
天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト【位置図】
～リニアを迎えて飛躍する伊那谷を守る流域治水対策～
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水位低下対策

堤防整備

堤防整備

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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（戸草ダム）

■被害対象を減少させるための対策
・住まい方の工夫に関する取組
（「まちづくり」による水害に強い地域への誘導（立地適正化計画の作

成・見直し）、水害に強い地域づくり、不動産関係団体等への水害リスク
情報の提供と周知協力の推進 等）

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計、監視カメラ等の整備によるリアルタイム情報の発信
・水害の記憶の伝承
・支川の氾濫に着目したハザードマップ等を作成し、リスク情報を周知

（水害リスク空白域の解消）

・要配慮者施設の避難に関する取組の推進
（要慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保）

・マイ防災マップ、マイタイムラインづくり等の推進
（ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組）

・水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 等

小渋ダム
堰堤改良

浚渫

河道拡幅

砂防堰堤等の整備
（竜西流域）

砂防堰堤等の整備
（三峰川流域）

砂防堰堤等の整備
（小渋川流域）

砂防堰堤等の整備
（遠山川流域）

※ ○○川 は、県管理河川の代表的な箇所（河川）を示したものである。

地すべり対策事業
（此田地区）

地すべり対策事業
（天竜川中流地区）

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、天竜川（上流）水系においても、事前防災対策
を進める必要がある。

○天竜川（上流）水系は、土砂生産が活発な急流河川であることから、河川対策の他に、流出抑制対策、貯留対策等、様々な取組を実施することで、
国管理河川においては、戦後最大の昭和58年9月洪水及び平成18年7月洪水と同規模の洪水を安全に流し、早期に流域における浸水被害の軽減を図る。

広域水防訓練の様子砂防堰堤等の整備

事前放流
事前放流

事前放流

事前放流

事前放流

事前放流

事前放流

事前放流

事前放流

岩倉ダム

・水位計、監視カメラ等の整備によるリアルタイム情報の発信
・水害の記憶の伝承
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水位計、監視カメラ等の整備によるリアルタイム情報の発信
・水害の記憶の伝承
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水位計、監視カメラ等の整備によるリアルタイム情報の発信
・水害の記憶の伝承
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

住まい方の工夫に関する取組

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、河道拡幅、堤防整備、調節池、浚渫 等
・土砂バイパス施設の運用
・利水ダム等１０ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、長野県、中部電力（株）など）

・砂防堰堤等の整備
・公共下水道の整備
・支流域の森林整備
・雨水貯留施設等の整備 等

住まい方の工夫に関する取組

住まい方の工夫
に関する取組

【県、市町村】

支流域の
森林整備

・水位計、監視カメラ等の整備によるリアルタイム情報の発信
（危機管理型水位計、CCTVカメラ 等）

・水害の記憶の伝承
（三六災害60年 シンポジウム 等）

・マイ防災マップ、マイタイムラインづくり等の推進
・水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

（天竜川上流水防演習の実施 ※令和4年度）

立地適正化計画の作成（飯田市）

【県、市町村】
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森林整備
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【県、市町村】

支流域の
森林整備

事前放流

【飯田圏域内市町村】

【長野県】

【飯田市】

【長野県】

【国】

【国】

【国】

【下諏訪町】

【諏訪圏域内市町村】

【長野県】

【伊那圏域内 伊那市、駒ヶ根市、南箕輪村】

【国】【長野県】

【飯田市】

【国】

【国】

【国】

【国】
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【長野県】

【長野県】
【長野県】

【岡谷市】

【茅野市】

【伊那圏域内市町村】

【長野県】

【諏訪圏域内 岡谷市、諏訪市、茅野市、富士見町】

利水ダム等における事前放流

【ダム管理者】

天竜川上流域

諏訪湖

■グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ
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【国】

急流対策

【国】

急流対策

【国】
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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（戸草ダム）

※ ○○川 は、県管理河川の代表的な箇所（河川）を示したものである。

かわまちづくり水生生物調査

【国】

【長野県】

天竜川上流域

諏訪湖

○天竜川は元々砂礫河原主体の環境基盤であり、日本でも天竜川上流域のみに分布している希少種であるツツザキヤマジノギクや、カワラニガナ等の河
原固有の植物が生育するほか、イカルチドリ等の営巣に利用されている。

○ツツザキヤマジノギクのような地域固有の河原植物や、イカルチドリ、コチドリのような鳥類の生息・生育場の保全のため、今後概ね20年間に、瀬・
淵礫河原環境の保全や地域と一体となった取り組みで保全するなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。

瀬、淵、河原の保全瀬、淵、河原の保全

瀬、淵、河原の保全

瀬、淵、河原の保全

【全域に係る取組】
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援
・「信州まちなかグリーンインフラ推進計画」に基づいた事業の促進

重要な種の保全

●魅力ある水辺空間・賑わいの創出
・かわまちづくり（高森町） ・かわまちづくり（諏訪市・岡谷市・下諏訪町）

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・民間協働による水生生物調査
・ツツザキヤマジノギクの保全

●治水対策における多自然川づくり
・河道掘削、堤防整備、動植物の生息・生育・繁殖地等の良好な自然
環境の保全、水質の維持・改善の推進 等

天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】
～リニアを迎えて飛躍する伊那谷を守る流域治水対策～

●グリーンインフラの取り組み 『天竜川の原風景である砂礫河原と河原固有の植物の保全』

凡例

堤防整備 等
河道掘削
大臣管理区間

※図中の個別個所は、代表事例を記載。

治水メニュー

グリーンインフラメニュー
瀬、淵、河原の保全

かわまちづくり
水質浄化

・覆砂工
・水草除去

河床の安定、瀬・淵の創出

瀬、淵、河原の保全

堤防整備

水位低下対策

堤防整備

堤防整備

堤防整備

小渋ダム

松川ダム再開発

雨水渠の整備

河道掘削・築堤整備

河道拡幅、調節池

河道拡幅

河道拡幅

雨水貯留浸透施設整備
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【長野県】

【飯田市】

【長野県】
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【長野県】

【国】

【国】
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【国】
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【長野県】
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【茅野市】

【長野県】
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【国】

【国】

【国】
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【国】
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【国】
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【国】
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【国】
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かわまちづくり

河道掘削

【長野県】



天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～リニアを迎えて飛躍する伊那谷を守る流域治水対策～

■河川対策
〈全体事業費〉：約１,４２０億円 ※1
〈対策内容〉 ：河道掘削、河道拡幅、堤防整備、

調節池、浚渫、ダム再開発 等

■砂防対策
〈全体事業費〉：約１，４４４億円 ※2
〈対策内容〉 ：砂防堰堤等の整備、地すべり対

策の推進 等

■下水道対策
〈全体事業費〉：約２０億円 ※3
〈対策内容〉 ：公共下水道の整備 等

※１：直轄及び各水系の河川整備計画の残事業費を記載
※２：直轄砂防事業の残事業費を記載
※３：各市町における下水道事業計画の残事業費を記載

天竜川（上流）では、集水域から河川区域までの流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で
「流域治水」を推進する。

あ

【短 期】➢ ボトルネック地点の治水安全度を向上させるため、松尾・下久堅地区（飯田市）、大久保地区（宮田村）にて河川整
備（河道掘削、堤防整備等）を実施する他、流域での砂防堰堤等の整備、公共下水道の整備等を行う。
また、長野県では公共施設における雨水貯留施設の整備、市町村では立地適正化計画の見直し、要配慮者施設

における避難確保計画の作成を進める。

【中 期】➢ 伊那地区（伊那市）の治水安全度を向上させるための、水位低下対策（河道掘削、樹木伐開等）と、これまでに策
定した計画の運用を進める。

【中 長 期】➢ 伊北地区（箕輪町、辰野町）の治水安全度を向上させるための、固定堰の対応事業、水位低下対策（河道掘削、
樹木伐開等）と合わせて、流域を通しての取組（※4）を継続する。

【事業費】

【ロードマップ】

※各工程段階の実施内容は今後の事業進捗によって変更となる場合があります。
※各対策の旗揚げは代表的な事例を示しています。

※4

※4

※4

※4

※4

※4

短期 中期 中長期

国土交通省

長野県

砂防堰堤等の整備
国土交通省

長野県

公共下水道の整備
長野県

各市町村

雨水貯留施設等の整備
長野県

各市町村

被害対象を減

少させるため

の対策

住まい方の工夫に関する取組
国土交通省

長野県

各市町村

要配慮者利用施設における避難確保

計画の作成と訓練の推進

長野県

各市町村

水防活動の効率化及び水防体制の強

化に関する取組

国土交通省

長野県

各市町村

瀬・淵・河原の保全 中部地方整備局

高森かわまちづくり
高森町

中部地方整備局

工程

氾濫をできる

だけ防ぐ・減ら

すため対策

河道掘削、河道拡幅、堤防整備、調節

池、浚渫、ダム再開発　等

グリーンインフ

ラの取組

被害の軽減、

早期復旧、

復興のための

対策

区分 対策内容 実施主体

河道掘削、築堤整備、諏訪湖の浚渫

【箕輪町、辰野町】

伊北地区の堰の改築【飯田市】

松尾・下久堅地区治

水対策事業

【宮田村】大久保地区治水対策事業

急流河川対策（根継ぎ、護岸）

【伊那市】

伊那地区水位低下対策

不動産関係団体等への水害リスク情報の提供と周知協力の推進

作成・見直し・検討

【長野県】公共施設における雨水貯留浸透施設の整備

運用

天竜川上流域の広域水防訓練に向けた計画の策定及び実施
水防訓練の実施

【先行市町村】立地適正化計画の作成・見直し

全ての要配慮者利用施設で計画を策定（目標）

整備・運用

【高森町、中部地方整備局】高森かわまちづくり

瀬・淵・河原の保全
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				区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		実施主体 ジッシ シュタイ		工程 コウテイ

										短期 タンキ		中期 チュウキ		中長期 チュウ チョウキ

				氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策 ハンラン フセ ヘ タイサク		河道掘削、河道拡幅、堤防整備、調節池、浚渫、ダム再開発　等 カドウ クッサク カドウ カクフク テイボウ セイビ チョウセツ イケ シュンセツ サイカイハツ トウ		国土交通省 コクド コウツウショウ

								長野県 ナガノケン

						砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		国土交通省
長野県 コクド コウツウショウ ナガノケン

						公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		長野県
各市町村 ナガノケン カクシチョウソン

						雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		長野県
各市町村　 ナガノケン カクシチョウソン

				被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		国土交通省
長野県
各市町村 コクド コウツウショウ ナガノケン カクシチョウソン

				被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		長野県
各市町村 ナガノケン カクシチョウソン

						水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		国土交通省
長野県
各市町村 コクド コウツウショウ ナガノケン カクシチョウソン

				グリーンインフラの取組 トリクミ		瀬・淵・河原の保全 セ フチ カワラ ホゼン		中部地方整備局 チュウブチホウセイビキョク

						高森かわまちづくり タカモリ		高森町
中部地方整備局 タカモリマチ チュウブ チホウ セイビ キョク



【機密性２】 
作成日_作成担当課_用途_保存期間


JR東海道本線新幹線橋梁完成

雨水貯留施設の新設等
（多治見市）

立地適正化計画に基づく防災指針
（多治見市）

●●
（●●市）

地下空間タイムラインの策定
（名古屋市）

河道掘削、築堤整備、諏訪湖の浚渫

【箕輪町、辰野町】
伊北地区の堰の改築

【飯田市】
松尾・下久堅地区治水対策事業　

【宮田村】大久保地区治水対策事業　

美和ダム
湖内堆砂対策施設の本格運用

急流河川対策（根継ぎ、護岸）

【伊那市】
伊那地区水位低下対策

地盤の嵩上

不動産関係団体等への水害リスク情報の提供と周知協力の推進

作成・見直し・検討

【長野県】公共施設における雨水貯留浸透施設の整備　

運用

天竜川上流域の広域水防訓練に向けた計画の策定及び実施

水防訓練の実施

【先行市町村】立地適正化計画の作成・見直し

全ての要配慮者利用施設で計画を策定（目標）

整備・運用

【高森町、中部地方整備局】高森かわまちづくり　

瀬・淵・河原の保全
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				区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		実施主体 ジッシ シュタイ		工程 コウテイ

										短期 タンキ		中期 チュウキ		中長期 チュウ チョウキ

						河道掘削、河道拡幅、堤防整備、調整池、浚渫、ダム再開発　等 カドウ クッサク カドウ カクフク テイボウ セイビ チョウセイチ シュンセツ サイカイハツ トウ		国土交通省 コクド コウツウショウ

								長野県 ナガノケン

						砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		国土交通省 コクド コウツウショウ

						公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		各市町村 カクシチョウソン

						雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		長野県
各市町村　 ナガノケン カクシチョウソン



				被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		国土交通省
長野県
各市町村 コクド コウツウショウ ナガノケン カクシチョウソン



				被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		長野県
各市町村 ナガノケン カクシチョウソン

						水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		国土交通省
長野県
各市町村 コクド コウツウショウ ナガノケン カクシチョウソン



【機密性２】 
作成日_作成担当課_用途_保存期間


JR東海道本線新幹線橋梁完成

雨水貯留施設の新設等
（多治見市）

立地適正化計画に基づく防災指針
（多治見市）

全ての要配慮者利用施設で計画を策定

●●
（●●市）

地下空間タイムラインの策定
（名古屋市）

河道掘削、築堤整備、諏訪湖の浚渫

広域水防訓練の実施
（R4年度）

【箕輪町、辰野町】
伊北地区の堰の改築

【飯田市】
松尾・下久堅地区治水対策事業　

【宮田村】大久保地区治水対策事業　

美和ダム
湖内堆砂対策施設の本格運用

立地適正化計画に基づく防災指針の策定

急流河川対策（根継ぎ、護岸）

【伊那市】
伊那地区水位低下対策

地盤の嵩上

不動産関係団体等への水害リスク情報の提供と周知協力の推進
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				区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		実施主体 ジッシ シュタイ		工程 コウテイ

										短期 タンキ		中期 チュウキ		中長期 チュウ チョウキ

				氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 ハンラン フセ ヘ タイサク		飯田市松尾・下久堅地区、宮田村大久保地区を守る河川改修 オオクボ マモ カセン カイシュウ		天竜川上流河川事務所
長野県 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン

						伊那市街地を守る水位低下対策 イナ シガイチ マモ スイイ テイカ タイサク		天竜川上流河川事務所
長野県 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン

						伊北地区（箕輪町、辰野町）を守る水位低下対策 イホク チク ミノワマチ タツノマチ マモ スイイ テイカ タイサク		天竜川上流河川事務所
長野県 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン

						急流河川対策（根継ぎ、護岸） キュウリュウ カセン タイサク ネツ ゴガン		天竜川上流河川事務所
長野県 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン

						県区間による河川改修 ケン クカン カセン カイシュウ		長野県 ナガノケン

						ダム再開発 サイカイハツ		天竜川ダム統合管理事務所
長野県 テンリュウ カワ トウゴウ カンリ ジムショ ナガノケン

						砂防事業の推進 サボウ ジギョウ スイシン		天竜川上流河川事務所
長野県 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン

						雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		長野県
各市町村　等 ナガノケン カクシチョウソン トウ



				被害対象を減少
させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		「まちづくり」による水害に強い地域への誘導 スイガイ ツヨ チイキ ユウドウ		各市町村　等 カクシチョウソン トウ

				被害対象を減少
させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		「まちづくり」による水害に強い地域への誘導 スイガイ ツヨ チイキ ユウドウ		各市町村　等 カクシチョウソン トウ



				被害の軽減、
早期復旧、復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		長野県
各市町村　等 ナガノケン カクシチョウソン トウ

						水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		天竜川上流河川事務所
長野県
各市町村　等 テンリュウカワジョウリュウカセンジムショ ナガノケン カクシチョウソン トウ



【機密性２】 
作成日_作成担当課_用途_保存期間


JR東海道本線新幹線橋梁完成

雨水貯留施設の新設等
（多治見市）

立地適正化計画に基づく防災指針
（多治見市）

全ての要配慮者利用施設で計画を策定

●●
（●●市）

地下空間タイムラインの策定
（名古屋市）

河道掘削、築堤整備、諏訪湖の浚渫

広域水防訓練の実施
（R4年度）

堰の改築完了

松尾・下久堅地区治水対策事業　完了

大久保地区治水対策事業　完了

美和ダム
湖内堆砂対策施設の本格運用

立地適正化計画に基づく防災指針の策定

立地適正化計画に基づく防災指針の策定
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天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】
～リニアを迎えて飛躍する伊那谷を守る流域治水対策～

短期整備（５カ年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約81％→約83％

飯田市松尾・下久堅地区の鵞流峡治水対策事業の完了及び中川村南向地区における堤防整備、宮田村宮田地区（太田切川合流点）の河道整備により、同地区における戦後最大
規模と同規模の洪水に対しても概ねＨＷＬ以下で流下させることが可能。

実施箇所・対策内容 リスクマップ※

※ 外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合があります。
※ この確率以下の洪水においても、浸食等により破堤する可能性があります。
※ 短期の図については、国直轄事業実施による効果です。
※ 本資料は、調整中のものであり、今後事業進捗等により変更が生じる可能性があります。

※1 背後地の保全対象を考慮して、一部地域を除外した値となります。

堤防整備
伊那市・辰野町・箕輪町等

⑫浸透対策
東春近 L=0.6km

④堤防整備
宮田 L=0.3km

⑭急流対策（支川）
太田切川 L=0.5km

⑤堤防整備
下平 L=0.3km

⑩堤防整備
飯島 L=1.1km
⑦堤防整備

小和田 L=0.9km

③堤防整備
南向（上流） L=0.6km

⑧堤防整備
生田 L=0.7km
⑥堤防整備

山吹 L=1.3km
⑨堤防整備

伴野 L=1.0km

②水位低下対策
伊北地区 L=15.4km

①水位低下対策
伊那地区 L=14.8km

⑪堤防整備
東春近 L=5.3km

水位低下対策
伊那市・駒ヶ根市・飯島町等

⑬急流対策（支川）
三峰川 L=0.3km

堤防整備
伊那市・駒ヶ根市・飯島町等

急流対策
伊那市・駒ヶ根市・飯島町等

水位低下対策
飯田市・松川町・高森町等

堤防整備
飯田市・松川町・高森町等

急流対策
飯田市・松川町・高森町等

短期整備メニュー ：赤字
整備計画メニュー ：緑字

⑮美和ダム

三峰川総合開発事業
一式

【短期整備完了時の進捗】
➀伊那地区 河道掘削 10％→50％
➂南向（上流）地区 堤防整備 0％→100％
➃宮田地区 堤防整備 0％→100％
➄下平地区 堤防整備 0％→100％
➅山吹地区 堤防整備 0％→80％
➆小和田地区 堤防整備 0％→60％
➇生田地区 堤防整備 0％→20％
➈伴野地区 堤防整備 0％→20％
⑪東春近地区 堤防整備 0％→30％
⑬三峰川 急流対策 0％→60％

①伊那地区

②伊北地区

伊那市・駒ヶ根市・飯田市他

③南向
（上流）

④宮田

⑤下平

⑥山吹

⑦小和田

⑧生田

⑨伴野

⑩飯島

⑪東春近

伊那市・駒ヶ根市・飯田市他

浸透対策 ⑫東春近

⑬支川
（三峰川）
⑭支川

（太田切川）

伊那市・駒ヶ根市・飯田市他

三峰川総合開発事業
（美和ダム再開発）

⑮美和ダム

水位低下対策

工　程

短期（R3～R7年度）
1/10未満→1/10以上（※1）

中期（R8 ～R14年度 ）
1/10以上→1/10以上（※1）

中長期（R15 ～R20年度 ）
1/10以上→1/50以上（※1）

対策内容 箇　所

氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
・
減
ら
す
た
め
の
対
策

堤防整備

区分

急流対策

R3

堰の改築を含む

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

80％

60％

20％

20％

30％

60％

50％

100％

100％

【中川村南向地区】

現在 現況河道
（180～213k）

短期 短期整備後河道
（180～213k）

浸水の
頻度が減少！

浸水深0cmより
大きい範囲

浸水深0cmより
大きい範囲

現況河道
（139～180k）

短期整備後河道
（139～180k）


流プロ（事業効果の見える化）三峰総削除

																				5年 ネン										7年 ネン														6年 ネン

						値 アタイ		％

						短期整備後
進捗率 タンキ セイビ ゴ シンチョクリツ

中部地方整備局: ・年ごとの施工延長は、全延長を施工年数で割り戻した値
・進捗率は年数割で決定								対策内容 タイサク ナイヨウ		箇　所 カ ショ		施工延長
（km） セコウエンチョウ		工　程 コウ ホド

																				短期（R3～R7年）
上流部：1/12→1/12
下流部：1/2→1/2 タンキ ネン カリュウブ										中期（R8 ～R14 ）
上流部：1/12→1/12
下流部：1/2→1/2 チュウキ														中長期（R15 ～R20 ）
上流部：1/12→1/60
下流部：1/2→1/30 チュウ チョウキ

								46%		50%				水位低下対策 スイイ テイカ タイサク		①伊那地区 イナ チク		14.8

								0%		0%						②伊北地区 イホク チク		15.4

								100%		100%				堤防整備 テイボウ セイビ		③南向
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		3.6

								100%		100%						④宮田 ミヤタ		0.3

								100%		100%						⑤下平 シモタイラ		0.2

								83%		80%						⑥山吹 ヤマブキ		1.3

								60%		60%						⑦小和田 コワダ		0.9

								22%		20%						⑧生田 イクタ		0.7

								22%		20%						⑨伴野 バンノ		1.5

								42%		40%						⑩飯島 イイジマ		1.1																																								 

								28%		30%						⑪東春近 ヒガシ ハルチカ		5.3

								0%		0%				浸透対策 シントウ タイサク		⑫東春近 ヒガシ ハルチカ		0.6

								57%		60%				急流対策 キュウリュウ タイサク		⑬支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ		0.7

								0%		0%						⑭支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ		0.5

								42%		40%						⑮天竜川 テンリュウ ガワ		8.6





R3

R2年度から実施

堤防整備

河道掘削

堰の改築を含む

代替案の設計、施工

1/27
二次要求の確定値提出時での資料は、
左記表から黒塗り行を削除したものを添付している

R3実施工事400ｍを追加

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

80％

60％

20％

20％

30％

60％



流プロ（事業効果の見える化） (3)

																								5年 ネン										7年 ネン														6年 ネン

						値 アタイ		％

						短期整備後
進捗率 タンキ セイビ ゴ シンチョクリツ										区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		箇　所 カ ショ		施工延長
（km） セコウエンチョウ		工　程 コウ ホド

																								短期（R3～R7年度）
1/10未満→1/10以上（※1） タンキ ネンド ミマン イジョウ										中期（R8 ～R14年度 ）
1/10以上→1/10以上（※1） チュウキ ネンド イジョウ イジョウ														中長期（R15 ～R20年度 ）
1/10以上→1/50以上（※1） チュウ チョウキ ネンド イジョウ イジョウ

								46%		50%						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 ハンラン フセ ヘ タイサク		水位低下対策 スイイ テイカ タイサク		①伊那地区 イナ チク		14.8

																				②伊北地区 イホク チク		15.4

								0%		0%										伊那市・駒ヶ根市・飯田市他 イナ シ ホカ

								100%		100%								堤防整備 テイボウ セイビ		③南向
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		3.6

								100%		100%										④宮田 ミヤタ		0.3

								100%		100%										⑤下平 シモタイラ		0.2

								83%		80%										⑥山吹 ヤマブキ		1.3

								60%		60%										⑦小和田 コワダ		0.9

								22%		20%										⑧生田 イクタ		0.7

								22%		20%										⑨伴野 バンノ		1.5

								42%		40%										⑩飯島 イイジマ		1.1																																								 

								28%		30%										⑪東春近 ヒガシ ハルチカ		5.3

																				伊那市・駒ヶ根市・飯田市他 イナ シ ホカ

								0%		0%								浸透対策 シントウ タイサク		⑫東春近 ヒガシ ハルチカ		0.6

								57%		60%								急流対策 キュウリュウ タイサク		⑬支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ		0.7

								0%		0%										⑭支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ		0.5

								42%		40%										伊那市・駒ヶ根市・飯田市他 イナ シ ホカ		8.6

								42%		40%								三峰川総合開発事業
（美和ダム再開発） サンホウ カワ ソウゴウ カイハツ ジギョウ ミワ サイカイハツ		⑮美和ダム ミワ		ー
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流プロ（事業効果の見える化） (2)





						対策内容 タイサク ナイヨウ		箇　所 カ ショ		工　程 コウ ホド

										短期（R3～R7年）
治水安全度：1／●→1/● タンキ ネン チスイ アンゼンド										中期（R8 ～R14 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウキ														中長期（R15 ～R20 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウ チョウキ

						水位低下対策 スイイ テイカ タイサク		伊那地区 イナ チク

								伊北地区 イホク チク

						堤防整備 テイボウ セイビ		南向
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ

								宮田 ミヤタ

								下平 シモタイラ

								山吹 ヤマブキ

								小和田 コワダ

								生田 イクタ

								伴野 バンノ

								飯島 イイジマ

								東春近 ヒガシ ハルチカ

						浸透対策 シントウ タイサク		東春近 ヒガシ ハルチカ

						急流対策 キュウリュウ タイサク		支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ

								支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ

								天竜川 テンリュウ ガワ

						三峰川総合開発事業
（美和ダム再開発） サンホウ カワ ソウゴウ カイハツ ジギョウ ミワ サイカイハツ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ
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流域委員会用_流プロ（事業効果の見える化）





						対策内容 タイサク ナイヨウ		箇　所 カ ショ		工　程 コウ ホド

										短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						水位低下対策 スイイ テイカ タイサク		伊那地区 イナ チク

								伊北地区 イホク チク

						堤防整備 テイボウ セイビ		南向
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ

								宮田 ミヤタ

								下平 シモタイラ

								山吹 ヤマブキ

								小和田 コワダ

								生田 イクタ

								伴野 バンノ

								飯島 イイジマ

								東春近 ヒガシ ハルチカ

						浸透対策 シントウ タイサク		東春近 ヒガシ ハルチカ

						急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川 テンリュウ ガワ

						三峰川総合開発事業
（美和ダム再開発） サンホウ カワ ソウゴウ カイハツ ジギョウ ミワ サイカイハツ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ
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×流プロ（事業効果の見える化）改





						区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		箇　所 カ ショ		工　程 コウ ホド

												短期（R3～R7年）
治水安全度：1／●→1/● タンキ ネン チスイ アンゼンド										中期（R8 ～R14 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウキ														中長期（R15 ～R20 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウ チョウキ

								水位低下対策 スイイ テイカ タイサク		伊那地区 イナ チク

										伊北地区 イホク チク

								堤防整備 テイボウ セイビ		南向➂
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		山吹 ヤマブキ

								堤防整備 テイボウ セイビ		東春近 ヒガシ ハルチカ

								堤防整備 テイボウ セイビ		伊那地区 イナ チク

								堤防整備 テイボウ セイビ		西春近 ニシハルチカ

								堤防整備 テイボウ セイビ		東伊那 ヒガシイナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		宮田 ミヤタ

								堤防整備 テイボウ セイビ		中沢 ナカサワ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		下平② シモタイラ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		下平① シモタイラ

								堤防整備 テイボウ セイビ		日曽利 ニッソリ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		飯島 イイジマ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防整備 テイボウ セイビ		飯島② イイジマ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防整備 テイボウ セイビ		飯島① イイジマ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）
リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防整備 テイボウ セイビ		飯沼 イイヌマ		リニア残土の動向を伺う(リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり) ザンド ドウコウ ウカガ

								堤防整備 テイボウ セイビ		小和田 コワダ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

								堤防整備 テイボウ セイビ		南向②
（中流） ミナミ ムカイ チュウリュウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		南向①
（下流） ミナミ ムカイ カリュウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		大島 オオシマ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		生田 イクタ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防整備 テイボウ セイビ		市田 イチダ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防整備 テイボウ セイビ		伴野 バンノ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下久堅 シモヒサカタ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								支川対策 シセン タイサク		三峰川
太田切川
横川川 サンホウ カワ オオタギリ カワ ヨコカワ カワ

								急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								三峰川総合開発事業
（美和ダム再開発） サンホウ カワ ソウゴウ カイハツ ジギョウ ミワ サイカイハツ		三峰川上流 サンホウ カワ ジョウリュウ
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策（国）

令和5年度で完了予定



もと

		水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

		区分 クブン		対策内容 タイサクナイヨウ		河川名 カセンメイ		左右岸 サユウガン		区間 クカン				距離標 キョリヒョウ		完了
済or未 カンリョウ スミ ミ

				水位低下対策（河道掘削）		天竜川 テンリュウガワ		左岸 サガン		下久堅 シモヒサカタ		飯田市下久堅南原～飯田市下久堅知久平		143.8k付近～144.6k付近		済 スミ

										生田 イクタ		下伊那郡松川町生田 		161.1k付近～161.4k付近 		未

										東伊那 ヒガシイナ		駒ヶ根市東伊那 		182.8k付近～183.3k付近 		未

										狐島・野底・福与 キツネジマ		伊那市伊那部 ～上伊那郡箕輪町大字三日町 		193.5k付近～200.9k付近 		未

										中村・荒神山		上伊那郡箕輪町大字東箕輪 ～上伊那郡辰野町大字平出 		205.1k付近～212.8k付近 		未

						横川川 ヨコカワガワ		左岸 サガン		荒神山 コウジンヤマ		上伊那郡辰野町大字辰野 		0.0k付近～0.2k付近 		未

				水位低下対策（樹木伐開）		天竜川 テンリュウガワ		左岸 サガン		下久堅 シモヒサカタ		飯田市下久堅南原 ～飯田市下久堅知久平 		143.8k付近～145.0k付近		未

										生田 イクタ		下伊那郡松川町生田 		161.2k付近～161.4k付近		未

										東伊那 ヒガシイナ		駒ヶ根市東伊那 		182.8k付近～183.0k付近		未

				水位低下対策（堰・橋梁の改築等）		天竜川 テンリュウガワ		左右岸 サユウガン		下久堅・松尾 シモヒサカタ		左岸（飯田市下久堅南原）
右岸（飯田市駄科） 		143.8k付近　南原橋の改築 		未

										南向 ミナカタ		左岸（上伊那郡中川村葛島） 
右岸（上伊那郡中川村片桐） 		164.2k付近　天の中川橋の改築 		済 スミ

										東伊那・宮田 ヒガシイナ		左岸（駒ヶ根市東伊那） 
右岸（上伊那郡宮田村大久保） 		183.2k付近　大久保橋の改築 		事業中 ジギョウチュウ

										狐島・西町 キツネジマ		左岸（伊那市伊那部） 
右岸（伊那市伊那） 		193.8k付近　伊那大橋の補強 		済 スミ

												左岸（伊那市伊那部） 
右岸（伊那市伊那） 		195.2k付近　水神橋の補強 		済 スミ

										野底・南箕輪 ノソコ		左岸（伊那市伊那部） 
右岸（上伊那郡南箕輪村田畑） 		196.8k付近　明神橋の補強 		済 スミ

										長岡・箕輪 ナガオカ		左岸（上伊那郡箕輪町大字東箕輪）
右岸（上伊那郡箕輪町大字中箕輪）		205.2k付近　大阪井堰の改築  		未

												左岸（上伊那郡箕輪町大字東箕輪）
右岸（上伊那郡箕輪町大字中箕輪）		206.4k付近　中井用水堰の改築 		未

										長岡・新町 ナガオカ		左岸（上伊那郡箕輪町大字東箕輪）
右岸（上伊那郡辰野町大字伊那富）		208.0k付近　上河原井堰の改築 		未

										荒神山・新町 コウジンヤマ		左岸（上伊那郡辰野町大字樋口）
右岸（上伊那郡辰野町大字伊那富）		209.4k付近　羽場下井堰の改築  		未

												左岸（上伊那郡辰野町大字平出）
右岸（上伊那郡辰野町大字伊那富）		212.4k付近　城前橋の改築 		済 スミ

												左岸（上伊那郡辰野町大字平出）
右岸（上伊那郡辰野町大字辰野）		212.8k付近　昭和橋の補強 		未

						横川川 ヨコカワガワ		左右岸 サユウガン		新町 シンマチ		左岸（上伊那郡辰野町大字辰野）
右岸（上伊那郡辰野町大字伊那富）		0.0k付近 　床止の改築 		未

				堤防強化（堤防整備）		天竜川 テンリュウガワ		左岸 サガン		平岡 ヒラオカ		下伊那郡天龍村平岡		113.6k付近～113.8k付近		未

										下久堅 シモヒサカタ		飯田市下久堅知久平 		144.2k付近～144.8k付近		済 スミ

														145.2k付近～145.6k付近		未

												飯田市下久堅下虎岩 		145.8k付近～146.0k付近		未

										伊久間 イクマ		下伊那郡喬木村阿島 		149.6k付近～149.8k付近		未

														150.8k付近～151.3k付近		一部済 イチブ スミ

										伴野 トモノ		下伊那郡豊丘村大字神稲 		151.8k付近～152.6k付近		未

														153.0k付近～153.7k付近		未

										河野 カワノ				153.9k付近～154.1k付近		未

										河野 カワノ		下伊那郡豊丘村大字河野 		154.8k付近～155.2k付近		未

														157.0k付近～157.4k付近		未

										生田 イクタ		下伊那郡松川町生田 		158.5k付近～159.2k付近		未

										南向 ミナカタ		上伊那郡中川村葛島 		161.6k付近～161.8k付近		未

														161.8k付近～164.2k付近		未

														164.2k付近～165.2k付近		事業中 ジギョウチュウ

										飯沼 イイヌマ		上伊那郡中川村大草 		169.0k付近～169.5k付近		未

										日曽利 ヒッソリ		上伊那郡飯島町日曽利 		172.2k付近～173.2k付近		未

										東春近 ヒガシハルチカ		伊那市東春近 		185.7k付近～188.6k付近		未

										東春近 ヒガシハルチカ		伊那市伊那部 		188.6k付近～191.0k付近		未

										狐島 キツネジマ				191.4k付近～191.5k付近		済 スミ

														191.9k付近～192.4k付近		未

										狐島・野底				194.4k付近～196.9k付近		未

										野底 ノソコ		伊那市福島 		197.3k付近～198.8k付近		未

										福与 フクヨ		上伊那郡箕輪町大字三日町 		201.0k付近～202.0k付近		未

										長岡 ナガオカ		上伊那郡箕輪町大字中箕輪～上伊那郡箕輪町大字東箕輪 		203.6k付近～204.2k付近		未

										荒神山 コウジンヤマ		上伊那郡辰野町大字平出 		212.3k付近～212.5k付近		済 スミ

						太田切川 		左岸 サガン		大久保・大田切 オオクボ オオタギリ		上伊那郡宮田村大久保～上伊那郡宮田村大田切 		0.8k付近～2.0k付近 		未

						三峰川 		左岸 サガン		富県 トミケン		伊那市富県 		5.8k付近～6.0k付近 		未

										高遠町小原 タカトオ マチ コハラ		伊那市高遠町小原 		9.5k付近～9.8k付近 		未

						横川川 		左岸 サガン		新町 シンマチ		上伊那郡辰野町大字伊那富 		0.0k付近～0.2k付近 		未

				堤防強化（浸透対策）		天竜川 テンリュウガワ		左岸 サガン		飯沼 イイヌマ		上伊那郡中川村大草 		169.6k付近～170.2k付近		済 スミ

										東春近 ヒガシハルチカ		伊那市東春近 		187.2k付近～187.8k付近		未

				洪水時の急流対策		天竜川 テンリュウガワ		左岸 サガン		龍江 タツエ		飯田市龍江 		139.6k付近～141.8k付近		未

										下久堅 シモヒサカタ		飯田市下久堅知久平 		144.8k付近 		済 スミ

												飯田市下久堅下虎岩 		145.8k付近～146.2k付近		未

										伊久間 イクマ		下伊那郡喬木村阿島 		150.6K付近～150.8K付近		済 スミ

										伴野 トモノ		下伊那郡豊丘村大字神稲 		152.6k付近～152.8k付近		済 スミ

														153.6k付近～153.7k付近		済 スミ

										河野 カワノ		下伊那郡豊丘村大字河野 		157.4k付近 		済 スミ

										生田 イクタ		下伊那郡松川町生田 		158.5k付近～158.8k付近		済 スミ

														160.5k付近～160.7k付近		済 スミ

										中沢 ナカザワ		駒ヶ根市中沢 		180.2k付近～180.4k付近		済 スミ

						三峰川 		左岸 サガン		高遠町上山田 		伊那市高遠町上山田 		6.1k付近～6.4k付近 		未

				水位低下対策（河道掘削）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		松尾 マツオ		飯田市長野原		143.4k付近		未

												飯田市駄科～飯田市松尾清水 		143.8k付近～144.6k付近 		未

										大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		161.1k付近～161.4k付近 		未

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		182.8k付近～183.3k付近 		未

										西町・南箕輪・木下・箕輪 ニシマチ		伊那市伊那 ～上伊那郡箕輪町大字中箕輪 		193.5k付近～200.9k付近 		未

										箕輪・新町		上伊那郡箕輪町大字中箕輪 ～上伊那郡辰野町大字伊那富 		205.1k付近～212.8k付近 		未

						横川川 ヨコカワガワ		右岸 ウガン		新町 シンマチ		上伊那郡辰野町大字伊那富 		0.0k付近～0.2k付近 		未

				水位低下対策（樹木伐開）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		松尾 マツオ		飯田市駄科 ～飯田市松尾清水 		143.8k付近～145.0k付近		未

										大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		161.2k付近～161.4k付近		未

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		182.8k付近～183.0k付近		未

				水位低下対策（引堤）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		161.0k付近～161.4k付近 		未

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		183.0k付近～183.2k付近 		済 スミ

				水位低下対策（樋門の改築）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		161.2k付近 　産業廃棄物処理用排水管の改築 		未

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		183.0k付近 　宮田排水ひ管の改築 		済 スミ

												上伊那郡宮田村大久保 		183.0k付近 　大井用水樋門の改築 		済 スミ

				堤防強化（堤防整備）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		天竜 テンリュウ		下伊那郡天龍村長島 		113.2k付近～113.6k付近		未

										上郷 カミサト		飯田市上郷別府 		147.8k付近～148.0k付近		未

										市田 イチダ		下伊那郡高森町下市田 		153.4k付近～153.8k付近		未

										山吹 ヤマブキ		下伊那郡高森町山吹 		155.7k付近～157.0k付近		一部事業中 イチブ ジギョウチュウ

										大島 オオシマ				157.5k付近～157.6k付近		未

										大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		160.6k付近～161.0k付近		未

										小和田 コワダ		上伊那郡中川村片桐 		166.7k付近～167.6k付近		未

										飯島 イイジマ		上伊那郡飯島町田切 		175.2k付近～176.3k付近		未

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		182.8k付近～183.0k付近		済 スミ

														184.0k付近～184.3k付近		未

										西春近 ニシハルチカ		上伊那郡宮田村中越～伊那市西春近 		185.5k付近～187.8k付近		未

										西春近 ニシハルチカ		伊那市西春近 		188.2k付近～188.6k付近		未

														189.2k付近～189.5k付近		未

										西町 ニシマチ		伊那市伊那 		194.3k付近～195.6k付近		未

										南箕輪・木下・箕輪 ミナミミノワ		上伊那郡南箕輪村北殿～上伊那郡箕輪町大字三日町 		198.4k付近～202.1k付近		未

										箕輪 ミノワ		上伊那郡箕輪町大字中箕輪 		203.6k付近～203.9k付近		未

														205.6k付近～206.0k付近		済 スミ

										新町 シンマチ		上伊那郡辰野町大字伊那富 		211.2k付近～212.5k付近		未

												上伊那郡辰野町大字辰野 		212.8k付近 		未

						小渋川 		右岸 ウガン		中川村葛島		上伊那郡中川村葛島 		0.0k付近～0.4k付近 		未

						太田切川 		右岸 ウガン		下平・赤穂 		駒ヶ根市下平～駒ヶ根市赤穂 		0.8k付近～2.0k付近 		未

				堤防強化（浸透対策）		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		松尾・上郷 マツオ		飯田市松尾清水～飯田市松尾新井 		144.6k付近～147.7k付近		済 スミ

										山吹 ヤマブキ		下伊那郡高森町山吹 		156.0k付近～156.6k付近		済 スミ

				洪水時の急流対策		天竜川 テンリュウガワ		右岸 ウガン		川路 カワジ		飯田市川路～飯田市時又 		139.6k付近～141.6k付近		未

										松尾 マツオ		飯田市松尾清水 		145.0k付近～145.2k付近		未

										松尾・上郷 マツオ		飯田市松尾明～飯田市松尾新井 		145.7k付近～147.7k付近		未

										上郷 カミサト		飯田市上郷別府 		147.8k付近～148.0k付近		済 スミ

										市田 イチダ		下伊那郡高森町下市田 		151.2k付近～151.5k付近		済 スミ

														153.4k付近～153.6k付近		未

										大島 オオシマ		下伊那郡松川町元大島 		159.6k付近～160.4k付近		済 スミ

														160.8k付近～161.4k付近		未

										小和田 コワダ		上伊那郡中川村片桐 		167.0k付近～167.2k付近		済 スミ

										下平 シモダイラ		駒ヶ根市下平 		179.6k付近～179.8k付近		済 スミ

										宮田 ミヤダ		上伊那郡宮田村大久保 		182.8k付近～183.2k付近		未

										西春近 ニシハルチカ		伊那市西春近 		188.2k付近～188.6k付近		未

														189.3k付近～189.5k付近		未

														189.8k付近～190.0k付近		済 スミ

														190.2k付近～190.4k付近		済 スミ

						太田切川 		右岸 ウガン		下平・赤穂 		駒ヶ根市下平～駒ヶ根市赤穂 		0.6k付近～1.1k付近 		未





流プロ（事業効果の見える化）





						箇　所 カ ショ		対策内容 タイサク ナイヨウ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

														短期（R3～R7年）
治水安全度：1／●→1/● タンキ ネン チスイ アンゼンド										中期（R8 ～R14 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウキ														中長期（R15 ～R20 ）
治水安全度：1／●→1/● チュウ チョウキ

						伊北地区 イホク チク		堰の改築 セキ カイチク				・農業用固定堰の改築等を行い、河道掘削と堤防整備等を実施予定
・固定堰の改築等に向けて、協議会を立ち上げた（R3年度） カイチク トウ カイチク トウ キョウギカイ タ ア ネン ド		代替案の決定
（組合との協議） ダイタイアン ケッテイ クミアイ キョウギ

								河道掘削 カドウ クッサク

						伊那地区 イナ チク		堤防整備
橋梁補強 テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ		〇		・河道掘削と堤防整備
・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり
・河道掘削のみを先行して実施
・市街地であり用地取得が困難 カドウ クッサク テイボウ セイビ ヨビ セッケイ トウ オオ ホウシン ケントウ ヒツヨウ カドウ クッサク センコウ ジッシ シガイチ ヨウチ シュトク コンナン		設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								河道掘削 カドウ クッサク

						東春近② ヒガシ ハルチカ		河道掘削 カドウ クッサク								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

						東春近① ヒガシ ハルチカ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・開口部
・ほ場整備事業先行 カイコウブ ジョウ セイビ ジギョウ センコウ		地元希望で事業先送り / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 ジモト キボウ ジギョウ サキオク カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク ヒツヨウ

						西春近 ニシハルチカ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・開口部
・背後地に会社が1件 カイコウブ ハイゴチ カイシャ イッケン		開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク

						東伊那 ヒガシイナ						・資産無し シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						宮田 ミヤタ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・橋梁架替（県）に合わせて引堤 キョウリョウ カ カ ケン ア ヒキテイ		長野県
施工 ナガノケン セコウ		用地 ヨウチ

						中沢 ナカサワ						・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						下平② シモタイラ						・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						下平① シモタイラ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・メニューあり
・家屋数軒あり（浸水時孤立） カオク スウケン シンスイ ジ コリツ				設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

						日曽利 ニッソリ						・人家無し ジンカ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

				飯島③		飯島 イイジマ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・砂防事業と連携して実施 サボウ ジギョウ レンケイ ジッシ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

						飯島② イイジマ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・メニュー無し
・家屋数軒あり ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

						飯島① イイジマ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・メニュー無し
・家屋が数軒ある ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）
リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

						飯沼 イイヌマ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・メニューあり
・家屋数軒あり カオク スウケン		リニア残土の動向を伺う(リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり) ザンド ドウコウ ウカガ

						小和田 コワダ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・リニア残土受入地
・整備方針を協議中 ザンド ウケイレチ セイビ ホウシン キョウギチュウ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

						南向➂
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		堤防強化 テイボウ キョウカ		〇		・工場あり
・リニア残土受け入れ予定 コウジョウ ザンド ウ イ ヨテイ

						南向②
（中流） ミナミ ムカイ チュウリュウ						・資産が無いので見送り
・リニア残土受け入れ予定 シサン ナ ミオク ザンド ウ イ ヨテイ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						南向①
（下流） ミナミ ムカイ カリュウ						・民家はあるが、移転を含む住まい方の工夫を検討 ミンカ イテン フク ス カタ クフウ ケントウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						大島 オオシマ						・資産無し、メニュー無し シサン ナ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						生田 イクタ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・背後地に資産有（工業団地）、優先順位高い シサン ア コウギョウ ダンチ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

						山吹 ヤマブキ		堤防強化 テイボウ キョウカ		〇		・施工中～Ｒ８まで
・高森町のかわまち事業と連携
・国体のカヌー誘致（R9） セコウ チュウ タカモリ マチ ジギョウ レンケイ コクタイ ユウチ

						市田 イチダ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・整備計画上、メニュー無し セイビ ケイカクジョウ ナ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

						伴野 バンノ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・背後地に資産有（家屋、道の駅、保育園等）、優先順位高い ハイゴチ シサン ア カオク ミチ エキ ホイクエン トウ ユウセン ジュンイ タカ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

						下久堅 シモヒサカタ		堤防強化 テイボウ キョウカ				・水神橋上流（左岸）の浸水は骨材プラントのみ、優先度は低い スイジンバシ ジョウリュウ サガン シンスイ コツザイ ユウセンド ヒク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

						支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ		堤防整備 テイボウ セイビ				・出水により急速に河床低下した場合は適宜実施 イズミ キュウソク カショウ テイカ バアイ テキギ ジッシ

						支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ		堤防整備 テイボウ セイビ				・出水により急速に河床低下した場合は適宜実施 イズミ キュウソク カショウ テイカ バアイ テキギ ジッシ

						天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ		急流対策 キュウリュウ タイサク				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

						天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ		ダム再開発・
ダム施設改良 シセツ カイリョウ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

						天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ		砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

						流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン		公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

						流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン		雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

						流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン		水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン









R3

河道掘削

堤防整備

河道掘削

堰撤去

代替案の設計、施工

1/27
二次要求の確定値提出時での資料は、
左記表から黒塗り行を削除したものを添付している



流プロのフロー（全体版） (二次要求LAST) (2)





						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		堰の改築 セキ カイチク		伊北地区 イホク チク				・農業用固定堰の改築等を行い、河道掘削と堤防整備等を実施予定
・固定堰の改築等に向けて、協議会を立ち上げた（R3年度） カイチク トウ カイチク トウ キョウギカイ タ ア ネン ド		代替案の決定
（組合との協議） ダイタイアン ケッテイ クミアイ キョウギ

								河道掘削 カドウ クッサク

								堤防整備
橋梁補強 テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ		伊那地区 イナ チク		〇		・河道掘削と堤防整備
・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり
・河道掘削のみを先行して実施
・市街地であり用地取得が困難 カドウ クッサク テイボウ セイビ ヨビ セッケイ トウ オオ ホウシン ケントウ ヒツヨウ カドウ クッサク センコウ ジッシ シガイチ ヨウチ シュトク コンナン		設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								河道掘削 カドウ クッサク

								河道掘削 カドウ クッサク		東春近② ヒガシ ハルチカ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		東春近① ヒガシ ハルチカ				・開口部
・ほ場整備事業先行 カイコウブ ジョウ セイビ ジギョウ センコウ		地元希望で事業先送り / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 ジモト キボウ ジギョウ サキオク カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク ヒツヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		西春近 ニシハルチカ				・開口部
・背後地に会社が1件 カイコウブ ハイゴチ カイシャ イッケン		開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク

										東伊那 ヒガシイナ				・資産無し シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		宮田 ミヤタ				・橋梁架替（県）に合わせて引堤 キョウリョウ カ カ ケン ア ヒキテイ		長野県
施工 ナガノケン セコウ		用地 ヨウチ

										中沢 ナカサワ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										下平② シモタイラ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下平① シモタイラ				・メニューあり
・家屋数軒あり（浸水時孤立） カオク スウケン シンスイ ジ コリツ				設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

										日曽利 ニッソリ				・人家無し ジンカ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島③ イイジマ				・砂防事業と連携して実施 サボウ ジギョウ レンケイ ジッシ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島② イイジマ				・メニュー無し
・家屋数軒あり ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島① イイジマ				・メニュー無し
・家屋が数軒ある ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）
リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯沼 イイヌマ				・メニューあり
・家屋数軒あり カオク スウケン		リニア残土の動向を伺う(リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり) ザンド ドウコウ ウカガ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		小和田 コワダ				・リニア残土受入地
・整備方針を協議中 ザンド ウケイレチ セイビ ホウシン キョウギチュウ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		南向➂
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		〇		・工場あり
・リニア残土受け入れ予定 コウジョウ ザンド ウ イ ヨテイ

										南向②
（中流） ミナミ ムカイ チュウリュウ				・資産が無いので見送り
・リニア残土受け入れ予定 シサン ナ ミオク ザンド ウ イ ヨテイ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										南向①
（下流） ミナミ ムカイ カリュウ				・民家はあるが、移転を含む住まい方の工夫を検討 ミンカ イテン フク ス カタ クフウ ケントウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										大島 オオシマ				・資産無し、メニュー無し シサン ナ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		生田 イクタ				・背後地に資産有（工業団地）、優先順位高い シサン ア コウギョウ ダンチ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		山吹 ヤマブキ		〇		・施工中～Ｒ８まで
・高森町のかわまち事業と連携
・国体のカヌー誘致（R9） セコウ チュウ タカモリ マチ ジギョウ レンケイ コクタイ ユウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		市田 イチダ				・整備計画上、メニュー無し セイビ ケイカクジョウ ナ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		伴野 バンノ				・背後地に資産有（家屋、道の駅、保育園等）、優先順位高い ハイゴチ シサン ア カオク ミチ エキ ホイクエン トウ ユウセン ジュンイ タカ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下久堅 シモヒサカタ				・水神橋上流（左岸）の浸水は骨材プラントのみ、優先度は低い スイジンバシ ジョウリュウ サガン シンスイ コツザイ ユウセンド ヒク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ				・出水により急速に河床低下した場合は適宜実施 イズミ キュウソク カショウ テイカ バアイ テキギ ジッシ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ				・出水により急速に河床低下した場合は適宜実施 イズミ キュウソク カショウ テイカ バアイ テキギ ジッシ

								急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								ダム再開発・
ダム施設改良 シセツ カイリョウ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン
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二次要求の確定値提出時での資料は、
左記表から黒塗り行を削除したものを添付している



流プロのフロー（全体版） (二次要求LAST)



						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		堰の改築 セキ カイチク		伊北地区 イホク チク				・農業用固定堰の撤去を行い、河道掘削と堤防整備等を実施予定
・固定堰の撤去に向けて、長期の地元調整が予想される チョウキ ジモト チョウセイ ヨソウ		代替案の決定
（組合との協議） ダイタイアン ケッテイ クミアイ キョウギ

								河道掘削 カドウ クッサク

								堤防整備
橋梁補強 テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ		伊那地区 イナ チク		〇		・河道掘削と堤防整備
・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり
・河道掘削のみを先行して実施
・市街地であり用地取得が困難 カドウ クッサク テイボウ セイビ ヨビ セッケイ トウ オオ ホウシン ケントウ ヒツヨウ カドウ クッサク センコウ ジッシ シガイチ ヨウチ シュトク コンナン		設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								河道掘削 カドウ クッサク

								河道掘削 カドウ クッサク		東春近② ヒガシ ハルチカ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		東春近① ヒガシ ハルチカ				・開口部
・ほ場整備事業先行 カイコウブ ジョウ セイビ ジギョウ センコウ		地元希望で事業先送り / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 ジモト キボウ ジギョウ サキオク カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク ヒツヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		西春近 ニシハルチカ				・開口部
・背後地に会社が1件 カイコウブ ハイゴチ カイシャ イッケン		開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク

										東伊那 ヒガシイナ				・資産無し シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		宮田 ミヤタ				・橋梁架替（県）に合わせて引堤 キョウリョウ カ カ ケン ア ヒキテイ		長野県
施工 ナガノケン セコウ		用地 ヨウチ

										中沢 ナカサワ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										下平② シモタイラ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下平① シモタイラ				・メニューあり
・家屋数軒あり（浸水時孤立） カオク スウケン シンスイ ジ コリツ				設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

										日曽利 ニッソリ				・人家無し ジンカ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島③ イイジマ				・砂防事業と連携して実施 サボウ ジギョウ レンケイ ジッシ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島② イイジマ				・メニュー無し
・家屋数軒あり ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島① イイジマ				・メニュー無し
・家屋が数軒ある ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）
リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯沼 イイヌマ				・メニューあり
・家屋数軒あり カオク スウケン		リニア残土の動向を伺う(リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり) ザンド ドウコウ ウカガ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		小和田 コワダ				・リニア残土受入地
・整備方針を協議中 ザンド ウケイレチ セイビ ホウシン キョウギチュウ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		南向➂
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		〇		・工場あり
・リニア残土受け入れ予定 コウジョウ ザンド ウ イ ヨテイ

										南向②
（中流） ミナミ ムカイ チュウリュウ				・資産が無いので見送り
・リニア残土受け入れ予定 シサン ナ ミオク ザンド ウ イ ヨテイ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										南向①
（下流） ミナミ ムカイ カリュウ				・民家はあるが、移転を含む住まい方の工夫を検討 ミンカ イテン フク ス カタ クフウ ケントウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										大島 オオシマ				・資産無し、メニュー無し シサン ナ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		生田 イクタ				・背後地に資産有（工業団地）、優先順位高い シサン ア コウギョウ ダンチ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		山吹 ヤマブキ		〇		・施工中～Ｒ８まで
・高森町のかわまち事業と連携
・国体のカヌー誘致（R9） セコウ チュウ タカモリ マチ ジギョウ レンケイ コクタイ ユウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		市田 イチダ				・整備計画上、メニュー無し セイビ ケイカクジョウ ナ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		伴野 バンノ				・背後地に資産有（家屋、道の駅、保育園等）、優先順位高い ハイゴチ シサン ア カオク ミチ エキ ホイクエン トウ ユウセン ジュンイ タカ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下久堅 シモヒサカタ				・水神橋上流（左岸）の浸水は骨材プラントのみ、優先度は低い スイジンバシ ジョウリュウ サガン シンスイ コツザイ ユウセンド ヒク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ				・出水により急速に河床低下 イズミ キュウソク カショウ テイカ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ				・出水により急速に河床低下 イズミ キュウソク カショウ テイカ

								急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								ダム再開発　等		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン









R3

河道掘削

堤防整備

河道掘削

堰撤去

代替案の設計、施工

1/27
二次要求の確定値提出時での資料は、
左記表から黒塗り行を削除したものを添付している



流プロのフロー（全体版）



						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		堰の改築 セキ カイチク		伊北地区 イホク チク				・農業用固定堰の撤去を行い、河道掘削と堤防整備等を実施予定
・固定堰の撤去に向けて、長期の地元調整が予想される チョウキ ジモト チョウセイ ヨソウ		代替案の決定
（組合との協議） ダイタイアン ケッテイ クミアイ キョウギ

								河道掘削 カドウ クッサク

								堤防整備
橋梁補強 テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ		伊那地区 イナ チク		〇		・河道掘削と堤防整備
・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり
・河道掘削のみを先行して実施
・市街地であり用地取得が困難 カドウ クッサク テイボウ セイビ ヨビ セッケイ トウ オオ ホウシン ケントウ ヒツヨウ カドウ クッサク センコウ ジッシ シガイチ ヨウチ シュトク コンナン		設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								河道掘削 カドウ クッサク







						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		河道掘削 カドウ クッサク		東春近② ヒガシ ハルチカ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		東春近① ヒガシ ハルチカ				・開口部
・ほ場整備事業先行 カイコウブ ジョウ セイビ ジギョウ センコウ		地元希望で事業先送り / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 ジモト キボウ ジギョウ サキオク カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク ヒツヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		西春近 ニシハルチカ				・開口部
・背後地に会社が1件 カイコウブ ハイゴチ カイシャ イッケン		開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク

										東伊那 ヒガシイナ				・資産無し シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		宮田 ミヤタ				・橋梁架替（県）に合わせて引堤 キョウリョウ カ カ ケン ア ヒキテイ		長野県
施工 ナガノケン セコウ		用地 ヨウチ

										中沢 ナカサワ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										下平② シモタイラ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下平① シモタイラ				・メニューあり
・家屋数軒あり（浸水時孤立） カオク スウケン シンスイ ジ コリツ				設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

										日曽利 ニッソリ				・人家無し ジンカ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島③ イイジマ				・砂防事業と連携して実施 サボウ ジギョウ レンケイ ジッシ								設計／用地取得 セッケイ ヨウチ シュトク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島② イイジマ				・メニュー無し
・家屋数軒あり ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島① イイジマ				・メニュー無し
・家屋が数軒あるが、リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり ナ カオク スウケン ザンド バン ア テイボウ セイビ ホゼン フヨウ カノウセイ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯沼 イイヌマ				・メニューあり
・家屋数軒あり
・リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり カオク スウケン ヨテイ ホゼン カオク イテン トウ カノウセイ		リニア残土の動向を伺う ザンド ドウコウ ウカガ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		小和田 コワダ				・リニア残土受入地
・整備方針を協議中 ザンド ウケイレチ セイビ ホウシン キョウギチュウ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		南向➂
（上流） ミナミ ムカイ ジョウリュウ		〇		・工場あり
・リニア残土受け入れ予定 コウジョウ ザンド ウ イ ヨテイ

										南向②
（中流） ミナミ ムカイ チュウリュウ				・資産が無いので見送り
・リニア残土受け入れ予定 シサン ナ ミオク ザンド ウ イ ヨテイ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										南向①
（下流） ミナミ ムカイ カリュウ				・民家はあるが、移転を含む住まい方の工夫を検討 ミンカ イテン フク ス カタ クフウ ケントウ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

														3.22





						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策				大島 オオシマ				・資産無し、メニュー無し シサン ナ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		生田 イクタ				・背後地に資産有（工業団地）、優先順位高い シサン ア コウギョウ ダンチ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		山吹 ヤマブキ		〇		・施工中～Ｒ８まで
・高森町のかわまち事業と連携
・国体のカヌー誘致（R9） セコウ チュウ タカモリ マチ ジギョウ レンケイ コクタイ ユウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		市田 イチダ				・整備計画上、メニュー無し セイビ ケイカクジョウ ナ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		伴野 バンノ				・背後地に資産有（家屋、道の駅、保育園等）、優先順位高い ハイゴチ シサン ア カオク ミチ エキ ホイクエン トウ ユウセン ジュンイ タカ				設計／用地 セッケイ ヨウチ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下久堅 シモヒサカタ				・水神橋上流（左岸）の浸水は骨材プラントのみであり、優先度は低い。 スイジンバシ ジョウリュウ サガン シンスイ コツザイ ユウセンド ヒク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（三峰川） シセン サンホウ カワ				・出水により急速に河床低下 イズミ キュウソク カショウ テイカ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川
（太田切川） シセン オオタギリ カワ				・出水により急速に河床低下 イズミ キュウソク カショウ テイカ

								急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								ダム再開発　等		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン
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×　流プロのフロー（全体版） (2)



						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		堰の改築 セキ カイチク		伊北地区 イホク チク				・農業用固定堰の撤去を行い、河道掘削と堤防整備等を実施予定
・固定堰の撤去に向けて、長期の地元調整が予想される チョウキ ジモト チョウセイ ヨソウ		代替案の決定
（組合との協議） ダイタイアン ケッテイ クミアイ キョウギ

								河道掘削 カドウ クッサク

								堤防整備
橋梁補強 テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ		伊那地区 イナ チク		〇		・河道掘削と堤防整備、橋梁補強
・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり
・河道掘削のみを先行して実施
・市街地であり用地取得が困難 カドウ クッサク テイボウ セイビ キョウリョウ ホキョウ ヨビ セッケイ トウ オオ ホウシン ケントウ ヒツヨウ カドウ クッサク センコウ ジッシ シガイチ ヨウチ シュトク コンナン		設計 セッケイ

								河道掘削 カドウ クッサク





						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策		河道掘削 カドウ クッサク		東春近② ヒガシ ハルチカ								設計 セッケイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		東春近① ヒガシ ハルチカ				・開口部
・地元難色 カイコウブ ジモト ナンショク		地元難色 / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 ジモト ナンショク カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク ヒツヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		西春近 ニシハルチカ				・開口部
・背後地に会社が1件 カイコウブ ハイゴチ カイシャ イッケン		開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要 カイコウブ ア ユウセン ジュンイ ヒク

										東伊那 ヒガシイナ				・資産無し シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		宮田 ミヤタ				・県の架け替えに合わせて引堤 ケン カ カ ア ヒキテイ		長野県施工 ナガノケン セコウ

										中沢 ナカサワ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

										下平② シモタイラ				・開口部、資産無し カイコウブ シサン ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下平① シモタイラ				・メニューあり
・家屋数軒あり（浸水時孤立） カオク スウケン シンスイ ジ コリツ				設計 セッケイ

										日曽利 ニッソリ				・人家無し ジンカ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島③ イイジマ				・砂防事業と連携して実施 サボウ ジギョウ レンケイ ジッシ								設計 セッケイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島② イイジマ				・メニュー無し
・家屋数軒あり ナ カオク スウケン		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯島① イイジマ				・メニュー無し
・家屋数軒あり
・リニア残土受入次第で、施工不要の可能性あり ナ カオク スウケン ザンド ウケイレ シダイ セコウ フヨウ カノウセイ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウジ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		飯沼 イイヌマ				・メニューあり
・家屋数軒あり
・リニア残土受入次第で、施工不要の可能性あり カオク スウケン		リニア残土の動向を伺う ザンド ドウコウ ウカガ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		小和田 コワダ				・リニア残土受入地
・整備方針を協議中 ザンド ウケイレチ セイビ ホウシン キョウギチュウ		関係者との調整
方針決定 カンケイシャ チョウセイ ホウシン ケッテイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		南向② ミナミ ムカイ		〇		・天の中川橋上流のみ実施中
・下流部は、資産が無いので見送り アマ ナカガワバシ ジョウリュウ ジッシ チュウ カリュウブ シサン ナ ミオク

										南向① ミナミ ムカイ				・天の中川橋上流のみ実施中
・下流部は、資産が無いので見送り アマ ナカガワバシ ジョウリュウ ジッシ チュウ カリュウブ シサン ナ ミオク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ





						区　分 ク ブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区　間
（朱書きは短期実施） ク アイダ シュガ タンキ ジッシ		施工中
（R3年） セコウ チュウ ネン		備　考 ビ コウ		工　程 コウ ホド

																短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ														中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

						氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策				大島 オオシマ				・資産無し、メニュー無し シサン ナ ナ		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		生田 イクタ				・背後地に資産が有り、優先順位は高い				設計 セッケイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		山吹 ヤマブキ		〇		・施行中、Ｒ８まで
・高森町のかわまちづくり事業と連携
・国体のカヌーコース セコウチュウ タカモリ マチ ジギョウ レンケイ コクタイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		市田 イチダ				・整備計画上、メニュー無し セイビ ケイカクジョウ ナ		整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む） セイビ ケイカク ヘンコウ ドキ ツイカ ケントウ ス カタ クフウ タイオウ フク

								堤防強化 テイボウ キョウカ		伴野 バンノ				・背後地に資産（道の駅、保育園等）が有り、優先順位は高い ハイゴチ シサン ミチ エキ ホイクエン トウ ア ユウセン ジュンイ タカ				設計 セッケイ

								堤防強化 テイボウ キョウカ		下久堅 シモヒサカタ				・水神橋上流（左岸）の浸水は採石場が有り施工が困難
・資産が無いため優先順位は低い スイジンバシ ジョウリュウ サガン シンスイ サイセキジョウ ア セコウ コンナン シサン ナ ユウセン ジュンイ ヒク		改修不要、氾濫許容 カイシュウ フヨウ ハンラン キョヨウ

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川（三峰川） シセン サンホウ カワ				・優先順位は低い ユウセン ジュンイ ヒク

								堤防整備 テイボウ セイビ		支川（太田切川） シセン オオタギリ カワ				・優先順位は低い ユウセン ジュンイ ヒク

								急流対策 キュウリュウ タイサク		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								ダム再開発　等		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ				天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

								公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



						被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ヒガイ ケイゲン ソウキ フッキュウ フッコウ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

								水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン				流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン
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Sheet3

				左岸 サガン										右岸 ウガン

				地区（区間地区名） チク クカン チクメイ										地区（区間地区名） チク クカン チクメイ

				距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ				区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ

				208.2		～		213.0		荒神山 コウジンヤマ				新町 シンマチ		207.2		～		213.0

				205.4		～		208.2		中村 ナカムラ				箕輪 ミノワ		202.4		～		207.2

				202.4				205.4		長岡 ナガオカ				木下 キノシタ		198.8		～		202.4

				198.8		～		202.4		福与 フクヨ				南箕輪 ミナミミノワ		195.6		～		198.8

				195.4		～		198.8		野底 ノソコ				西町 ニシマチ		191.6		～		195.6

				191.2		～		195.4		狐島 キツネジマ				西春近 ニシハルチカ		185.2		～		191.6

				185.2		～		191.0		東春近 ヒガシハルチカ				宮田 ミヤダ		183.0		～		185.2

				180.8		～		185.2		東伊那 ヒガシイナ				下平 シモダイラ		176.2		～		182.6

				173.8		～		180.8		中沢 ナカザワ				飯島 イイジマ		169.4		～		176.2

				171.8		～		173.8		日曽利 ヒッソリ				小和田 コワダ		166.0		～		169.4

				166.0		～		171.8		飯沼 イイヌマ				田島 タジマ		161.6		～		166.0

				161.4		～		166.0		南向 ミナカタ				大島 オオシマ		157.4		～		161.6

				157.6		～		161.6		生田 イクタ				山吹 ヤマブキ		153.8		～		157.4

				153.8		～		157.6		河野 カワノ				市田 イチダ		151.0		～		153.8

				151.4		～		153.8		伴野 トモノ				座光寺 ザコウジ		149.6		～		151.0

				147.2		～		151.4		伊久間 イクマ				上郷 カミサト		147.6		～		149.6

				142.8		～		147.2		下久堅 シモヒサカタ				松尾 マツオ		143.0		～		147.6

				143.0		～		142.8		松尾 マツオ				川路 カワジ		139.2		～		143.0

				139.0		～		143.0		龍江 タツエ				天竜峡 テンリュウキョウ		135.6		～		139.2

				135.6		～		139.0		千代 チヨ				下条 シモジョウ		132.0		～		136.4

				130.6		～		135.6		唐笠 カラカサ				早稲田 ワセダ		120.0		～		132.0

				120.0		～		130.6		温田 ヌクタ				天竜 テンリュウ		県境 ケンキョウ		～		120.0

				県境 ケンキョウ		～		120.0		平岡 ヒラオカ





Sheet4





区間名

		区間一覧表 クカン イチランヒョウ

		右岸 ウガン		出張所管理区間 シュッチョウジョ カンリクカン								地区（一連区間） チク イチレンクカン								地区（区間地区名） チク クカン チクメイ

				距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ

		上流 ジョウリュウ		213.0		～		189.4		伊那出張所管理 イナシュッチョウジョ カンリ		213.0		～		198.8		V地区　伊北地区　C（一般）　基 チク イホクチク イッパン キ		213.0		～		207.2		新町 シンマチ

																				207.2		～		202.4		箕輪 ミノワ

																				202.4		～		198.8		木下 キノシタ

												198.8		～		191.6		Ⅳ地区　伊那地区　C（一般）　基 チク イナチク イッパン キ		198.8		～		195.6		南箕輪 ミナミミノワ

																				195.6		～		191.6		西町 ニシマチ

												191.6		～		161.6		Ⅲ地区　伊南地区　C（一般）　基 チク イナン チク イッパン キ		191.6		～		185.2		西春近 ニシハルチカ

				189.4		～		157.4		駒ヶ根出張所管理 コマガネ シュッチョウジョ カンリ										185.2		～		183.0		宮田 ミヤダ

																				182.6		～		176.2		下平 シモダイラ

																				176.2		～		169.4		飯島 イイジマ

																				169.4		～		166.0		小和田 コワダ

																				166.0		～		161.6		田島 タジマ

																				161.6		～		157.4		大島 オオシマ

				157.4		～		県境 ケンキョウ		飯田河川出張所管理 イイダカセン シュッチョウジョ カンリ		157.8		～		139.2		Ⅱ地区　飯田地区　C（一般）　基 チク イイダ チク イッパン キ		157.4		～		153.8		山吹 ヤマブキ

																				153.8		～		151.0		市田 イチダ

																				151.0		～		149.6		座光寺 ザコウジ

																				149.6		～		147.6		上郷 カミサト

																				147.6		～		143.0		松尾 マツオ

																				143.0		～		139.2		川路 カワジ

												139.2		～		県境 ケンキョウ		Ⅰ地区　阿南地区　C（一般）　基 チク アナンチク イッパン キ		139.2		～		135.6		天竜峡 テンリュウキョウ

																				136.4		～		132.0		下条 シモジョウ

																				132.0		～		120.0		早稲田 ワセダ

		下流 カリュウ																		120.0		～		県境 ケンキョウ		天竜 テンリュウ

		左岸 サガン		出張所管理区間 シュッチョウジョ カンリクカン								地区（一連区間） チク イチレンクカン								地区（区間地区名） チク クカン チクメイ										地区（区間地区名） チク クカン チクメイ

				距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ						区間名 クカンメイ				区間名 クカンメイ		距離標 キョリヒョウ

		上流 ジョウリュウ		213.0		～		189.4		伊那出張所管理 イナシュッチョウジョ カンリ		213.0		～		198.8		V地区　伊北地区　C（一般）　基 チク イホクチク イッパン キ		208.2		～		213.0		荒神山 コウジンヤマ				新町 シンマチ		207.2		～		213.0

																				205.4		～		208.2		中村 ナカムラ				箕輪 ミノワ		202.4		～		207.2

																				202.4				205.4		長岡 ナガオカ				木下 キノシタ		198.8		～		202.4

																				198.8		～		202.4		福与 フクヨ				南箕輪 ミナミミノワ		195.6		～		198.8

												198.8		～		191.6		Ⅳ地区　伊那地区　C（一般）　基 チク イナチク イッパン キ		195.4		～		198.8		野底 ノソコ				西町 ニシマチ		191.6		～		195.6

																				191.2		～		195.4		狐島 キツネジマ				西春近 ニシハルチカ		185.2		～		191.6

												191.6		～		161.6		Ⅲ地区　伊南地区　C（一般）　基 チク イナン チク イッパン キ		185.2		～		191.0		東春近 ヒガシハルチカ				宮田 ミヤダ		183.0		～		185.2

				189.4		～		157.4		駒ヶ根出張所管理 コマガネ シュッチョウジョ カンリ										180.8		～		185.2		東伊那 ヒガシイナ				下平 シモダイラ		176.2		～		182.6

																				173.8		～		180.8		中沢 ナカザワ				飯島 イイジマ		169.4		～		176.2

																				171.8		～		173.8		日曽利 ヒッソリ				小和田 コワダ		166.0		～		169.4

																				166.0		～		171.8		飯沼 イイヌマ				田島 タジマ		161.6		～		166.0

																				161.4		～		166.0		南向 ミナカタ				大島 オオシマ		157.4		～		161.6

																				157.6		～		161.6		生田 イクタ				山吹 ヤマブキ		153.8		～		157.4

				157.4		～		県境 ケンキョウ		飯田河川出張所管理 イイダカセン シュッチョウジョ カンリ		157.8		～		139.2		Ⅱ地区　飯田地区　C（一般）　基 チク イイダ チク イッパン キ		153.8		～		157.6		河野 カワノ				市田 イチダ		151.0		～		153.8

																				151.4		～		153.8		伴野 トモノ				座光寺 ザコウジ		149.6		～		151.0

																				147.2		～		151.4		伊久間 イクマ				上郷 カミサト		147.6		～		149.6

																				142.8		～		147.2		下久堅 シモヒサカタ				松尾 マツオ		143.0		～		147.6

																				143.0		～		142.8		松尾 マツオ				川路 カワジ		139.2		～		143.0

																				139.0		～		143.0		龍江 タツエ				天竜峡 テンリュウキョウ		135.6		～		139.2

												139.2		～		県境 ケンキョウ		Ⅰ地区　阿南地区　C（一般）　基 チク アナンチク イッパン キ		135.6		～		139.0		千代 チヨ				下条 シモジョウ		132.0		～		136.4

																				130.6		～		135.6		唐笠 カラカサ				早稲田 ワセダ		120.0		～		132.0

																				120.0		～		130.6		温田 ヌクタ				天竜 テンリュウ		県境 ケンキョウ		～		120.0

		下流 カリュウ																		県境 ケンキョウ		～		120.0		平岡 ヒラオカ





流プロのフロー



				区分 クブン		対策内容 タイサク ナイヨウ		区間 クカン		工程 コウテイ

										短期（R3～R7年） タンキ ネン										中期（R8 ～R14 ） チュウキ										中長期（R15 ～R20 ） チュウ チョウキ

				氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策 ハンラン フセ ヘ タイサク		河道掘削 カドウ クッサク		荒神山 コウジンヤマ

								伊那 イナ

						築堤 チクテイ		宮田 ミヤダ

								下久堅、南向 シモヒサカタ ミナカタ

								小和田、西春近
伊那、荒神山 コワダ ニシハルチカ イナ コウジンヤマ

								伴野 トモノ

								山吹 ヤマブキ

								市田、生田、大島 イチダ イクタ

						堤防強化 テイボウ キョウカ		生田 イクタ

								西春近、松尾
下久堅、河野 マツオ シモヒサカタ カワノ

						樋門・樋管・堰
・床固め 改修 ヒモン ヒカン セキ トコガタメ カイシュウ

						ダム再開発　等

						砂防堰堤等の整備 サボウ エンテイ トウ セイビ		天竜川水系 テンリュウ ガワ スイケイ

						公共下水道の整備 コウキョウ ゲスイドウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

						雨水貯留施設等の整備 ウスイ チョリュウ シセツ トウ セイビ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



				被害対象を減少させるための対策 ヒガイ タイショウ ゲンショウ タイサク		住まい方の工夫に関する取組 ス カタ クフウ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



				被害の軽減、
早期復旧、
復興のための対策 ハンラン フセ ヘ タイサク		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の推進		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン

						水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 スイボウ カツドウ コウリツカ オヨ スイボウ タイセイ キョウカ カン トリクミ		流域内市町村 リュウイキ ナイ シチョウソン



R3



image1.emf

堰の改築


河道掘削


堤防整備


橋梁補強


河道掘削


河道掘削東春近②


堤防強化東春近①


・開口部


・ほ場整備事業先行


堤防強化西春近


・開口部


・背後地に会社が1件


東伊那


・資産無し


堤防強化宮田


・橋梁架替（県）に合わせて引堤


長野県


施工


用地


中沢


・開口部、資産無し


下平②・開口部、資産無し


堤防強化下平①


・メニューあり


・家屋数軒あり（浸水時孤立）


日曽利・人家無し


堤防強化飯島③・砂防事業と連携して実施


堤防強化飯島②


・メニュー無し


・家屋数軒あり


堤防強化飯島①


・メニュー無し


・家屋が数軒ある


堤防強化飯沼


・メニューあり


・家屋数軒あり


堤防強化小和田


・リニア残土受入地


・整備方針を協議中


堤防強化


南向➂


（上流）


〇


・工場あり


・リニア残土受け入れ予定


南向②


（中流）


・資産が無いので見送り


・リニア残土受け入れ予定


南向①


（下流）


・民家はあるが、移転を含む住まい方の工夫を検討


大島・資産無し、メニュー無し


堤防強化生田・背後地に資産有（工業団地）、優先順位高い


堤防強化山吹


〇


・施工中～Ｒ８まで


・高森町のかわまち事業と連携


堤防強化市田・整備計画上、メニュー無し


堤防強化伴野


・背後地に資産有（家屋、道の駅、保育園等）、優先順位


高い


堤防強化下久堅


・水神橋上流（左岸）の浸水は骨材プラントのみ、優先度


は低い


堤防整備


支川


（三峰川）


・出水により急速に河床低下


堤防整備


支川


（太田切川）


・出水により急速に河床低下


急流対策天竜川水系天竜川水系


ダム再開発　等天竜川水系天竜川水系


砂防堰堤等の整備天竜川水系天竜川水系


公共下水道の整備流域内市町村流域内市町村


雨水貯留施設等の整備流域内市町村流域内市町村


氾濫をでき


るだけ防


ぐ・減らす


ため対策


改修不要、氾濫許容


設計／用地


整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）


設計／用地


改修不要、氾濫許容


整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）


整備計画変更時に追加検討（住まい方の工夫で対応含む）


リニア残土による盤上げで、堤防整備での保全は不要となる可能性あり


リニア残土の動向を伺う(リニア残土受入予定、保全家屋が移転等の可能性あり)


関係者との調整


方針決定


改修不要、氾濫許容


改修不要、氾濫許容


設計／用地取得


地元希望で事業先送り / 開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要


開口部で有り優先順位は低い / 住まい方の工夫が必要


改修不要、氾濫許容


改修不要、氾濫許容


改修不要、氾濫許容


設計／用地取得


改修不要、氾濫許容


設計／用地取得


伊北地区


・農業用固定堰の撤去を行い、河道掘削と堤防整備等を実


施予定


・固定堰の撤去に向けて、長期の地元調整が予想される


代替案の決定


（組合との協議）





伊那地区〇


・河道掘削と堤防整備


・予備設計等で大まかな方針を検討する必要あり


・河道掘削のみを先行して実施


・市街地であり用地取得が困難


設計／用地取得


区　分対策内容


区　間


（朱書きは短期実施）


施工中


（R3年）


備　考


工　程


短期（R3～R7年）中期（R8 ～R14 ）中長期（R15 ～R20 ）


R3河道掘削堤防整備河道掘削堰撤去代替案の設計、施工






氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 被害対象を減少させるための対策 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取り組み】
～リニアを迎えて飛躍する伊那谷を守る流域治水対策～

 地域の方々の防災力向上とデジタル・マイ・タイムラインの有効性や
課題を検証することを目的にオンラインセミナーを開催しました。
〈伊那市、天竜川上流河川事務所〉

シンポジウムの開催 学生への防災教育
（天竜川総合学習館かわらんべ）

 防災教育や防災知識の普及促進により、地域防災力の向上を図
っていく。〈天竜川上流河川事務所、県、流域市町村〉

立地適正化計画の作成（飯田市）

 「まちづくり」や住まい方の誘導による、水害に強い地域作りを
進めます。〈諏訪市、茅野市、駒ヶ根市、飯田市、南箕輪村〉

昭和36年6月(三六災害）
三峰川の霞堤により、右岸堤防を越水した洪水を本川に還元した痕跡が残る

 歴史的な治水の知恵として継承されている開口部が有する洪水
時の遊水機能と排水機能を保持していきます。〈天竜川上流河
川事務所〉

 

 
 

 

 

 松川町では、健全な水循環系の再生、水資源の有効利用及び総合的な治水対策の一環とし

て、宅地内の雨水の有効利用及び流出防止を図るための雨水貯留施設の設置に対し補助金を

交付します。 

 

補助金の額 

雨水タンク（雨水を貯留させる構造をもった貯留槽） 

規格 補助金の額 

100 リットル以上 

500 リットル未満 

25,000 円又は補助対象経費の 2 分の 1 に相当する額の

いずれか少ない額 

500 リットル以上 
50,000 円又は補助対象経費の 2 分の 1 に相当する額の

いずれか少ない額 

（注）合計金額は一敷地について 100,000 円を上限とします。 

 

補助金交付までの手続きの流れ 

申請書類等は、町ホームページからダウンロードするか下記までご請求ください。 

 

① タンクを購入する前に        

交付申請書を提出してください。   

 

 

② 町から交付決定通知書が届いたら 

工事を施工してください。 

 

③ 設置工事が完了したら、 

実績報告書を提出してください。 

 

 

④ 町から確定通知書が届いたら請求書を提出してください。 

 

⑤ 請求に基づき補助金を指定の口座（申請者本人名義）へ振り込みます。 

〈〈申請先・お問い合せ先〉〉 

松川町役場 環境水道課 環境係 電話３６‐７０２６ 

各戸貯留推進の取組（松川町）

 河道断面確保のために、水位低下対策（掘削、樹木伐開）や堤
防整備を実施。〈天竜川上流河川事務所、県〉

 令和2年7月豪雨洪水で護岸が一部欠損した三峰川右岸4.6kp付近
では、直ちに災害復旧工事を実施。〈天竜川上流河川事務所〉

～天竜川（上流）水系流域治水プロジェクトの推進～

被災時 復旧工事完了

災害復旧（伊那市 美篶地区）

水位低下対策
（飯田市 松尾・下久堅地区）

堤防整備
（宮田村 大久保地区）

～各戸貯留の推進による流出抑制対策（雨水貯留）～

 雨水貯留施設設置への補助を行うことで、各戸貯留を推進し、
流出抑制対策を実施。〈飯田市、松川町、阿南町、売木村〉

～住まい方の工夫に関する取り組み～

～開口部が有する遊水機能と排水機能の保持～

～水害の記憶の伝承、防災教育の取り組み～

～オンラインセミナーによる
デジタル・マイ・タイムラインの普及促進～

（※）天竜川上流・下流の合計値
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