
長 野 県

水管理・国土保全局



令和2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 1,448　
な が の し いいやまし ち く ま し

長野市、飯山市、千曲市

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 870　
い な し なかがわむら

伊那市、中川村

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 360　
うえだし いいやまし のざわおんせんむら

上田市～飯山市、野沢温泉村

天竜川 天竜川上流 河川維持修繕事業 433　
たつのまち てんりゅうむら

辰野町～天龍村

（※）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 120　
お か や し

岡谷市

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 200　
な が の し

長野市

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 130　
な が の し

長野市



長野県

　令和２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 天竜川ダム統合管理 30

天竜川美和ダム 394

天竜川小渋ダム 175

河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 120

信濃川大町ダム等再編 100

水資源開発事業 木曾川味噌川ダム 46

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



長野県

　令和２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。

( 50)

河川整備事業費 50 

　治水ダム等建設事業費補助

( 50)

　　建 設 工 事 50 

( 50)

松川ダム再開発 50 生活貯水池

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

利根川水系砂防 火山砂防 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 250

合計 1 箇所 250

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　１／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ どうがさわ 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 洞ヶ沢 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
砂防
合計 1 箇所 150

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 30
火山砂防
合計 1 箇所 30

合計 2 箇所 180

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　２／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



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 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

松本砂防 砂防 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 145
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 120
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 295
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 200
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にき 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（Ⅱ期） 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 170
砂防
合計 5 箇所 930
火山砂防 しなのがわじょうりゅう あずさがわ まえかわ 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 あづみおおのがわ

信濃川上流 梓川 前川 梓川流域砂防設備改築 松本市 安曇大野川 砂防堰堤工 150
火山砂防
合計 1 箇所 150

合計 6 箇所 1,080

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　３／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



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 260
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 20
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 10

合計 3 箇所 290

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　４／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

松本砂防 砂防 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 135
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 400
砂防
合計 2 箇所 535

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 280
火山砂防
合計 1 箇所 280

合計 3 箇所 815

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　５／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

天竜川上流河川 砂防 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 300
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 200
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 200
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 200
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 300
てんりゅうがわ こしぶがわ かしおがわ かしおがわけいりゅうほぜんこう しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 鹿塩川 鹿塩川渓流保全工 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 渓流保全工 300
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 200
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 100
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 50
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 50
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 500

合計 11 箇所 2,400

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　６／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ きそがわ いたはしざわ いたはしさ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

多治見砂防国道 砂防 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 160
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 100
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 150
きそがわ 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

木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 上松町 砂防堰堤工 150

合計 4 箇所 560

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　７／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和２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）

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 150

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

地すべり対策 天流川中流 下伊那郡 天龍村 平岡 しゅうすいせいこう

あなんちょう ひがしじょう 集水井工

阿南町 東條 200

２箇所 350

所在地

天竜川上流河川

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 まえしまがわ ちのし きたおおしお さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 前島川 茅野市 北大塩 砂防堰堤工 16

てんりゅうがわ くりしろがわ しもいなぐん あちむら やごし さぼうえんていこう

天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 砂防堰堤工 23

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 45

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 5

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 5
きそがわ にごりさわがわ きそぐん おうたきむら 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 40

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 40

小計 7箇所 174

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 75
しなのがわ よじがわ みなみさくぐん さくほまち よじ えんていかいりょうこう

信濃川 余地川 南佐久郡 佐久穂町 余地 堰堤改良工 8
しなのがわ にごりかわ きたさくぐん みよたまち やかくら えんていかいりょうこう

信濃川 濁川 北佐久郡 御代田町 八ヶ倉 堰堤改良工 8

小計 3箇所 91

令和２年度　第３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　1/9）

所在地事業区分 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 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 10
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 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 10
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 10
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 10
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 3
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 10
しなのがわ おやしきのさわ うえだし しもむろが さぼうえんていこう

信濃川 御屋敷の沢 上田市 下室賀 砂防堰堤工 10
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 10
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 10
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 10
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 5
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 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 けいりゅうほぜんこう

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 渓流保全工 10
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 10

令和２年度　第３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　2/9）

所在地事業区分 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）

てんりゅうがわ や　    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 10
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 10
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 10
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 10
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 28
きそがわ ぜんめいざわ 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 10
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 10
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 10
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 10
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 5
しなのがわ たるさわがわ かみたかぐん 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 10
しなのがわ どうだいら かみたかぐん 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 10
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 10
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 10

令和２年度　第３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　3/9）

所在地事業区分 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 たくさがわ 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 5
しなのがわ じゃぬけさわ しもたかぐん 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 10
しなのがわ とだてざわ しもたかぐん 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 10
しなのがわ よこゆがわ しもたかぐん 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 10
しなのがわ ほんざわ しもたかぐん 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 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 10
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 10
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 10
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 20
しなのがわ こしのまえさわ ひがしちくまぐん おみむら かみまちにし 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 5
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 20
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 3
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 5
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 20
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 9

令和２年度　第３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　4/9）

所在地事業区分 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 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 10

小計 46箇所 478

56箇所 742合計

令和２年度　第３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　5/9）

所在地事業区分 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）

大規模特定 しなのがわ おのやま うえだし おのやま よこボーリングこう

砂防等事業 信濃川 尾野山 上田市 尾野山 横ボーリング工 10
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 しゅうすいせいこう

信濃川 沓掛 小県郡 青木村 沓掛 集水井工 42

ひめかわ くらした きたあづみぐん 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 10
ひめかわ そとさわ きたあづみぐん おたりむら そとさわ くいこう

姫川 外沢 北安曇郡 小谷村 外沢 杭工 10

小計 4箇所 72

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 よこボーリングこう

砂防等事業 信濃川 茶臼山 長野市 茶臼山 横ボーリング工 44

小計 1箇所 44

事業間連携 てんりゅうかわ ひきのた しもいなぐん おおしかむら ひきのた よこボーリングこう

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 12
てんりゅうかわ ふくしま しもいなぐん てんりゅうむら ふくしま しゅうすいせいこう

天竜川 福島 下伊那郡 天龍村 福島 集水井工 12

しなのがわ にしきょう ながのし にしきょう よこボーリングこう

信濃川 西京 長野市 西京 横ボーリング工 10
しなのがわ あさかわなんぶ ながのし あさかわなんぶ よこボーリングこう

信濃川 浅川南部 長野市 浅川南部 横ボーリング工 12

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 12
しなのがわ たかはな あづみのし 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 12

令和２年度　第３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　6/9）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 つがいけ きたあづみぐん 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 14

ひめかわ くろくら きたあづみぐん おたりむら くろくら よこぼーりんぐこう

姫川 黒倉 北安曇郡 小谷村 黒倉 横ボーリング工 12
ひめかわ いちばいちごう きたあづみぐん おたりむら いちばいちごう すいろこう

姫川 市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 水路工 12

ひめかわ おおさわ きたあづみぐん おたりむら おおさわ よこぼーりんぐこう

姫川 大沢 北安曇郡 小谷村 大沢 横ボーリング工 10
ひめかわ かんきゅう きたあづみぐん おたりむら かんきゅう よこぼーりんぐこう

姫川 神久 北安曇郡 小谷村 神久 横ボーリング工 4

ひめかわ むしお きたあづみぐん おたりむら むしお よこぼーりんぐこう

姫川 虫尾 北安曇郡 小谷村 虫尾 横ボーリング工 10
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 12

小計 13箇所 144

18箇所 260合計

令和２年度　第３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　7/9）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 28

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 80

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 80
しなのがわ そばらがわ みなみさくぐん さくほまち ひらばやし さぼうえんていこう

信濃川 曽原川 南佐久郡 佐久穂町 平林 砂防堰堤工 40

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 50

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 90

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 60

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 30

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 40

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 30

しなのがわ しぶさわかわ 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 70

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 30

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 42

15箇所 740合計

令和２年度　第３次補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（長野県　8/9）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 みなみさくぐん さくほまち おおひなた さぼうえんていこう

砂防事業 信濃川 小久保 南佐久郡 佐久穂町 大日向 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

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 50

3箇所 110合計
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所在地事業区分 水系名 渓流名



令和２年度第３次補正予算　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）

160,000 80,000

計 160,000 80,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和２年度補正予算（ゼロ国債）　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

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 50　
い な し

伊那市

信濃川 総合水系環境整備事業 94　
う え だ し

上田市

（※）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。



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 100
砂防
合計 1 箇所 100

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 70
火山砂防
合計 1 箇所 70

合計 2 箇所 170

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　１／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



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 きたあずみぐん 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 150
砂防
合計 1 箇所 150

ひめかわ ひめかわ うらかわさぼうえんていぐん きたあずみぐん 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 80
火山砂防
合計 1 箇所 80

合計 2 箇所 230

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　２／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ てんりゅうがわ 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

天竜川上流河川 砂防 天竜川 天竜川 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 てんりゅうがわ 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 天竜川 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 156

合計 2 箇所 306

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　３／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ 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

多治見砂防国道 砂防 木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 上松町 砂防堰堤工 220

合計 1 箇所 220

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　４／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



防災・安全交付金（河川事業）

長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

信濃川水系北沢川広域河川
改修事業

50,000

天竜川水系天竜川上流広域
河川改修事業

60,000

信濃川水系奈良井川広域河
川改修事業

300,000

信濃川水系黒沢川流域治水
対策河川事業

150,000

信濃川水系浅川（支川）広域
河川改修

150,000

信濃川水系千曲川（飯山）広
域河川改修事業

100,000

信濃川水系片貝川広域河川
改修事業

50,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（千曲川）

30,000

天竜川水系鴨池川広域河川
改修事業

50,000

木曽川圏域総合流域防災事
業（木曽川）

75,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（隈取川）

10,000

信濃川水系皿川広域河川改
修事業

175,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（情報基盤整備）

43,300

天竜川圏域総合流域防災事
業（情報基盤整備）

10,900

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（情報基盤整備）

18,200

木曽川圏域総合流域防災事
業（情報基盤整備）

2,600

千曲川圏域総合流域防災事
業

87,500

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業

172,500

千曲川圏域総合流域防災事
業（伐採・掘削等）

1,256,500

天竜川圏域総合流域防災事
業（伐採・掘削等）

200,000

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（伐採・掘削等）

440,000

信濃川水系依田川施設機能
向上事業

7,500

信濃川水系神川施設機能向
上事業

20,000

信濃川水系浦野川施設機能
向上事業

5,000

天竜川水系諏訪湖他施設機
能向上事業

20,000

天竜川水系駒沢川施設機能
向上事業

10,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）



天竜川水系小黒川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系棚沢川施設機能
向上事業

10,000

天竜川水系藤沢川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系四徳川施設機能
向上事業

15,000

天竜川水系田沢川施設機能
向上事業

5,000

天竜川水系土曽川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系唐沢川施設機能
向上事業

10,000

天竜川水系和知野川施設機
能向上事業

7,500

天竜川水系小川川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系壬生沢川施設機
能向上事業

7,500

天竜川水系鹿塩川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系毛賀沢川施設機
能向上事業

7,500

天竜川水系福沢川施設機能
向上事業

7,500

天竜川水系南大島川施設機
能向上事業

10,000

天竜川水系遠山川施設機能
向上事業

5,000

信濃川水系犀川（生坂村）施
設機能向上事業

75,000

信濃川水系奈良井川他施設
機能向上事業

67,500

信濃川水系高瀬川（安曇野
市）施設機能向上事業

5,000

信濃川水系穂高川施設機能
向上事業

15,000

信濃川水系高瀬川（大町市）
施設機能向上事業

50,000

姫川水系姫川施設機能向上
事業

50,000

信濃川水系雄沢川施設機能
向上事業

7,500

信濃川水系沢山川他施設機
能向上事業

17,500

信濃川水系百々川施設機能
向上事業

45,000

信濃川水系松川施設機能向
上事業

30,000

信濃川水系深沢川施設機能
向上事業

5,000

信濃川水系鮎川施設機能向
上事業

32,500

信濃川水系裾花川施設機能
向上事業

5,000

信濃川水系鳥居川施設機能
向上事業

10,000

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）

長野県



信濃川水系楠川施設機能向
上事業

2,500

信濃川水系土尻川施設機能
向上事業

2,500

信濃川水系保科川施設機能
向上事業

2,500

信濃川水系犀川（長野市）施
設機能向上事業

125,000

信濃川水系蛭川施設機能向
上事業

80,000

信濃川水系聖川施設機能向
上事業

50,000

信濃川水系夜間瀬川施設機
能向上事業

25,000

- 計 4,319,000
天竜川水系源長川応急対策
事業

60,000

裾花ダム堰堤改良事業 37,920
奥裾花ダム堰堤改良事業 76,603
豊丘ダム堰堤改良事業 19,836
奈良井ダム堰堤改良事業 76,960
古谷ダム堰堤改良事業 48,000
余地ダム堰堤改良事業 35,748

湯川ダム堰堤改良事業 30,000
横川ダム堰堤改良事業 78,000
北山ダム堰堤改良事業 10,296
水上ダム堰堤改良事業 6,766
小仁熊ダム堰堤改良事業 57,820
松川ダム堰堤改良事業 41,051

- 計 579,000

4,898,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

長野県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

所沢通常砂防事業 長野県 20,000
西沢通常砂防事業 長野県 10,000
栃木川火山砂防事業 長野県 35,750
茂沢川火山砂防事業 長野県 24,750
白岩間通常砂防事業 長野県 10,000
上手沢通常砂防事業 長野県 1,000
此入沢通常砂防事業 長野県 16,500
上平沢通常砂防事業 長野県 12,500
有坂沢通常砂防事業 長野県 35,000
四泊川通常砂防事業 長野県 5,000
くるみ沢通常砂防事業 長野県 12,500
栃久保川通常砂防事業 長野県 10,000
竹の沢川通常砂防事業 長野県 15,000
蟹沢通常砂防事業 長野県 2,500
前島川通常砂防事業 長野県 7,000
弓振川火山砂防事業 長野県 2,750
大沢川火山砂防事業 長野県 11,000
長久保沢火山砂防事業 長野県 2,750
高木二沢火山砂防事業 長野県 2,750
母沢川火山砂防事業 長野県 27,500
楡沢通常砂防事業 長野県 15,000
唐沢川通常砂防事業 長野県 25,000
瀬早川通常砂防事業 長野県 10,000
塩田川（1）通常砂防事業 長野県 10,000
中の村沢通常砂防事業 長野県 40,000
作り道沢通常砂防事業 長野県 2,500
森沢通常砂防事業 長野県 2,500
尻平沢通常砂防事業 長野県 35,000
通常砂防事業万郡沢 長野県 36,000
ゼンメイ沢通常砂防事業 長野県 15,000
田代沢通常砂防事業 長野県 12,500
青木沢通常砂防事業 長野県 5,000
海岸寺沢通常砂防事業 長野県 5,000
川鳥沢通常砂防事業 長野県 20,000
千石沢通常砂防事業 長野県 12,500
宮の入川通常砂防事業 長野県 17,500
堂の入沢通常砂防事業 長野県 10,000
母沢通常砂防事業 長野県 15,000
綿沢1通常砂防事業 長野県 10,000
二ノ沢通常砂防事業 長野県 10,000
天満南沢通常砂防事業 長野県 7,500
北和田沢通常砂防事業 長野県 35,000
名沢川通常砂防事業 長野県 5,000
普携寺沢通常砂防事業 長野県 500
蝮沢通常砂防事業 長野県 35,000
矢ノ口沢通常砂防事業 長野県 2,500
小網沢川通常砂防事業 長野県 10,000
樽沢川通常砂防事業 長野県 40,000
福沢通常砂防事業 長野県 20,000
坂田通常砂防事業 長野県 10,000
西の入通常砂防事業 長野県 27,500
上堰沢通常砂防事業 長野県 15,000
泥沢通常砂防事業 長野県 2,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）



内の巻川火山砂防事業 長野県 27,500
佛沢通常砂防事業 長野県 2,500
寒沢通常砂防事業 長野県 15,000
田草川通常砂防事業 長野県 2,500
高梨沢通常砂防事業 長野県 10,000
蛇抜沢火山砂防事業 長野県 27,500
戸立沢火山砂防事業 長野県 33,000
横湯川火山砂防事業 長野県 24,750
本沢火山砂防事業 長野県 33,000
知見寺沢通常砂防事業 長野県 32,500
芦澤通常砂防事業 長野県 32,500
小胡桃沢通常砂防事業 長野県 10,000
立峠沢通常砂防事業 長野県 15,000
塩沢通常砂防事業 長野県 20,000
越ノ前沢通常砂防事業 長野県 2,500
堂の沢通常砂防事業 長野県 60,000
ビャクボ沢通常砂防事業 長野県 2,500
長見山沢通常砂防事業 長野県 19,500
長見山沢北通常砂防事業 長野県 65,000
滝の沢通常砂防事業 長野県 55,000
段ノ原沢通常砂防事業 長野県 2,987
岡田川通常砂防事業 長野県 5,000
薬師沢通常砂防事業 長野県 2,500
矢沢通常砂防事業 長野県 10,000
袖沢通常砂防事業 長野県 5,000
千曲川圏域緊急改築事業 長野県 107,500
犀川・姫川圏域緊急改築事 長野県 135,000
天竜川圏域緊急改築事業 長野県 60,500
木曽川圏域緊急改築事業 長野県 14,000
天竜川圏域総流防砂防事業 長野県 45,000
天竜川圏域緊急改築事業 長野県 16,500
千曲川圏域緊急改築事業 長野県 78,000
犀川・姫川圏域緊急改築事 長野県 91,500
木曽川圏域緊急改築事業 長野県 4,500
秋山地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 42,750

萩地区急傾斜地崩壊対策事
業

長野県 19,000

横谷温泉地区急傾斜地崩壊
対策事業

長野県 9,500

大曽倉地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 7,125

三日町地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 7,125

鴻の田地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 25,175

中組地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 33,250

大村地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 4,750

上新町地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 95,000

中谷２号地区急傾斜地崩壊
対策事業

長野県 11,875

山崎地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 7,125

大谷町地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 2,375

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（防災・安全）（重点）



東大塚地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 22,800

竹之下地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 9,500

西峯地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 42,750

千曲川圏域緊急改築事業 長野県 107,475
犀川・姫川圏域緊急改築事 長野県 43,000
天竜川圏域緊急改築事業 長野県 68,150
木曽川圏域緊急改築事業 長野県 33,375

- 計 2,443,587
丸山沢通常砂防事業 長野県 10,000
大月川通常砂防事業 長野県 35,000
埋沢川通常砂防事業 長野県 22,500
双子池沢火山砂防事業 長野県 5,500
吹上ノ沢通常砂防事業 長野県 10,500
西之久保通常砂防事業 長野県 10,500
刈又通常砂防事業 長野県 10,500
唐沢通常砂防事業 長野県 10,500
内の山沢通常砂防事業 長野県 35,000
御屋敷の沢通常砂防事業 長野県 5,000
中之組沢通常砂防事業 長野県 7,500
真田角間川火山砂防事業 長野県 16,500
矢の沢通常砂防事業 長野県 16,000
高遠入沢通常砂防事業 長野県 22,500
栗代川通常砂防事業 長野県 31,300
井沢通常砂防事業 長野県 20,000
梅の久保沢通常砂防事業 長野県 15,000
大沢通常砂防事業 長野県 20,000
濁沢川火山砂防事業 長野県 44,000
白川火山砂防事業 長野県 33,000
御嶽山火山噴火緊急減災対
策事業

長野県 10,000

牛伏川通常砂防事業 長野県 5,000
布引沢通常砂防事業 長野県 20,000
堂平通常砂防事業 長野県 35,000
冷沢通常砂防事業 長野県 10,000
西条川通常砂防事業 長野県 10,000
濁池北沢通常砂防事業 長野県 10,000
井出川通常砂防事業 長野県 50,000
夜間瀬川火山砂防事業 長野県 2,750
滝の沢通常砂防事業 長野県 32,500
栃平沢通常砂防事業 長野県 40,000
宮沢川通常砂防事業 長野県 10,000
月岡沢通常砂防事業 長野県 1,000
一本木沢通常砂防事業 長野県 5,000
ガン沢火山砂防事業 長野県 2,750
黒川沢川火山砂防事業 長野県 2,750
ヒノミコ沢通常砂防事業 長野県 20,000
効果促進事業 長野県 12,500
島田沢通常砂防事業 長野県 2,500
瀬戸川通常砂防事業 長野県 10,000
千曲川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 389,000

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（砂防事業等）

長野県 226,500

天竜川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 76,000



木曽川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 201,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 54,250

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（情報基盤）

長野県 17,750

天竜川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 18,000

尾野山地区地すべり対策事 長野県 5,000
沓掛地区地すべり対策事業 長野県 29,000
別所地区地すべり対策事業 長野県 17,500
引の田地区地すべり対策事 長野県 21,000
福島地区地すべり対策事業 長野県 10,000
八重河内地区地すべり対策
事業

長野県 10,000

釜沢地区地すべり対策事業 長野県 98,500
西京地区地すべり対策事業 長野県 5,000
浅川南部地区地すべり対策
事業

長野県 14,000

落合地区地すべり対策事業 長野県 54,000
舟の倉地区地すべり対策事 長野県 20,000
宮の平地区地すべり対策事 長野県 43,500
大倉地区地すべり対策事業 長野県 61,000
高鼻地区地すべり対策事業 長野県 44,000
金井沢地区地すべり対策事 長野県 10,000
袖山地区地すべり対策事業 長野県 10,000
栂池地区地すべり対策事業 長野県 78,000
前沢地区地すべり対策事業 長野県 10,000
倉下地区地すべり対策事業 長野県 5,000
黒倉地区地すべり対策事業 長野県 15,500
市場１号地区地すべり対策
事業

長野県 14,000

大沢地区地すべり対策事業 長野県 5,000
神久地区地すべり対策事業 長野県 3,000
梨平地区地すべり対策事業 長野県 20,000
戸石地区地すべり対策事業 長野県 10,000
虫尾地区地すべり対策事業 長野県 5,000
外沢地区地すべり対策事業 長野県 5,000
大網地区地すべり対策事業 長野県 15,000
村山地区地すべり対策事業 長野県 69,000
裏立屋地区地すべり対策事 長野県 19,000
戸谷の腰地区地すべり対策
事業

長野県 10,000

花尾地区地すべり対策事業 長野県 10,500
下奈良井地区地すべり対策
事業

長野県 10,000

越道地区地すべり対策事業 長野県 25,000
日時地区地すべり対策事業 長野県 45,500
茶臼山地区地すべり対策事 長野県 5,000
千曲川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 20,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 9,500

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（情報基盤）

長野県 2,500

天竜川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 2,500

城山北地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 4,750

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（防災・安全）



上小寺尾地区急傾斜地崩壊
対策事業

長野県 42,750

腰越地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 9,500

神宮寺地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 28,500

大熊神宮寺地区急傾斜地崩
壊対策事業

長野県 47,500

山手町地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 2,375

上村2号地区急傾斜地崩壊
対策事業

長野県 14,250

南条地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 2,375

押出地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 2,375

塩尻町地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 7,125

中村地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 14,250

若宮地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 7,125

妻女台地区急傾斜地崩壊対
策事業

長野県 2,375

小島地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 14,250

在家地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 19,000

湯山地区急傾斜地崩壊対策
事業

長野県 9,500

西裾花台地区急傾斜地崩壊
対策事業

長野県 28,500

千曲川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 231,750

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（砂防事業等）

長野県 78,500

天竜川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 236,250

木曽川圏域総合流域防災事
業（砂防事業等）

長野県 36,000

千曲川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 9,500

犀川・姫川圏域総合流域防
災事業（情報基盤）

長野県 2,500

天竜川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）

長野県 2,500

- 計 3,375,050

5,818,637合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

犀川安曇野流域　安曇野処
理区　管渠等　地震対策

長野県 15,000

犀川安曇野流域　安曇野処
理区　処理場　地震対策

長野県 10,000

諏訪湖流域　豊田処理区
管渠等　地震対策

長野県 62,650

諏訪湖流域　豊田処理区
処理場　地震対策

長野県 20,000

諏訪湖流域　豊田処理区
処理場　流域治水対策

長野県 8,350

千曲川流域　下流処理区
処理場　地震対策

長野県 33,000

千曲川流域　上流処理区
管渠等　地震対策

長野県 5,000

千曲川流域　上流処理区
処理場　地震対策

長野県 218,457

長野市　下流処理区　管渠
等　流域治水対策

長野市 15,000

長野市　鬼無里処理区　処
理場　地震対策

長野市 19,800

長野市　上流処理区　管渠
等　流域治水対策

長野市 32,800

長野市　東部処理区　管渠
等　地震対策

長野市 27,000

長野市　東部処理区　管渠
等　流域治水対策

長野市 10,000

長野市　東部処理区ほか
処理場　地震対策

長野市 118,200

松本市　宮渕処理区　管渠
等　地震対策

松本市 100,000

松本市　両島処理区　処理
場　地震対策

松本市 10,500

上田市　上田処理区　ポンプ
場　地震対策

上田市 20,000

上田市　西内処理区　管渠
等　地震対策

上田市 7,500

上田市　別所温泉処理区
処理場　地震対策

上田市 10,000

岡谷市　豊田処理区　管渠
等　地震対策

岡谷市 67,500

飯田市　全処理区　管渠等
地震対策

飯田市 40,000

飯田市　飯田処理区　処理
場　地震対策

飯田市 8,400

伊那市　伊那　処理場　地震
対策

伊那市 38,500

駒ヶ根市　駒ヶ根処理区　処
理場　地震対策

駒ヶ根市 17,500

中野市　中野処理区　処理
場　地震対策

中野市 10,000

大町市　大町処理区　管渠
等　流域治水対策

大町市 7,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）



防災・安全交付金（下水道事業）

長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

飯山市　飯山処理区　ポンプ
場　地震対策

飯山市 6,000

飯山市　飯山処理区　処理
場　地震対策

飯山市 1,500

塩尻市　塩尻処理区　管渠
等　地震対策

塩尻市 10,000

塩尻市　塩尻処理区　処理
場　地震対策

塩尻市 77,000

塩尻市　田川左岸４号　管渠
等　流域治水対策

塩尻市 30,000

佐久市　佐久処理区　処理
場　地震対策

佐久市 20,000

佐久市　望月処理区　処理
場　地震対策

佐久市 17,450

南牧村　海尻処理区　処理
場　地震対策

南牧村 1,900

南牧村　海尻処理区他　処
理場　地震対策

南牧村 12,000

軽井沢町　軽井沢処理区ほ
か　管渠等　地震対策

軽井沢町 12,700

御代田町　全処理区　処理
場　地震対策

御代田町 5,000

立科町　立科処理区　処理
場　地震対策

立科町 14,500

下諏訪町　豊田処理区　ポ
ンプ場　地震対策

下諏訪町 8,200

下諏訪町　豊田処理区　管
渠等　地震対策

下諏訪町 21,000

辰野町　辰野処理区　ポンプ
場　地震対策

辰野町 17,200

箕輪町　箕輪処理区　処理
場　地震対策

箕輪町 7,128

南箕輪村　中部処理区　管
渠等　地震対策

南箕輪村 2,300

南箕輪村　中部処理区　処
理場　地震対策

南箕輪村 14,000

高森町　高森処理区　管渠
等　地震対策

高森町 3,500

上松町　上松処理区　管渠
等　地震対策

上松町 6,200

木曽町　木曽福島処理区他
管渠等　地震対策

木曽町 12,500

山形村　山形処理区　処理
場　地震対策

山形村 4,000

信濃町　野尻処理区　処理
場　地震対策

信濃町 38,500

- 計 1,275,235



防災・安全交付金（下水道事業）

長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

岡谷市　豊田処理区　管渠
等　地震対策

岡谷市 12,500

飯田市　飯田処理区　管渠
等　地震対策

飯田市 10,500

諏訪市　第19,7,17-8処理分
区　管渠等　地震対策

諏訪市 15,000

伊那市　伊那　管渠等　流域
治水対策

伊那市 7,300

中野市　中野処理区　処理
場　地震対策

中野市 10,000

朝日村　朝日処理区　処理
場　流域治水対策

朝日村 3,300

- 計 58,600

1,333,835

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



長野県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 長野県 31,832
下水道施設の整備 小諸市 120,000
下水道施設の整備 塩尻市 9,900
下水道施設の整備 高森町 500
下水道施設の整備 飯綱町 35,000

- 計 197,232
197,232

令和２年度第三次補正予算　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）

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

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


