
新 潟 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

荒川 荒川 一般河川改修事業 336　
むらかみし せきかわむら

村上市、関川村

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 1,129　
にいがたし あ が の し ご せ ん し

新潟市、阿賀野市、五泉市

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 2,776　
にいがたし たがみまち

新潟市、田上町

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 9,962　
ながおかし つばめし お ぢ や し うおぬまし

長岡市、燕市、小千谷市、魚沼市

姫川 姫川 一般河川改修事業 530　
い と い が わ し

糸魚川市

荒川 荒川 河川維持修繕事業 83　
せきかわむら かこう

関川村～河口

阿賀野川 阿賀野川 河川維持修繕事業 228　
あがのし かこう

阿賀野市～河口

信濃川 信濃川下流 河川維持修繕事業 449　
つばめし ながおかし かこう

燕市、長岡市～河口

信濃川 信濃川 河川維持修繕事業 554　
とおかまちし ながおかし

十日町市～長岡市

関川 関川 河川維持修繕事業 202　
じょうえつし かこう

上越市～河口

（※）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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 信濃川 河川災害復旧等関連緊急事業 1,800　
つなんまち

津南町

鵜川 鵜川 事業間連携河川事業 120　
かしわざきし

柏崎市



新潟県

　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 荒川大石ダム 138

信濃川三国川ダム 20

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわかりゅうとこがためこうぐん みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川下流床固工群 南魚沼郡 湯沢町 土樽 床固工 535
しなのがわかりゅう うおのがわ まつかわいりかわ まつかわいりかわけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 松川入川 松川入川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 土樽 渓流保全工 20
しなのがわかりゅう うおのがわ ひのまたたに ひのまたたにさぼうえんてい みなみうおぬまぐん ゆざわまち つちだる

信濃川下流 魚野川 檜ノ又谷 檜ノ又谷砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 20
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわとこがためこうぐん みなみうおぬまし たきや、ながさき

信濃川下流 魚野川 登川 登川床固工群 南魚沼市 滝谷、長崎 床固工 260
しなのがわかりゅう うおのがわ まるのさわ まるのさわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし しみず

信濃川下流 魚野川 丸ノ沢 丸ノ沢砂防堰堤群 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 20
しなのがわかりゅう うおのがわ のぼりかわ のぼりかわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし しみず

信濃川下流 魚野川 登川 登川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 清水 砂防堰堤工 60
しなのがわかりゅう うおのがわ こうだながわ こうだながわさぼうえんていぐん みなみうおぬまし ながさき

信濃川下流 魚野川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 南魚沼市 長崎 砂防堰堤工 30
しなのがわかりゅう うおのがわ さぐりがわ さぐりがわちゅうりゅういきどしゃさいがいたいさく みなみうおぬまし つちさわ

信濃川下流 魚野川 三国川 三国川中流域土砂災害対策 南魚沼市 土沢 砂防堰堤工 150
しなのがわかりゅう うおのがわ みずなしがわ みずなしがわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまし あらやま

信濃川下流 魚野川 水無川 水無川流域砂防堰堤改築 南魚沼市 荒山 砂防堰堤工 50
しなのがわかりゅう うおのがわ いもがわ いもがわりゅういきさぼうせつびかいちく ながおかし やまこしなんぺい

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 長岡市 山古志南平 砂防堰堤工 150
しなのがわかりゅう うおのがわ あぶるまがわりゅういきさぼうえんていかいちく うおぬまし

信濃川下流 魚野川 破間川流域砂防堰堤改築 魚沼市 砂防堰堤工 150
砂防
合計 11 箇所 1,445

しなのがわかりゅう うおのがわ いちのさわ いちのさわさぼうえんていぐん うおぬまし おおしらかわ

火山砂防 信濃川下流 魚野川 市ノ沢 市ノ沢砂防堰堤群 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 10
しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわりゅういきさぼうえんていかいちく なかうおぬまぐん つなんまち

信濃川下流 中津川 中津川流域砂防堰堤改築 中魚沼郡 津南町 砂防堰堤工 70
しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいがわけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みくに

信濃川下流 清津川 浅貝川 浅貝川渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三国 渓流保全工 10
しなのがわかりゅう きよつがわ みつまたけいりゅうほぜんこう みなみうおぬまぐん ゆざわまち みつまた

信濃川下流 清津川 三俣渓流保全工 南魚沼郡 湯沢町 三俣 渓流保全工 145
しなのがわかりゅう きよつがわ きよつがわりゅういきさぼうえんていかいちく みなみうおぬまぐん、なかうおぬまぐん、とおかまちし ゆざわまち、つなんまち

信濃川下流 清津川 清津川流域砂防堰堤改築 南魚沼郡、中魚沼郡、十日町市 湯沢町、津南町 砂防堰堤工 130
火山砂防
合計 5 箇所 365

合計 16 箇所 1,810

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　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
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 くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく いといがわし おおところ

松本砂防 砂防 姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 糸魚川市 大所 床固工 300

合計 1 箇所 300

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　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
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あらかわ あらかわかりゅうどしゃりゅうぼくたいさくさぼうえんていかいちく いわふねぐん せきわかむら しもつちざわ

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川 荒川下流土砂・流木対策砂防堰堤改築 岩船郡 関川村 下土沢 砂防堰堤工 196

合計 1 箇所 196

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　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
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いいでさんけい あがのがわ みずかみさわ みずかみさわさぼうえんてい ひがしかんばらぐん あがまち あらさわ

阿賀野川河川 砂防 飯豊山系 阿賀野川 水上沢 水上沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 105

合計 1 箇所 105

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（新潟県　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
事業費

（百万円）
備　考



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 あがのがわ しものさわがわ ひがしかんばらぐん あがまち いしま さぼうえんていこう

砂防等事業 阿賀野川 下の沢川 東蒲原郡 阿賀町 石間 砂防堰堤工 10
しなのがわ おとよしがわ ながおかし おとよしまち さぼうえんていこう

信濃川 乙吉川 長岡市 乙吉町 砂防堰堤工 10
しなのがわ みずかみがわいち ながおかし すよしまち さぼうえんていこう

信濃川 水上川１ 長岡市 栖吉町 砂防堰堤工 10
しなのがわ とうげさわ ながおかし かみぎり さぼうえんていこう

信濃川 峠沢 長岡市 上桐 砂防堰堤工 10
しなのがわ みずがしらがわ うおぬまし たかくら さぼうえんていこう

信濃川 水頭川 魚沼市 高倉 砂防堰堤工 20

5箇所 60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（新潟県　1/2）

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）

事業間連携 しなのがわ きわだはら とおかまち きわだはら よこぼーりんぐこう

砂防等事業 信濃川 木和田原 十日町市 木和田原 横ボーリング工 20
ひめかわ あおぬけ いといがわ こたき とこがため

姫川 青ぬけ 糸魚川市 小滝 床固工 20

2箇所 40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（新潟県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



北陸地方整備局（新潟県） （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 新潟海岸 新潟市
に いが た し

377

新潟県　計 377

令和2年度第3次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和２年度第３次補正予算　下水道事業

都道府県名：新潟県 （単位：千円）

上越処理区大規模雨水処理施設整備
事業

上越市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

4,866 2,433

計 4,866 2,433

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・新潟県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 250　
あ が の し

阿賀野市

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 850　
ながおかし

長岡市

信濃川 信濃川下流 河川工作物関連応急対策事業 150　
つばめし ながおかし かこう

燕市、長岡市～河口

（※）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

しなのがわかりゅう うおのがわ うおのがわさぼうえんていぐん みなみうおぬまぐん、みなみうおぬまし、ながおかし ゆざわまち

湯沢砂防 砂防 信濃川下流 魚野川 魚野川砂防堰堤群 南魚沼郡、南魚沼市、長岡市 湯沢町 砂防堰堤工 370
砂防
合計 1 箇所 370

しなのがわかりゅう きよつがわ きよつがわさぼうえんていぐん うおぬまし、みなみうおぬまぐん、なかうおぬまぐん ゆざわまち、つなんまち

火山砂防 信濃川下流 清津川 清津川砂防堰堤群 魚沼市、南魚沼郡、中魚沼郡 湯沢町、津南町 砂防堰堤工 120
火山砂防
合計 1 箇所 120

合計 2 箇所 490

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）（新潟県　１／３）

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 おおどころがわさぼうえんていぐん いといがわし

松本砂防 砂防 姫川 姫川 大所川砂防堰堤群 糸魚川市 砂防堰堤工 120

合計 1 箇所 120

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）（新潟県　２／３）

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

いいでさんけい あらかわ、かじかわ あらかわかりゅう・かじかわさぼうえんていぐん しばたし、いわふねぐん せきかわむら

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 荒川、加治川 荒川下流・加治川砂防堰堤群 新発田市、岩船郡 関川村 砂防堰堤工 65

合計 1 箇所 65

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）（新潟県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



北陸地方整備局（新潟県） （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 新潟海岸
にいがた し

新潟市 508

新潟県　計 508

令和2年度第3次補正予算（ゼロ国）
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



防災・安全交付金（河川事業）

新潟県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

石川水系石川広域河川改修
事業（石川、百川、笛吹川）

37,000

信濃川中流圏域総合流域防
災事業（須川、焼田川、表沢
川、羽根川、西川、佐梨川、
三用川、吹木沢川、田川（晒
川）、みだれ川）

10,000

国府川水系国府川広域河川
改修事業（国府川、大野川、
中津川、藤津川、竹田川、小
倉川、長谷川）

75,000

総合流域防災事業（三面川） 10,000
総合流域防災事業（石川） 3,000
総合流域防災事業（新屋沢
内川）

3,000

総合流域防災事業（高根川） 5,000
総合流域防災事業（門前川） 3,500
総合流域防災事業（長津川） 3,500
総合流域防災事業（落堀川） 4,000
総合流域防災事業（坂井川） 4,000
総合流域防災事業（姫田川） 4,000
総合流域防災事業（舟戸川） 4,000
総合流域防災事業（見透川） 4,000
総合流域防災事業（胎内川） 4,000
総合流域防災事業（加治川） 4,000
総合流域防災事業（郷本川） 15,000
総合流域防災事業（島崎川） 13,000
総合流域防災事業（鵜川） 7,000
総合流域防災事業（鯖石川） 15,000
総合流域防災事業（上条芋
川）

5,000

総合流域防災事業（坂田川） 3,000
総合流域防災事業（桑取川） 4,000
総合流域防災事業（名立川） 8,000
総合流域防災事業（柿崎川） 8,000
総合流域防災事業（中ノ俣 4,000
総合流域防災事業（玄僧川） 4,000
総合流域防災事業（海川） 3,000
総合流域防災事業（田海川） 3,000
総合流域防災事業（前川） 5,000
総合流域防災事業（青海川） 3,000
総合流域防災事業（能生川） 14,000
総合流域防災事業（羽茂川） 15,000
総合流域防災事業（国府川） 10,000
総合流域防災事業（小倉川） 10,000
総合流域防災事業（三宮川） 1,500
総合流域防災事業（大仏川） 1,500
総合流域防災事業（間切川） 1,500
総合流域防災事業（小川内
川）

1,500

総合流域防災事業（堂の川） 1,500
総合流域防災事業（羽黒川） 2,000
総合流域防災事業（椿川） 2,000

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）

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり（防災・安全）【河川・海岸】

新潟県



総合流域防災事業（馬首川） 1,500
総合流域防災事業（梅津川） 1,000
総合流域防災事業（和木川） 2,000
総合流域防災事業（久知川） 2,000
総合流域防災事業（地持院
川）

1,000

総合流域防災事業（武井野
川）

1,500

総合流域防災事業（何代川） 2,500
笠堀ダム　堰堤改良事業 66,640
三面ダム　堰堤改良事業 25,908
下条川ダム　堰堤改良事業 17,452

- 計 460,000
信濃川水系中ノ口川広域河
川改修事業（中ノ口川）

49,000

信濃川水系渋海川広域河川
改修事業（渋海川）

100,000

通船川特定構造物改築事業
（山の下閘門排水機場）

10,000

阿賀野川・信濃川下流圏域
総合流域防災事業（情報）

2,500

関川圏域総合流域防災事業
（情報）

2,500

信濃川下流域水害減災ソフ
ト対策

5,000

信濃川中流及び魚野川流域
水害減災ソフト対策

10,000

- 計 179,000

639,000

※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

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり（防災・安全）【河川】重点

新潟県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

新潟県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大弓返沢通常砂防事業 新潟県 10,000
ぼうのり川通常砂防事業 新潟県 10,000
成沢通常砂防事業 新潟県 15,000

- 計 35,000
向川通常砂防事業 新潟県 15,000
山田地区地すべり対策事業 新潟県 5,000
上の山地区地すべり対策事 新潟県 7,500
花立地区地すべり対策事業 新潟県 2,500
東山田地区地すべり対策事 新潟県 10,000
小野戸地区急傾斜地崩壊対
策事業

新潟県 11,250

槇原地区急傾斜地崩壊対策
事業

新潟県 20,250

- 計 71,500

106,500

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）

土砂災害に強い安全・安心な地域づくり
（防災・安全）（重点）

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり【砂防分野】（防災・安全）

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（海岸事業（河川））

新潟県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

柴町海岸高潮対策事業 新潟県 77,000
- 計 77,000

77,000

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）

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり（防災・安全）【河川・海岸】

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）

新潟県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

信濃川下流流域　新潟処理
区　管渠等　地震対策

新潟県 10,000

信濃川下流流域　新潟処理
区　処理場　地震対策

新潟県 30,000

信濃川下流流域　長岡処理
区　管渠等　地震対策

新潟県 15,000

信濃川下流流域　長岡処理
区　処理場　地震対策

新潟県 15,000

信濃川下流流域　堀之内処
理区　処理場　地震対策

新潟県 184,000

信濃川下流流域　六日町処
理区　管渠等　地震対策

新潟県 10,000

信濃川下流流域　六日町処
理区　処理場　地震対策

新潟県 76,000

長岡市　小国処理区　処理
場　地震対策

長岡市 4,500

長岡市　川東処理区　ポンプ
場　地震対策

長岡市 4,000

長岡市　川東処理区　処理
場　地震対策

長岡市 95,500

長岡市　川東処理区ほか
管渠等　地震対策

長岡市 10,750

十日町市　十日町・中里・松
代・松之山　処理場　地震対
策

十日町市 70,000

村上市　村上処理区　処理
場　地震対策

村上市 133,650

糸魚川市　糸魚川処理区ほ
か　管渠等　地震対策

糸魚川市 54,500

糸魚川市　糸魚川処理区ほ
か　処理場　流域治水対策

糸魚川市 3,500

糸魚川市　青海処理区　処
理場　地震対策

糸魚川市 39,300

糸魚川市　能生処理区　管
渠等　地震対策

糸魚川市 2,500

南魚沼市　六日町処理区
管渠等　地震対策

南魚沼市 5,000

- 計 763,200
新潟市　中部処理区　管渠
等　地震対策

新潟市 160,250

新潟市　中部処理区　管渠
等　流域治水対策

新潟市 350,000

新潟市　東部処理区　管渠
等　地震対策

新潟市 4,750

- 計 515,000

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）

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり（防災・安全）【下水道】

新潟市下水道整備計画（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

新潟県 （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）

長岡市　川東処理区　ポンプ
場　流域治水対策

長岡市 50,000

長岡市　蓮潟排水区　管渠
等　流域治水対策

長岡市 25,000

魚沼市　四日町第1排水区
ポンプ場　流域治水対策

魚沼市 151,500

- 計 226,500

1,504,700

※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

災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な
地域づくり（防災・安全）【下水道】（重点）

合計



新潟県 （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 新発田市 200,000
下水道施設の整備 佐渡市 40,000

- 計 240,000
下水道施設の整備 阿賀野市 35,000
下水道施設の整備 津南町 11,500

- 計 46,500
286,500

※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

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）

豊かな水環境を育む安全・安心な地域づ
くり【下水道】（重点）

豊かな水環境を育む安全・安心な地域づ
くり【下水道】

合計


