴリ沢緊急改築事業 30,000 30,000

中房川緊急改築事業 50,000 50,000

烏川緊急改築事業 55,000 55,000

松川緊急改築事業 25,000 25,000

横湯川緊急改築事業 20,000 20,000

裏濁沢緊急改築事業 40,000 40,000

千曲川圏域長寿命化計画策定 37,500

犀川・姫川圏域長寿命化計画策定 40,000

天竜川圏域長寿命化計画策定 30,000

木曽川圏域長寿命化計画策定 7,500

天竜川圏域一円緊急改築事業 15,000 15,000

[重点計画]
ハードとソフトが一体となった総合的な減災対策の

推進（重点）

長野県



千曲川圏域一円緊急改築事業 5,000 5,000

犀川・姫川圏域一円緊急改築事業 45,000 45,000

千曲川圏域長寿命化計画策定 60,500

犀川・姫川圏域長寿命化計画策定 32,500

天竜川長寿命化計画策定 7,000

上土岩急傾斜地崩壊対策事業 19,000 19,000

宮ノ平急傾斜地崩壊対策事業 23,750 23,750

秋山急傾斜地崩壊対策事業 28,500 28,500

小之入急傾斜地崩壊対策事業 42,750 42,750

萩急傾斜地崩壊対策事業 23,750 23,750

横谷温泉急傾斜地崩壊対策事業 104,500 104,500

鴻の田急傾斜地崩壊対策事業 33,250 33,250

中組急傾斜地崩壊対策事業 47,500 47,500

大村急傾斜地崩壊対策事業 23,750 23,750

上新町急傾斜地崩壊対策事業 28,500 28,500

折戸急傾斜地崩壊対策事業 33,250 33,250

網掛2号急傾斜地崩壊対策事業 40,375 40,375

犀川・姫川圏域緊急改築事業 57,000 57,000

中谷2号急傾斜地崩壊対策事業 9,500

大谷町急傾斜地崩壊対策事業 2,375

東大塚急傾斜地崩壊対策事業 14,250

竹之下急傾斜地崩壊対策事業 9,500

西峯急傾斜地崩壊対策事業 14,250

千曲川圏域緊急改築事業 28,500

天竜川圏域緊急改築事業 14,250

木曽川圏域緊急改築事業 14,250

千曲川圏域長寿命化計画策定 28,000

天竜川圏域長寿命化計画策定 61,000

犀川・姫川圏域長寿命化計画策定 61,000

2,455,375 1,743,250

1,889,702 974,250

4,345,077 2,717,500合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　ハードとソフトが一体となった総合的な減災対策の推進

小計

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



長野県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
長野県「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の推進による、
安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）

長野県、長野市、松本市、上田
市、岡谷市、飯田市、諏訪市、
須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ
根市、中野市、大町市、飯山
市、茅野市、塩尻市、佐久市、
千曲市、東御市、安曇野市、南
牧村、軽井沢町、御代田町、立
科町、青木村、長和町、下諏訪
町、辰野町、箕輪町、飯島町、
南箕輪村、宮田村、松川町、阿
智村、喬木村、豊丘村、上松
町、南木曽町、木祖村、大桑
村、木曽町、麻績村、山形村、
朝日村、池田町、松川村、白馬
村、小谷村、野沢温泉村、信濃
町、飯綱町、川西保健衛生施設
組合、南佐久環境衛生組合、川
上村、高森町、小川村

3,442,737 468,028

上田市 23,000 16,000

岡谷市 37,500 37,500

飯田市 16,500 13,000

諏訪市 36,000 0

伊那市 4,000 2,240

茅野市 300,000 0

塩尻市 67,550 26,628

木曽町 22,000 0

計 506,550 95,368

[重点計画]　塚間川流域浸水被害対策プラン（防災・安全）（重点計画） 岡谷市 20,000 12,000

3,969,287 575,396

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

[重点計画]
長野県「水循環・資源循環のみち２０１５構想」の推進による、
安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



長野県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
長野県「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の推進による、
安全・安心な暮らしの実現

長野県、長野市、松本市、上田市、岡谷
市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊
那市、駒ヶ根市、大町市、飯山市、茅野
市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安
曇野市、軽井沢町、御代田町、下諏訪町、
富士見町、辰野町、箕輪町、高森町、阿智
村、喬木村、上松町、麻績村、朝日村、坂
城町、飯綱町、南佐久環境衛生組合、中
野市、松川町、南箕輪村、宮田村

1,447,041 0

1,447,041 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


