
１ 河川改修関係 R3当初事業費：654百万円（工事諸費等を除く）

①洪水を安全に流すため、弱小堤防区間の堤防整備を実施します。

・長野市 屋島地区 ・須坂市 福島地区 ・生坂村 下生野地区

②河川防災ステーションに着手し、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。

・長野市 長沼地区河川防災ステーション

２ 河川維持修繕関係
○千曲川及び犀川の河川管理施設等の点検・維持管理及び修繕を行います。

３ 河川工作物関連応急対策関係 R3当初事業費：162百万円（工事諸費等を除く）

○樋門や排水機場等の河川管理施設において、機械設備等の応急的な改良を実施します。

・千曲市 若宮八王子地区（八王子排水機場）・長野市 若穂牛島地区（赤野田川樋門）

・千曲市 野高場地区（稲荷山排水樋門） ・飯山市 常郷地区（今井川樋門）

４ 河川環境整備関係 R3当初事業費：285百万円(工事諸費等を除く）

①かつて広大に形成していた砂礫河原の保全・再生を実施します。

・坂城町 網掛地区

②かわまちづくり計画により賑わいある水辺空間を創出するため水辺整備を実施します。

・須坂市 須坂地区 ・上田市 丸子地区

５ 大町ダム等再編事業関係 R3当初事業費：389百万円（工事諸費等を除く）

○既存発電ダムの発電容量及び多目的ダムの水道容量の一部を洪水調節容量に振り替え、

千曲川・信濃川への治水効果を向上させます。
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令和３年度
千曲川河川事務所事業の概要について

あみかけ

１

す ざ か ま る こ

信濃川水系（千曲川・信濃川中流）では、令和元年東日本台風（台風第１９号）
における甚大な被害を受け、流域内の関係者が連携して「信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト」を進めているところです。
令和３年度では、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」と合わせて、「信濃

川水系河川整備計画」に基づく事業を実施していくことで、地域の「安全・安心」
に向けた川づくりを推進してまいります。

ながぬま

わかみやはちおうじ

の たかば

わかほうしじま

とき さと



【問い合せ先】
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長（技術） 吉田 俊康（よしだとしやす）
副所長（管理） 浮田 博文（うきたひろふみ）
調査課長 桶川 勝功（おけがわかつのり）

２

【配布先】
・長野市政記者クラブ
・長野県庁会見場
・長野市政記者会
・日本工業経済新聞社 長野支局

千曲川河川事務所の事業方針１

千曲川・犀川は地域の大切な宝であることを常に意識し、治水安全度の低さや豊かな河川環境、
川に対するふるさとの想いを念頭に置き、地域と連携しながら以下の方針で事業を進めます。

令和元年東日本台風災害を踏まえ、
◆人々の生命・財産を災害から守るために全力を尽くす。
◆千曲川・犀川の自然環境を大切にし、詩情豊かで潤いのある川づくりを推進する。
◆河川の整備と管理を通じ、活力ある地域づくりの実現に貢献する。

下生野地区堤防整備
（生坂村）

福島地区堤防強化対策
（須坂市）

自然再生事業
（坂城町）

大町ダム等再編事業
（大町市）

屋島地区堤防強化対策
（長野市）

丸子地区水辺整備
（上田市）

検索 クリック千曲川河川事務所 twitter

https://twitter.com/mlit_chikuma

千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

６ 信濃川水系緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ R2補正＋R3当初事業費：9,785百万円（工事諸費等を除く）

○信濃川流域全体での上下流バランスや氾濫域のリスク等を総合的に勘案し、千曲川本川の

水位低下を目指して、河道掘削等を段階的に進めていきます。

○せき上がりの影響を受ける立ヶ花狭窄部上流～村山橋の有堤区間について、堤防強化対策を

順次実施していきます。

信濃川水系緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

令和３年度 実施予定箇所 位置図２

長沼地区河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ
（長野市）

河川工作物関連応急対策
（千曲市）

河川工作物関連応急対策
（飯山市）

河川工作物関連応急対策
（長野市）

須坂地区水辺整備
（須坂市）



令和３年度の事業内容
氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、屋島地区及び

福島地区の堤防整備を推進します。

千曲川 長野市・須坂市堤防強化対策 の推進

長野県長野市、須坂市
ながの

事業の概要

千曲川左岸の長野市屋島地区及び右岸の須坂市福島地区の堤防は、高さや断面が不足していると

ともに、浸透に対する安全度が低く、洪水により堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生するおそ

れがあります。

近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対する安全度の向上を図るため、

これまでの河川管理者等による対策だけでなく、流域のあらゆる関係者の協働による、ハード・ソ

フト一体の治水対策である「流域治水」を推進します。信濃川水系における流域治水の一環として、

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすため、屋島地区・福島地区の堤防整備を実施します。

整備効果

堤防整備の実施により、千曲川流域の治水安全度を向上させます。

ちくまがわ

ちくまがわ ながの やしま すざか ふくじま

ちくまがわ

やしま

ふくじま

ながの

ふくじまやしま

R3事業費
654百万円※1

千
曲
川

屋島橋

村山橋

須坂市
す ざ か

長野市

※1：千曲川河川改修事業のR3全体事業費

百々川

な が の

位置図

長野県長野市屋島地先

長野県須坂市福島地先

ながの やしま

すざか ふくじま

ながの

ながの

凡例

令和２年度まで

令和３年度実施

降雨
堤防整備

水位上昇

千曲川

在来堤

▽H.W.L

在来堤

堤防整備

整備イメージ図

北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html

ながの すざか

すざか

しなのがわ

３



千曲川 長沼地区河川防災ステーション の整備着手

長野県長野市

事業の概要

千曲川では、令和元年東日本台風に伴う洪水により家屋等の浸水被害が発生しました。

長沼地区河川防災ステーションは、災害時の緊急復旧活動を行う上で必要なコンクリートブロック

などの緊急用資材の備蓄や、駐車場、ヘリポート等の整備を行うとともに、長野市が長沼支所、水

防センターを設置するなど、災害時の活動拠点となる施設です。

近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対する安全度の向上を図るため、

これまでの河川管理者等による対策だけでなく、流域のあらゆる関係者の協働による、ハード・ソ

フト一体の治水対策である「流域治水」を推進します。信濃川水系における流域治水の一環として、

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策として、長野市と連携し、長沼地区河川防災ステーショ

ン整備に着手します。

整備効果

河川防災ステーションを整備し、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。

ちくまがわ

※1:千曲川河川改修事業のR3全体事業費

ちくまがわ

R3事業費
654百万円※1

ながの

ながぬま

４

ながの

ながぬま

ながぬまながの

ながの ながぬま

しなのがわ

令和３年度の事業内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策として、長沼地区河川防災ステーション整備に伴う用
地取得・埋蔵文化財調査等に着手します。

ながぬま

千曲川

千曲川

犀川

長野県長野市

長沼地先

位置図

ながの ながの

ながぬま

ながぬ
ま

長野市整備

河川防災ステーション整備範囲

北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html

長沼地区河川防災ステーション：イメージ図

千曲川



令和３年度の事業内容

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、

下生野地区の堤防整備にむけた用地取得を推進します。

千曲川 下生野地区 堤防整備 の推進

長野県東筑摩生坂村
いくさかながの

事業の概要

千曲川の支川である犀川に位置する下生野地区では、平成１８年７月洪水において上流ダム群の

特例操作により被害を回避した無堤区間となっており、洪水により水位が上昇した場合、家屋浸水

被害が発生するおそれがあります。

近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対する安全度の向上を図るため、

これまでの河川管理者等による対策だけでなく、流域のあらゆる関係者の協働による、ハード・ソ

フト一体の治水対策である「流域治水」を推進します。信濃川水系における流域治水の一環として、

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすため、下生野地区の堤防整備を実施します。

整備効果

堤防整備の実施により、千曲川流域の治水安全度を向上させます。

ちくまがわ

ちくまがわ さいがわ しもいくの

ちくまがわ

しもいくの

ひがしちくま

しもいくの

R3事業費
654百万円※

※千曲川河川改修事業のR3全体事業費

平成18年7月出水時の状況

北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html

しもいくの

千曲川

千曲川

犀川

長野県東筑摩郡

生坂村下生野地先

位置図

生坂村生坂村
いくさかむらいくさかむら

睦橋睦橋

日野橋日野橋

安曇野市安曇野市
あづみのしあづみのし

ながの ひがしちくま

いくさか しもいくの

事業区間

犀川

５



千曲川 八王子排水機場老朽化対策 の推進

長野県千曲市若宮八王子

事業の概要

千曲市若宮八王子地先にある八王子排水機場は、昭和５８年竣工後、３８年が経過しており、設備

の老朽化が進んでいます。このため、機器の更新を順次実施し、併せて冷却方式の無水化対策を行

うことにより、設備の信頼性向上及び維持管理費の低減を図ります。

整備効果

機器の更新により、八王子排水機場の信頼性を向上させます。

ちくまがわ

令和３年度の事業内容

主ポンプ１号駆動用原動機、１号用減速機、運転支援装置等の更新を実施します。

わかみやはちおうじ

ながの ちくま わかみやはちおうじ

ちくま

千曲川

千曲川

犀川

位置図

長野県千曲市

若宮八王子地先

ながの ちくま

わかみや はちおうじ

R3事業費
162百万円※

大正橋大正橋

八王子排水機場

八王子排水機場 全景 主ポンプ１号駆動用原動機 現況

※千曲川における河川工作物関連応急対策事業のR3全体事業費

６

はちおうじ

はちおうじ



坂城町

千曲川

千曲川

犀川

位置図

長野県埴科郡坂城町網掛地先
ながの はにしな さかき あみかけ

千曲川 環境整備 自然再生の推進

長野県埴科郡坂城町（網掛地区）

事業の概要
千曲川では、かつて広大な礫河原を有していましたが、河床低下など様々な要因によって、高

水敷と低水路の高低差が拡大し、礫河原及び湿性植物群落が減少しています。さらに、アレチウ
リ・ハリエンジュ等の外来種が侵入・拡大し、もともと千曲川に生息する在来種の生息環境が悪
化・減少しています。

本事業は、河道掘削を行うことにより、礫河原及び湿性植物群落を再生し、景観の観点からも

千曲川の魅力の向上を図ります。

整備効果
礫河原及び湿性植物群落の再生を進めることで、河川特有の多様な生息地が形成されるほか、

アレチウリ等の外来種の繁茂が抑制され、千曲川本来の自然環境の再生を図ります。

ながの はにしな さかきまち あみかけ

ちくまがわ

令和３年度の事業内容
網掛地区において、礫河原の再生
（河道掘削）を推進します。

※信濃川総合水系環境整備事業のR3全体事業費

事業実施前

事業実施後

冠水頻度が低くアレチウリ等の外来種が繁茂

伐採

＜河道掘削のイメージ（冠水頻度を高める）＞

＜整備済み箇所＞

事業実施箇所

R3事業費
285百万円※

ちくまがわ

７

平面図

ちくまがわ

ちくまがわ

ちくまがわ

あみかけ



千曲川 環境整備 水辺整備の着手

長野県須坂市（須坂地区）

ち く ま が わ

事業の概要
千曲川の下流部は、地域毎に四季折々の素晴らしい河川環境を有しており、千曲川は魅力的な地
域資源となっており、各地域では、この千曲川を活かしたカヌーなどの水辺アクティビティイベン
トや堤防沿いでのマラソン大会が催されています。こうした中、各地域から広域な連携による更な
る水辺空間の賑わいが求められています。

本事業は、千曲川北信地区の５市町が広域に連携した「かわまちづくり計画」が登録されたこと
を踏まえ、親水護岸や高水敷整正、アクセス道等の水辺整備を行います。

整備効果
千曲川を軸とした広域観光ルートの構築、地域の歴史・文化の伝承、未来へ繋げる関係人口の創

出等により、広域観光の推進と地域活性化を目指します。

令和３年度の事業内容

千曲川北信５市町の上流拠点となる須坂市で、水辺整備
（親水護岸、高水敷整正等）を推進します。

ながの

R3事業費
285百万円※

※信濃川総合水系環境整備事業のR3全体事業費

ほくしん

すざか

事業実施箇所

すざか

須坂市

千曲川

千曲川

犀川

位置図

長野県須坂市須坂地先
ながの すざか すざか

８

水辺アクティビティ
須坂市：須坂市水辺整備

＜利活用イメージ＞

平面図

＜親水利用イメージ＞

＜ラフティングイベント＞

ちくまがわ

ちくまがわ

ちくまがわ

ちくまがわ

ちくまがわ

ちくまがわほくしん す ざ か



上田市

千曲川

千曲川

犀川

位置図

長野県上田市丸子地先
ながの うえだ まるこ

千曲川 環境整備 水辺整備の着手

長野県上田市（丸子地区）

事業の概要
上田市では、「健幸都市（スマートウェルネス）の実現」をまちづくりの目標に掲げている一

方、千曲川・依田川合流地区では、ウォーキングやランニング、水辺スポーツなどの場として水
辺利用のニーズが高まる中、水辺へのアクセスがしにくいなど課題があり、まちづくりと一体と
なった水辺整備が求められています。

本事業では「かわまちづくり計画」が登録され、水辺整備により誰もが安全かつ容易に利用で

きる散策路や坂路、親水護岸などの整備を行います。

整備効果
市民はもとより観光客にとっても魅力あるまちの拠点を創出することで、水辺利用の促進を図

るとともに地域活性化を目指します。

ながの うえだ まるこ

ちくまがわ

令和３年度の事業内容
丸子地区において、水辺整備（河川管理用道路、高水敷整正等）を推進します。

※信濃川総合水系環境整備事業のR3全体事業費

＜全体整備イメージ＞

事業実施箇所

R3事業費
285百万円※

９

平面図

うえだ

よ だ が わ

＜高水敷整正イメージ＞ ＜親水護岸イメージ＞

＜河川管理用道路イメージ＞

ま る こ



事業の概要

千曲川は令和元年10月台風19号豪雨水害で甚大な被害が発生するなど、これまで幾度も甚大な洪

水被害が発生しています。

このため、高瀬川の既設ダムである高瀬ダム・七倉ダムの発電容量の一部と、大町ダムの水道容

量の一部を洪水調節容量として新たに確保し、下流の洪水流量をさらに減少させること、さらに流

入土砂対策を行うことにより長期的にダムの機能を確保することを目的とした大町ダム等再編事業

を、令和２年度より進めています。

近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対し、ハード対策とソフト対策が

一体となった治水対策である「流域治水」の一環として、再編事業を実施します。

整備効果

洪水量を低減させ、下流域の治水安全度を向上させます

大町ダム等再編事業の推進

長野県大町市
ながの おおまち

おおまち

R3事業費
389百万円

ちくまがわ

たかせがわ たかせ ななくら おおまち

大町ダム等再編事業 容量再編イメージ図

大町ダム等再編事業 土砂対策イメージ図

令和３年度の事業内容
土砂搬出施設及びダムコン詳細設計、用地測量 等を進め、事業の進捗を図ります。

北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html １０



※1:｢信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」
緊急治水対策プロジェクトの詳細は下記にてご覧いただけます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/sinanogawakinkyutisuitaisaku/sinanogawakinkyutisuitaisaku_top.htm

■流域における対策
・ため池等既存施設の補強や有効活用
・田んぼダムを活用した雨水貯留機能の
確保
・学校グラウンドなどを活用した雨水貯留
施設
・排水機場等の整備、耐水化の取組
・防災拠点等の整備

■ソフト施策
・｢まちづくり｣や住まい方の誘導による
水害 に強い地域づくりの検討
・高床式住まいの推進
・マイ・タイムラインの普及
・公共交通機関との洪水情報の共有
・住民への情報伝達手段の強化

新潟県小千谷市内における
浸水被害状況

■河川における対策
対策内容 河道掘削、遊水地、

堤防整備・強化

長野市穂保地先の堤防決壊、
浸水被害状況

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト(千曲川)※1の推進

長野県長野市 他

事業の概要

令和元年東日本台風では信濃川水系の千曲川上流域から信濃川中流域の広域にわたって甚大な被

害が発生したことから、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」として、国、県、市町村が連携

して河川整備によるハード対策と流域における対策や地域連携によるソフト対策を一体的かつ緊急

的に推進します。

「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の概要

○以下の３つを柱として取り組んでいきます。

①被害の軽減に向けた治水対策の推進（河川における対策）

②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）

③減災に向けた更なる取組の推進（まちづくり、ソフト施策）

関係機関が連携し、上記の３つの取組を実施し、概ね５年間で「再度災害防止・軽減」、「逃げ

遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指します。

ながの

令和３年度の事業内容

信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの「河川における対策」の内、水位低減を図る河道掘削及

び堤防強化等を推進します。

R2補正及びR3事業費
9,785百万円※2

しなのがわ

しなのがわ

しなのがわ

ちくまがわ しなのがわ

しなのがわ

しなのがわ

ながの

※2:千曲川の河川等災害復旧事業費（R元年災）のR2補正及び
河川等災害関連事業費（河川大規模）のR2補正及びR3全体事業費の合計

～ みんなで つなぐ しなの の川 ～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト ～ 「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進 ～

ちくまがわ
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