
【小矢部川圏域】　平成２６年度の水害・土砂災害対策の事業実施箇所一覧

事業種別 番号 水系名 河川名 箇所名 主要工種 数量 市町村名

【直轄事業】
河川事業 河〈１〉 小矢部川 小矢部川 島（合又川） 樋門等 1式 小矢部市

【補助・交付金事業】
広域河川 河（1） 小矢部川 谷内川 谷内川 築堤工、樋門工 １式 高岡市
広域河川 河（2） 小矢部川 岸渡川 黒石川 橋梁上部工、護岸工 １式 小矢部市
広域河川 河（3） 小矢部川 横江宮川 横江宮川 用地買収 １式 小矢部市
広域河川 河（4） 泉川 泉川 泉川 護岸工、測量設計 １式 氷見市
広域河川 河（5） 仏生寺川 仏生寺川 仏生寺川 測量設計 １式 氷見市
広域河川 河（6） 小矢部川 小矢部川 小矢部川上流 床止め工 １式 南砺市
堰堤改良 ダ（1） 小矢部川 山田川 上原（城端ダム） 施設改良 １式 南砺市
総流防（準用河川） 河[1] 小矢部川 守山川 守山川 物件補償 １式 高岡市

通常砂防 砂(1) 小矢部川 小矢部川 五十里道重② えん堤 １式 高岡市
通常砂防 砂(2) 小矢部川 小矢部川 二上院内 えん堤 １式 高岡市
通常砂防 砂(3) 小矢部川 小矢部川 平田 えん堤 1式 高岡市
通常砂防 砂(4) 上庄川 上庄川 論田川 護岸工 １式 氷見市
通常砂防 砂(5) 上庄川 上庄川 早借谷（２） えん堤 1式 氷見市
通常砂防 砂(6) 上庄川 上庄川 池谷内川 えん堤 1式 氷見市
通常砂防 砂(7) 上庄川 上庄川 石戸前谷 えん堤 1式 氷見市
通常砂防 砂(8) 余川川 余川川 余川川 護岸工 1式 氷見市
通常砂防 砂(9) 仏生寺川 仏生寺川 宮の谷内 えん堤 1式 氷見市
通常砂防 砂(10) 小矢部川 小矢部川 セド谷 護岸工 １式 南砺市
通常砂防 砂(11) 小矢部川 山田川 山田川 山腹工 １式 南砺市
通常砂防 砂(12) 小矢部川 旅川 正谷 えん堤 １式 南砺市
通常砂防 砂(13) 小矢部川 湯谷川 湯谷川 えん提 1式 南砺市
通常砂防 砂(14) 小矢部川 打尾川 大鋸屋大谷 えん堤 1式 南砺市
通常砂防 砂(15) 小矢部川 打尾川 打尾川 えん堤 1式 南砺市
通常砂防 砂(16) 小矢部川 太谷川 太谷川 えん堤 1式 南砺市
通常砂防 砂(17) 小矢部川 小矢部川 小神坊谷 えん堤 1式 小矢部市
通常砂防 砂(18) 小矢部川 小矢部川 桑ヶ谷内 えん堤 1式 小矢部市
通常砂防 砂(19) 小矢部川 小矢部川 茂佐谷 えん堤 １式 小矢部市
通常砂防 砂(20) 小矢部川 山田川 池川 えん堤 1式 南砺市
通常砂防 砂(21) その他 その他 泊谷 えん堤 1式 氷見市
通常砂防 砂(22) 小矢部川 小矢部川 湯谷道無谷 えん堤 1式 南砺市
通常砂防 砂(23) 小矢部川 小矢部川 太美谷 えん堤 1式 南砺市
地すべり対策 地(1) － － 頭川 横ボーリング工 １式 高岡市
地すべり対策 地(2) － － 胡桃 押え盛土工 １式 氷見市
地すべり対策 地(3) － － 国見 水路工 １式 氷見市
地すべり対策 地(4) － － 坪池 杭工 １式 氷見市
地すべり対策 地(5) － － 論田熊無 集水井工 １式 氷見市
地すべり対策 地(6) － － 柿谷 横ボーリング工 １式 氷見市
地すべり対策 地(7) － － 鞍骨 横ボーリング工 １式 氷見市
地すべり対策 地(8) － － 懸札 横ボーリング工 １式 氷見市
地すべり対策 地(9) － － 内山ほか 孔内洗浄工 １式 小矢部市
地すべり対策 地(10) － － 坪野 横ボーリング工 １式 小矢部市
地すべり対策 地(11) － － 一刎 孔内洗浄工 １式 氷見市
急傾斜地崩壊対策 急(1) － － 五位（２） 擁壁工 １式 高岡市
急傾斜地崩壊対策 急(2) － － 谷屋（２） 擁壁工 １式 氷見市
急傾斜地崩壊対策 急(3) － － 小杉（２） 法面工 １式 氷見市
急傾斜地崩壊対策 急(4) － － 神代（１） 法面工 １式 氷見市
急傾斜地崩壊対策 急(5) － － 坂津 擁壁工 １式 氷見市
急傾斜地崩壊対策 急(6) － － 小二又 崩壊土砂防止柵工 １式 南砺市
急傾斜地崩壊対策 急(7) － － 下向田 法面工 １式 高岡市
急傾斜地崩壊対策 急(8) － － 古府 法枠工 １式 高岡市
急傾斜地崩壊対策 急(9) － － 城端 法枠工 １式 南砺市
総流防（地すべり） 地[１] － － 長坂ほか 緊急改築 １式 氷見市
総流防（急傾） 急［1］ － － 城光寺（２） 法枠工 １式 高岡市
総流防（急傾） 急［2］ － － 東海老坂（４）（５） 擁壁工 １式 高岡市
総流防（急傾） 急［3］ － － 朝日丘（１） 擁壁工 １式 氷見市
総流防（急傾） 急［4］ － － 谷屋（３）（４） 擁壁工 １式 氷見市
総流防（急傾） 急［5］ － － 惣領（５） 擁壁工 １式 氷見市
総流防（砂防） 砂［1］ 小矢部川 小矢部川 浄ヶ谷内 えん堤 １式 高岡市
総流防（砂防） 砂［2］ － － 山田川ほか 流木止工 １式 南砺市
総流防（砂防） 砂［3］ 上庄川 論田川ほか 堂原川ほか 緊急改築 1式 氷見市


