
新 潟 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　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 105　 村上市
むらかみし

阿賀野川 阿賀野川 一般河川改修事業 423　 新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あ が の し

信濃川 信濃川下流 一般河川改修事業 748　 新潟市
にいがたし

信濃川 信濃川 一般河川改修事業 8,552　 長岡市
ながおかし

、燕市
つばめし

関川 関川 一般河川改修事業 425　

姫川 姫川 一般河川改修事業 146　 糸魚川市
い と い が わ し

信濃川 信濃川下流 河川工作物関連応急対策事業 150　 新潟
にいがたし

市

荒川 総合水系環境整備事業 45　 関川村
せきかわむら

阿賀野川 総合水系環境整備事業 117　
≪福島県≫会津坂下町

あいづばんげまち

、湯川
ゆがわ

村
むら

≪新潟県≫新潟市
にいがたし

、阿賀野市
あ が の し

、五泉市
ご せ ん し

（※）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。

ふくしまけん

にいがたけん



令和３年度当初予算　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

鵜川 鵜川 事業間連携河川事業 58　 柏崎市
かしわざきし

阿賀野川 新井郷川（福島潟） 大規模特定河川事業 1,798　 新潟市
に い が た し

、新発田市
し ば た し

阿賀野川 大通川 大規模特定河川事業 214　 新潟市
に い が た し

信濃川 中ノ口川 大規模特定河川事業 220　 新潟市
に い が た し

信濃川 浄土川 大規模特定河川事業 250　 長岡市
な が お か し



新潟県

　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。

( 4,015)
河川整備事業費 4,014 

　河川総合開発事業費補助
( 401)

　　建設工事 400 
( 226)

胎内川総合開発 224 胎内川ダム再開発
( 176)

儀明川ダム 175 

　治水ダム等建設事業費補助
( 3,614)

　　建設工事 3,614 
( 3,614)

鵜川ダム 3,614 

( 0)
離島振興事業費 0 

　河川総合開発事業費補助
( 0)

　　建設工事 0 
( 0)

新保川ダム再開発 0 生活貯水池　※１

(注)　備考欄の※１の事業については、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 ダム名 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 160
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 144
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 216
しなのがわかりゅう うおのがわ だいげんたがわ だいげんたがわだいいちごうさぼうえんていかいちく 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 大源太川 大源太川第１号砂防堰堤改築 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 139
しなのがわかりゅう うおのがわ いがしらさわ いがしらさわさぼうえんてい 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 居頭沢 居頭沢砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 土樽 砂防堰堤工 124
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 552
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 216
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 284
しなのがわかりゅう うおのがわ うばさわがわ うばさわがわだいさんごうさぼうえんてい みなみうおぬまし うばさわしんでん

信濃川下流 魚野川 姥沢川 姥沢川第３号砂防堰堤 南魚沼市 姥沢新田 砂防堰堤工 1
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 552
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 おがわ、つちさわ、あぜち

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 小川、土沢、畦地 砂防堰堤工 192
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 1
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 うおぬまし りゅうこう

信濃川下流 魚野川 芋川 芋川流域砂防設備改築 魚沼市 竜光 遊砂地工 182
しなのがわかりゅう うおのがわ まつばがわ まつばがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 松葉川 松葉川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 1
しなのがわかりゅう うおのがわ こだかさわがわ こだかさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 小高沢川 小高砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 1
しなのがわかりゅう うおのがわ いわのさわがわ いわのさわがわさぼうえんてい ながおかし かわぐちたむぎやま

信濃川下流 魚野川 岩ノ沢川 岩ノ沢川砂防堰堤 長岡市 川口田麦山 砂防堰堤工 1
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 107
砂防

合計 17 箇所 2,873

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　１／５）

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 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

湯沢砂防 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 108
しなのがわかりゅう うおのがわ あかさかさわ あかさかさわさぼうえんてい うおぬまし おおしらかわ

信濃川下流 魚野川 赤坂沢 赤坂沢砂防堰堤 魚沼市 大白川 砂防堰堤工 10
しなのがわかりゅう うおのがわ やなぎかさざわ やなぎかさざわさぼうえんてい うおぬまし あなざわ

信濃川下流 魚野川 柳笠沢 柳笠沢砂防堰堤 魚沼市 穴沢 砂防堰堤工 2
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 120
しなのがわかりゅう きよつがわ あさかいがわ あさかいだいいちごうさぼうえんてい 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 浅貝第１号砂防堰堤 南魚沼郡 湯沢町 三国 砂防堰堤工 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 108
しなのがわかりゅう きよつがわ やぎさわ みつまたさぼうえんていぐん 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 八木沢 三俣砂防堰堤群 南魚沼郡 湯沢町 三俣 砂防堰堤工 97
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 88
しなのがわかりゅう きよつがわ きよつきょうけいりゅうほぜんこう とおかまちし

信濃川下流 清津川 清津峡渓流保全工 十日町市 渓流保全工 1
しなのがわかりゅう きよつがわ かまがわ かまがわじょうりゅうだいさんごうさぼうえんてい なかうおぬまぐん つなんまち おおば

信濃川下流 清津川 釜川 釜川上流第３号砂防堰堤 中魚沼郡 津南町 大場 砂防堰堤工 1
しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわとこがためこうぐん なかうおぬまぐん つなんまち いしざか

信濃川下流 中津川 中津川床固工群 中魚沼郡 津南町 石坂 床固工 119
しなのがわかりゅう なかつがわ いしぐろがわ いしぐろがわさぼうえんていぐん なかうおぬまぐん つなんまち あしがさき

信濃川下流 中津川 石黒川 石黒川砂防堰堤群 中魚沼郡 津南町 芦ヶ崎 砂防堰堤工 108
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 88
火山砂防

合計 13 箇所 860

合計 30 箇所 3,733

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　２／５）

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 159
ひめかわ おおどころがわ おおどころだいきゅうごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

姫川 大所川 大所第９号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 175
ひめかわ おおどころがわ おおどころだいごごうさぼうえんてい いといがわし おおところ

姫川 大所川 大所第５号砂防堰堤 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 174
ひめかわ おおどころがわ おおどころだいじゅうごうかりゅうさぼうえんていかいちく いといがわし おおところ

姫川 大所川 大所第１０号下流砂防堰堤改築 糸魚川市 大所 砂防堰堤工 1
ひめかわ こたきがわ こたきだいいちごうかりゅうさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 小滝川 小滝第１号下流砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 53
ひめかわ こたきがわ たなかがわ たなかがわさぼうえんてい いといがわし こたき

姫川 小滝川 田中川 田中川砂防堰堤 糸魚川市 小滝 砂防堰堤工 101

合計 6 箇所 663

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　３／５）

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 かじかわ たきだにさわ たきだにさわさぼうえんていぐん しばたし たきだに

飯豊山系砂防 砂防 飯豊山系 加治川 滝谷沢 滝谷沢砂防堰堤群 新発田市 滝谷 砂防堰堤工 138
いいでさんけい かじかわ よこやまさわ よこやまさわじょうりゅうさぼうえんてい しばたし よこやま

飯豊山系 加治川 横山沢 横山沢上流砂防堰堤 新発田市 横山 砂防堰堤工 100
いいでさんけい かじかわ なかなかやまさわ なかなかやまさわさぼうえんてい しばたし なかなかやま

飯豊山系 加治川 中中山沢 中中山沢砂防堰堤 新発田市 中々山 砂防堰堤工 1
いいでさんけい かじかわ たなはしがわ かじかわさぼうしせつかいちく しばたし かみあかだに

飯豊山系 加治川 棚橋川 加治川砂防施設改築 新発田市 上赤谷 砂防堰堤工 2
いいでさんけい あらかわ ふじさわがわ ふじさわがわだいさんごうさぼうえんてい いわふねぐん せきかわむら なかまるけ

飯豊山系 荒川 藤沢川 藤沢川第３号砂防堰堤 岩船郡 関川村 中束 砂防堰堤工 154
いいでさんけい かじかわ 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、たいないし せきかわむら しもつちざわ、くわえ

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、胎内市 関川村 下土沢、鍬江 砂防堰堤工 55

合計 6 箇所 450

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　４／５）

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 まとりがわ まとりがわかりゅうさぼうえんてい 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 馬取川 馬取川下流砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 197
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

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 10
いいでさんけい あがのがわ むかいさわ むかい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

飯豊山系 阿賀野川 向沢 向沢砂防堰堤 東蒲原郡 阿賀町 荒沢 砂防堰堤工 115

合計 3 箇所 322

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（新潟県　５／５）

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）

大規模特定 しなのがわ すもんがわ さんじょうし よしがひら

砂防等事業 信濃川 守門川 三条市 吉ヶ平 砂防堰堤工 100

はやかわ はやかわ いといがわし おおだいら

早川 早川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 40

小計 ２箇所 140

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

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 90

しなのがわ おとよしがわ ながおかし おとよしまち

信濃川 乙吉川 長岡市 乙吉町 砂防堰堤工 60
しなのがわ みずかみがわいち ながおかし すよしまち

信濃川 水上川１ 長岡市 栖吉町 砂防堰堤工 40

しなのがわ とうげさわ ながおかし かみぎり

信濃川 峠沢 長岡市 上桐 砂防堰堤工 10
しなのがわ にればら(1) ながおかし にればら

信濃川 楡原（１） 長岡市 楡原 砂防堰堤工 30
しなのがわ ひじりさわ おぢやし かみかたがい

信濃川 日尻沢 小千谷市 上片貝 砂防堰堤工 30

しなのがわ どぐちがわ おぢやし いわさわ

信濃川 土口川 小千谷市 岩沢 砂防堰堤工 50

しなのがわ みずがしらがわ うおぬまし たかくら

信濃川 水頭川 魚沼市 高倉 砂防堰堤工 40

しなのがわ にしむらがわ うおぬまし すはら

信濃川 西村川 魚沼市 須原 砂防堰堤工 30

しなのがわ なかざとだいもんがわ とおかまちし たざわほんそん

信濃川 中里大門川 十日町市 田沢本村 砂防堰堤工 30

せきかわ すみかわ じょうえつし やすづかくすがわ

関川 澄川 上越市 安塚区須川 砂防堰堤工 50

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　1/5）

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）

事業間連携 せきかわ きたやまがわ じょうえつし うらがわらくこやじま

砂防等事業 関川 北山川 上越市 浦川原区小谷島 砂防堰堤工 50

つついしがわ つついしがわ いといがわし つついし

筒石川 筒石川 糸魚川市 筒石 砂防堰堤工 70
たんばらがわ たんばらがわ じょうえつし たんばら

丹原川 丹原川 上越市 丹原 砂防堰堤工 5

たなかがわ たなかがわ じょうえつし ながはま

田中川 田中川 上越市 長浜 砂防堰堤工 45
せきかわ やしろがわ みょうこうし にしすがぬましんでん

関川 矢代川 妙高市 西菅沼新田 砂防堰堤工 75
はやかわ やけやまがわ いといがわし おおだいら

早川 焼山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 200

はやかわ ひうちやまがわ いといがわし おおだいら

早川 火打山川 糸魚川市 大平 砂防堰堤工 65

小計 １８箇所 970

２０箇所 1,110合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 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）

大規模更新 あかさき ひがしかんばらぐん あがまち かのせ

砂防等事業 赤崎 東蒲原郡 阿賀町 鹿瀬 集水井工 35

たまのき いといがわし いちぶり

玉ノ木 糸魚川市 市振 アンカー工 200

小計 ２箇所 235

事業間連携 いがしま ひがしかんばらぐん あがまち いがしま

砂防等事業 五十島 東蒲原郡 阿賀町 五十島 集水井工 20
あさひがわ ながおかし やまこし

朝日川 長岡市 山古志 横ボーリング工 18
てらどまり ながおかし てらどまり

寺泊 長岡市 寺泊 集水井工 31

たけいし ながおかし おぐにまちたけいし

武石 長岡市 小国町武石 集水井工 20
むしの うおぬまし むしの

虫野 魚沼市 虫野 水路工 28
まつのやま とおかまちし まつのやま

松之山 十日町市 松之山 集水井工 35

こたに とおかまちし まつのやま

小谷 十日町市 松之山 集水井工 60

とうげ とおかまちし とうげ

峠 十日町市 峠 水路工 35

きわだはら とおかまちし きわだはら

木和田原 十日町市 木和田原 横ボーリング工 10

うとぎ とおかまちし はっか

椌木 十日町市 八箇 横ボーリング工 14

くきぶと かしわざきし ぜごん

久木太 柏崎市 善根 アンカー工 52

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　3/5）

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）

事業間連携 すがわみなみ じょうえつし やすづかくすがわ

砂防等事業 須川南 上越市 安塚区須川 横ボーリング工 47

ぶのう じょうえつし やすづかくぼうがね

武能 上越市 安塚区坊金 横ボーリング工 10

むかいやま じょうえつし やすづかくぼうがね

向山 上越市 安塚区坊金 水路工 20
ながくら じょうえつし やすづかくにほんぎ

長倉 上越市 安塚区二本木 横ボーリング工 27
ながはま じょうえつし ながはま

長浜 上越市 長浜 横ボーリング工 27
とすがだいら じょうえつし なだちくなだちおおまち

十菅平 上越市 名立区名立大町 横ボーリング工 27
とや・くらした みょうこうし ながさわ

鳥屋・倉下 妙高市 長沢 横ボーリング工 50

あおぬけ いといがわし こたき

青ぬけ 糸魚川市 小滝 床固工 35

小計 １９箇所 566

２１箇所 801合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　4/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 ちやがわ おぢやし ちやがわ

砂防等事業 千谷川 小千谷市 千谷川 法枠工 45

１箇所 45
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（新潟県　5/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



北陸地方整備局（新潟県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 新潟海岸 新潟
にいがた

市
し

745 ヘッドランド（新潟市）等

新潟県　計 745

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：新潟県 （単位：千円）

鳥屋野・万代・下所島排水区大規模雨
水処理施設整備事業

新潟市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

800,000 400,000

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）

379,154 189,577

計 1,179,154 589,577

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 新潟県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

新発田市 350,600 175,300

新潟県　計 350,600 175,300
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



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

阿賀野川水系阿賀野川広域河
川改修事業（阿賀野川、常浪
川）

5,000

阿賀野川水系新井郷川流域治
水対策河川事業（新井郷川、駒
林川、大通川、太田川）

66,050

信濃川水系下条川広域河川改
修事業（下条川）

35,000

信濃川水系黒川広域河川改修
事業（黒川流末川）

5,000

信濃川水系魚野川広域河川改
修事業（魚野川、伊田川、十二
沢川、足柄沢川、山王川）

120,000

関川水系保倉川流域治水対策
河川事業（保倉川、飯田川、桑
曽根川、戸野目川、潟川、柿野
川）

80,000

信濃川水系小阿賀野川広域河
川改修事業（能代川、荻曽根
川、五部一川）

5,000

三面川水系三面川広域河川改
修事業（三面川、山田川）

20,000

石川水系石川広域河川改修事
業（石川、百川、笛吹川）

37,000

鵜川水系鵜川広域河川改修事
業（鵜川、横山川）

8,000

信濃川中流圏域総合流域防災
事業(須川、焼田川、表沢川、破
間川（羽根川）、西川（西名）、佐
梨川、三用川、古川（六日町）、
田川（晒川）、みだれ川)

78,000

阿賀野川・信濃川下流圏域総合
流域防災事業（五社川）

5,000

荒川圏域総合流域防災事業（乙
大日川）

25,000

姫川圏域総合流域防災事業（前
川）

7,000

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、小倉川、長谷川）

73,950

内の倉ダム　堰堤改良事業 3,300

加治川治水ダム　堰堤改良事業 18,700

- 計 592,000

阿賀野川水系阿賀野川広域河
川改修事業（阿賀野川、常浪
川）

150,000

信濃川水系下条川広域河川改
修事業（布施谷川）

65,000

信濃川水系中ノ口川広域河川
改修事業（中ノ口川）

70,000

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

令和３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）

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



信濃川水系貝喰川広域河川改
修事業（貝喰川）

25,000

信濃川水系黒川広域河川改修
事業（黒川、道満川、菖蒲川）

70,000

信濃川水系渋海川広域河川改
修事業（渋海川）

75,000

信濃川水系信濃川広域河川改
修事業（信濃川）

182,000

関川水系矢代川広域河川改修
事業（矢代川）

27,000

鯖石川水系鯖石川広域河川改
修事業（鯖石川、別山川）

10,000

柿崎川水系柿崎川広域河川改
修事業（柿崎川、吉川）

50,000

信濃川水系鳥屋野潟流域治水
対策河川事業（鳥屋野潟）

125,000

福島潟放水路特定構造物改築
事業（福島潟放水路）

25,000

通船川特定構造物改築事業（山
の下閘門排水機場）

30,000

大平沢川特定構造物改築事業
（大平沢川排水機場）

15,000

横山川特定構造物改築事業（横
山川排水機場）

30,000

矢川特定構造物改築事業（樋曽
山隧道）

17,000

阿賀野川流域水害減災ソフト対
策

17,000

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

6,000

総合流域防災事業 20,000

信濃川下流域ハザードマップ作
成・周知支援事業

新潟市、三条市 6,550

信濃川中流及び魚野川流域ハ
ザードマップ作成・周知支援事
業

長岡市、魚沼市、
南魚沼市

6,050

関川・姫川流域ハザードマップ
作成・周知支援事業

上越市 500

鯖石川・鵜川・島崎川周辺地域
ハザードマップ作成・周知支援
事業

柏崎市 3,100

糸魚川地域ハザードマップ作
成・周知支援事業

糸魚川市 750

佐渡地域ハザードマップ作成・
周知支援事業

佐渡市 1,050

- 計 1,032,000

1,624,000

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

※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



社会資本整備総合交付金（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

統合河川環境整備事業（国府川
他）

新潟県 10,000

- 計 10,000

10,000

令和３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）

豊かな河川・海岸環境を育む安全・安心な地域づくり

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



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

仲畑沢右支川通常砂防事業 5,000

漆原川通常砂防事業 10,000

浄土川通常砂防事業 10,000

越又沢川4通常砂防事業 10,000

下沢川通常砂防事業 15,000

才明寺川通常砂防事業 15,000

ぶって沢通常砂防事業 15,000

大弓返沢通常砂防事業 10,000

みだれ川通常砂防事業 12,500

松沢川通常砂防事業 25,000

滝沢川通常砂防事業 10,000

成沢通常砂防事業 15,000

沢入通常砂防事業 15,000

丈正沢通常砂防事業 10,000

南谷川通常砂防事業 25,000

大谷沢通常砂防事業 30,000

沢田通常砂防事業 32,500

ぼうのり川通常砂防事業 34,000

花房川通常砂防事業 30,000

カネンブツ沢通常砂防事業 5,000

沢谷川通常砂防事業 10,000

根知川通常砂防事業 20,000

寝屋地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

天神山地区急傾斜地崩壊対策事業 42,750

村松北地区急傾斜地崩壊対策事業 3,325

下桐（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 15,750

市野江甲（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

苗代地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

水津（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 21,375

荒川圏域緊急改築事業（共通） 2,500

阿賀野川・信濃川下流圏域緊急改築事業（共通） 2,500

信濃川中流圏域緊急改築事業（共通） 2,500

関川圏域緊急改築事業（共通） 2,500

姫川圏域緊急改築事業（共通） 2,500

阿賀野川・信濃川下流圏域緊急改築事業（砂防） 17,500

信濃川中流圏域緊急改築事業（砂防） 85,000

関川圏域緊急改築事業（砂防） 12,500

土砂災害に強い安全・安心
な地域づくり（防災・安全）
（重点）

新潟県

令和３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）



姫川圏域緊急改築事業（砂防） 17,500

阿賀野川・信濃川下流圏域緊急改築事業（地すべ
り）

10,000

信濃川中流圏域緊急改築事業（地すべり） 25,000

関川圏域緊急改築事業（地すべり） 17,500

姫川圏域緊急改築事業（地すべり） 15,000

佐渡圏域緊急改築事業（地すべり） 4,000

佐渡圏域緊急改築事業（地すべり） 5,000

井田地区緊急改築事業 22,500

鉢南地区緊急改築事業 11,250

728,575

向川通常砂防事業 2,500

折居川通常砂防事業 5,000

尾白川通常砂防事業 7,500

金田沢通常砂防事業 10,000

沢入沢通常砂防事業 15,000

岩井沢川通常砂防事業 7,500

滝谷沢通常砂防事業 10,000

高田入沢通常砂防事業 15,000

無入川通常砂防事業 15,000

下小野中沢通常砂防事業 32,500

谷入川通常砂防事業 15,000

隠谷川（2）通常砂防事業 5,000

薬師谷川通常砂防事業 7,500

茶釜滝川通常砂防事業 10,000

間切川通常砂防事業 9,000

間切川通常砂防事業 6,000

北川通常砂防事業 7,500

北川通常砂防事業 2,500

蚫川通常砂防事業 7,500

蚫川通常砂防事業 32,500

野々田沢通常砂防事業 7,500

野々田沢通常砂防事業 2,500

佐十川・シイザム沢通常砂防事業 7,500

佐十川・シイザム沢通常砂防事業 2,500

西の河内川通常砂防事業 7,500

西の河内川通常砂防事業 7,500

岩首川通常砂防事業 7,500

岩首川通常砂防事業 6,000

赤玉北川通常砂防事業 7,500

赤玉北川通常砂防事業 7,500

河内川通常砂防事業 7,500

河内川通常砂防事業 2,500

新潟焼山火山噴火緊急減災対策事業（ソフト） 7,500

土砂災害に強い安全・安心
な地域づくり（防災・安全）
（重点）

新潟県

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）

新潟県

小計



新潟焼山火山噴火緊急減災対策事業（ハード） 15,000

山田地すべり対策事業 4,000

新山地すべり対策事業 7,500

栃堀地すべり対策事業 4,500

藤宮地すべり対策事業 8,000

荒谷地すべり対策事業 14,000

西野俣・木山沢地すべり対策事業 5,000

大門地すべり対策事業 5,000

戸屋地すべり対策事業 4,500

青島地すべり対策事業 14,000

芋鞘新田地すべり対策事業 5,500

大荒戸西地すべり対策事業 6,000

樋田地すべり対策事業 6,000

蓬平地すべり対策事業 12,500

西之入地すべり対策事業 5,500

沖見地すべり対策事業 12,000

岩神地すべり対策事業 4,500

坪野地すべり対策事業 2,775

北山地すべり対策事業 6,000

野中地すべり対策事業 11,000

上綱子地すべり対策事業 7,500

沢西地すべり対策事業 13,000

北野地すべり対策事業 6,500

鈴倉地すべり対策事業 9,500

栗沢地すべり対策事業 14,000

国川地すべり対策事業 17,000

上の山地すべり対策事業 2,000

細入地すべり対策事業 8,000

沼木地すべり対策事業 14,000

大久保地すべり対策事業 5,000

馬場地すべり対策事業 7,500

平丸地すべり対策事業 7,500

花立地すべり対策事業 20,000

上小沢地すべり対策事業 8,500

小局地すべり対策事業 7,500

蒲池地すべり対策事業 3,500

大所地すべり対策事業 7,500

上村地すべり対策事業 6,500

鷲尾地すべり対策事業 11,000

赤泊地すべり対策事業 4,000

赤泊地すべり対策事業 4,000

黒根地すべり対策事業 4,000

黒根地すべり対策事業 4,000

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）

新潟県



大崎中央地すべり対策事業 3,000

大崎中央地すべり対策事業 3,000

豊岡地すべり対策事業 6,500

豊岡地すべり対策事業 6,500

東山田地すべり対策事業 1,000

東山田地すべり対策事業 1,000

大崎地すべり対策事業 3,000

大崎地すべり対策事業 3,000

鷲崎地すべり対策事業 2,500

鷲崎地すべり対策事業 2,500

七軒町（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

間瀬四区地区急傾斜地崩壊対策事業 10,350

東島地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

小野戸地区急傾斜地崩壊対策事業 1,800

粟瀬（２）地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

槇原地区急傾斜地崩壊対策事業 42,750

清水地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

川治上町（３）地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

虫崎地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

阿賀野川・信濃川下流圏域総合流域防災事業 10,000

信濃川中流圏域総合流域防災事業 95,000

姫川圏域総合流域防災事業 20,000

荒川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 2,000

阿賀野川・信濃川下流圏域（基礎調査） 6,000

信濃川中流圏域（基礎調査） 13,000

関川圏域（基礎調査） 4,000

姫川圏域（基礎調査） 2,000

佐渡圏域（基礎調査） 3,000

土砂災害リスク情報整備事業 5,000

きめ細やかな土砂災害ソフト（市町村）対策事業 1,500

953,425

1,682,000

※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
【砂防分野】（防災・安全）

新潟県

小計

合計



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

寒川海岸侵食対策事業 新潟県 2,000
柏尾海岸侵食対策事業 新潟県 117,000
瀬波海岸侵食対策事業 新潟県 3,000
桃崎浜海岸侵食対策事業 新潟県 35,000
内野浜海岸侵食対策事業 新潟県 95,000
荒浜海岸侵食対策事業 新潟県 2,000
竹ヶ花海岸侵食対策事業 新潟県 35,000

上輪海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

新潟県 15,000

柴町海岸高潮対策事業 新潟県 22,000
戸地海岸高潮対策事業 新潟県 11,000

小野見海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

新潟県 11,000

- 計 348,000

348,000

令和３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）

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



社会資本整備総合交付金（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

四ツ郷屋海岸環境整備事業 新潟県 42,000
窪田海岸環境整備事業 新潟県 10,000

- 計 52,000

52,000

令和３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）

豊かな河川・海岸環境を育む安全・安心な地域
づくり

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

下水道施設の整備 新潟県 308,000
下水道施設の整備 長岡市 443,288
下水道施設の整備 柏崎市 9,938
下水道施設の整備 新発田市 34,100
下水道施設の整備 加茂市 66,000
下水道施設の整備 十日町市 51,500
下水道施設の整備 見附市 129,000
下水道施設の整備 村上市 193,000
下水道施設の整備 燕市 32,850
下水道施設の整備 糸魚川市 245,456
下水道施設の整備 妙高市 52,138
下水道施設の整備 五泉市 35,000
下水道施設の整備 阿賀野市 20,500
下水道施設の整備 佐渡市 42,000
下水道施設の整備 魚沼市 11,000
下水道施設の整備 南魚沼市 30,000
下水道施設の整備 胎内市 15,500
下水道施設の整備 弥彦村 20,000
下水道施設の整備 田上町 17,600
下水道施設の整備 阿賀町 48,040
下水道施設の整備 出雲崎町 52,250
下水道施設の整備 湯沢町 201,700
下水道施設の整備 津南町 130,300
下水道施設の整備 関川村 4,322

- 計 2,193,482
下水道施設の整備 新潟市 842,750

- 計 842,750
下水道施設の整備 新潟市 819,192

- 計 819,192
下水道施設の整備 長岡市 802,400
下水道施設の整備 柏崎市 269,000
下水道施設の整備 十日町市 27,500
下水道施設の整備 見附市 50,000
下水道施設の整備 村上市 22,700
下水道施設の整備 糸魚川市 3,500
下水道施設の整備 佐渡市 44,000
下水道施設の整備 南魚沼市 35,000

- 計 1,254,100
下水道施設の整備 三条市 363,100

- 計 363,100
下水道施設の整備 三条市 42,230

- 計 42,230
下水道施設の整備 上越市 5,701

- 計 5,701

5,520,555

災害に強く安心して暮らせるまちづくり（防災・
安全）

安心、安全な生活に向けた浸水対策の推進
（防災・安全）（重点）

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

令和３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）

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）（重点計
画）

新潟市下水道整備計画（防災・安全）

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）

災害に強く安心して暮らせるまちづくり（防災・
安全）　（重点計画）



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 新潟県 2,073,640
下水道施設の整備 長岡市 188,250
下水道施設の整備 柏崎市 30,000
下水道施設の整備 見附市 221,000
下水道施設の整備 村上市 15,050
下水道施設の整備 糸魚川市 9,000
下水道施設の整備 阿賀野市 165,000
下水道施設の整備 南魚沼市 9,000
下水道施設の整備 津南町 1,000

- 計 2,711,940
下水道施設の整備 新潟市 976,000

- 計 976,000
下水道施設の整備 長岡市 20,000
下水道施設の整備 新発田市 364,017
下水道施設の整備 加茂市 134,000
下水道施設の整備 十日町市 15,000
下水道施設の整備 燕市 103,500
下水道施設の整備 妙高市 303,239
下水道施設の整備 五泉市 10,000
下水道施設の整備 佐渡市 263,000
下水道施設の整備 南魚沼市 270,000
下水道施設の整備 湯沢町 20,277

- 計 1,503,033
下水道施設の整備 三条市 106,150

- 計 106,150
下水道施設の整備 上越市 877,313

- 計 877,313
下水道施設の整備 上越市 41,532

- 計 41,532

6,215,968

安全で安心な下水道施設整備

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

令和３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）

豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり
【下水道】

新潟市下水道整備計画

豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり
【下水道】（重点）

環境にやさしく次代まで住み継がれるまちづく
り　（重点計画）

人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり
（重点）


