
平成２６年度の信濃川中流圏域の水害・土砂災害対策の事業実施箇所一覧表

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】

河川個別事業

　河川事業 河〈1〉 信濃川 信濃川 大河津地区
高水敷造成
用地

１式 燕市

　河川事業 河〈2〉 信濃川
信濃川
（太田川）

左近町地区 樋門・護岸 １式 長岡市

　河川事業 河〈3〉 信濃川 信濃川 上片貝地区 築堤・用地 １式 小千谷市

　河川事業 河〈4〉 信濃川 魚野川 竜光地区 築堤・護岸 １式 魚沼市

砂防個別事業

　砂防事業 砂〈1〉 信濃川 芋川 南平アシ沢砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈2〉 信濃川 芋川 西願寺川上流砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈3〉 信濃川 芋川 神沢川第2号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈4〉 信濃川 芋川 冷子沢第3号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈5〉 信濃川 芋川 神沢川第3号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈6〉 信濃川 芋川 十二平下流砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 小千谷市

　砂防事業 砂〈7〉 信濃川 芋川 多聞田川砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 小千谷市

　砂防事業 砂〈8〉 信濃川 相川川 岩ノ沢川砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈9〉 信濃川 相川川 松葉川砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈10〉 信濃川 相川川 相川川上流砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈11〉 信濃川 相川川 相川川上流第2号砂防堰堤 渓流保全工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈12〉 信濃川 相川川 小高砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈13〉 信濃川 相川川 向山砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈14〉 信濃川 相川川 源太山川砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈15〉 信濃川 相川川 大形砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 長岡市

　砂防事業 砂〈16〉 信濃川 破間川 市ノ沢砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 魚沼市

　砂防事業 砂〈17〉 信濃川 破間川 赤坂沢砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 魚沼市

　砂防事業 砂〈18〉 信濃川 水無川 高石上流第2号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈19〉 信濃川 水無川 大倉砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈20〉 信濃川 三国川 三国川中流域土砂災害対策 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈21〉 信濃川 高棚川 高棚川砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈22〉 信濃川 登川 登川床固工群 床固工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈23〉 信濃川 登川 檜倉沢砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈24〉 信濃川 登川 檜倉砂防堰堤補強 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈25〉 信濃川 登川 涸沢第4号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 南魚沼市
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　砂防事業 砂〈26〉 信濃川 登川 丸ノ沢砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 南魚沼市

　砂防事業 砂〈27〉 信濃川 魚野川 大源太川第１号砂防堰堤改築 砂防堰堤工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈28〉 信濃川 魚野川 松川入川渓流保全工 渓流保全工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈29〉 信濃川 魚野川 一ノ沢砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈30〉 信濃川 魚野川 戸沢入川砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈31〉 信濃川 魚野川 居頭沢砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈32〉 信濃川 清津川 三俣渓流保全工 渓流保全工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈33〉 信濃川 清津川 浅貝川渓流保全工 渓流保全工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈34〉 信濃川 清津川 浅貝第1号砂防堰堤 砂防堰堤工 １式 湯沢町

　砂防事業 砂〈35〉 信濃川 中津川 中津川床固工群 床固工 １式 津南町

　砂防事業 砂〈36〉 信濃川 中津川 石黒川砂防堰堤群 砂防堰堤工 １式 津南町

　地すべり対策事業 地〈1〉 信濃川 芋川 芋川地区地すべり対策 抑制工、抑止工 １式
長岡市
魚沼市

【補助・交付金事業】

河川個別事業

　広域河川１ 河(1) 信濃川 猿橋川 乙吉川 附帯工・用地補償 1式 長岡市

　広域河川１ 河(2) 信濃川 黒川 黒川 樋管工・調査設計 1式 長岡市

　広域河川１ 河(3) 信濃川 黒川 道満川 用地補償 １式 長岡市

　広域河川１ 河(4) 信濃川 太田川 太田川 掘削工 1式 長岡市

　広域河川１ 河(5) 信濃川 渋海川 渋海川 掘削工・築堤工・伏越工 １式 長岡市

　広域河川１ 河(6) 信濃川 魚野川 城ノ入川 橋梁工・用地補償 １式 南魚沼市

　広域河川２ 河(7) 郷本川 郷本川 郷本川 橋梁工・護岸工・調査設計 1式 長岡市

　広域河川２ 河(8) 鯖石川 鯖石川 鯖石川 掘削工・護岸工・調査設計・用地補償 １式 柏崎市

　広域河川２ 河(9) 鯖石川 鯖石川 別山川 掘削工・護岸工・測量・用地補償 １式 柏崎市

　広域河川２ 河(10) 鵜川 鵜川 鵜川 護岸工・調査設計 1式 柏崎市

　広域河川２ 河(11) 鵜川 鵜川 横山川 護岸工・旧川処理・調査設計 1式 柏崎市

　住宅基盤 河(12) 信濃川 猿橋川 猿橋川 旧橋撤去 1式 長岡市

　床上浸水対策特別緊急事業河(13) 信濃川 柿川 柿川 放水路工・測量設計・用地補償 1式 長岡市

　床上浸水対策特別緊急事業河(14) 信濃川 魚野川 十二沢川 橋梁工・調査設計 1式 南魚沼市

　特定構造物改築事業 河(15） 新島崎川 新島崎川 円上寺隧道 延命化工事 １式 長岡市

　災害助成 河(16) 信濃川 田川 田川 掘削工・護岸工・床固工・附帯工 1式 十日町市

　災害助成 河(17) 信濃川 田川 晒川 掘削工・護岸工・附帯工 1式 十日町市

　災害助成 河(18) 信濃川 羽根川 羽根川 掘削工・護岸工・附帯工 1式 十日町市
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　災害関連 河(19) 信濃川 七川 七川 掘削工・護岸工・帯工・護床工 1式 十日町市

　治水ダム建設 ダ(1) 鵜川 鵜川 鵜川ダム 監査廊工・減勢工 1式 柏崎市

河川総流防事業

　総流防（改修) 河［1］ 信濃川 破間川 羽根川 築堤工・調査設計 1橋 魚沼市

　総流防（改修) 河［2］ 信濃川 佐梨川 佐梨川 護岸工・築堤 １式 魚沼市

　総流防（改修) 河［3］ 信濃川 三用川 三用川 護岸工・調査設計 1式
魚沼市
南魚沼市

　総流防（改修) 河［4］ 信濃川 田川 みだれ川 護岸工・落差工・水管橋・用地補償 1式 十日町市

　総流防（消流雪導入) 河［5］ 信濃川 田川 田川 調査設計 1式 十日町市

　総流防（改修) 河［6］ 信濃川 表沢川 表沢川 調査設計 1式 小千谷市

　総流防（河川情報） 河［7］ 信濃川 圏域一円 量水標 量水標設置 １式 圏域一円

砂防個別事業

　通常砂防 砂(1) 信濃川 佐梨川 品木沢 砂防堰堤工 1式 魚沼市

　通常砂防 砂(2) 信濃川 船繫川 トヤ沢 砂防堰堤工 1式 津南町

　通常砂防 砂(3) 信濃川 朝日川 法師ヶ沢川 砂防堰堤工 1式 小千谷市

　通常砂防 砂(4) 信濃川 朝日川 荷頃川 渓流保全工 1式 小千谷市

　通常砂防 砂(5) 信濃川 魚野川 水頭川 砂防堰堤工 1式 魚沼市

　通常砂防 砂(6) 信濃川 魚野川 岩井沢川 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　通常砂防 砂(7) 信濃川 信濃川 下沢川 砂防堰堤工 1式 十日町市

　通常砂防 砂(8) 信濃川 破間川 堂ノ沢川 砂防堰堤工 1式 魚沼市

　通常砂防 砂(9) 信濃川 魚野川 大野川 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　通常砂防 砂(10) 信濃川 魚野川 石打 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　通常砂防 砂(11) 信濃川 浦加桂川 沢田川 砂防堰堤工 1式 長岡市

　通常砂防 砂(12) 信濃川 太田川 漆原川 砂防堰堤工 1式 長岡市

　通常砂防 砂(13) 信濃川 渋海川 増沢川 砂防堰堤工 1式 長岡市

　通常砂防 砂(14) 信濃川 才明寺川 才明寺川 砂防堰堤工 1式 十日町市

　通常砂防 砂(15) 信濃川 魚野川 滝沢川 砂防堰堤工 1式 湯沢町

　通常砂防 砂(16) 信濃川 太田川 浄土川 砂防堰堤工 1式 長岡市

　通常砂防 砂(17) オガチ川 オガチ川 堂の川 砂防堰堤工 1式 柏崎市

　通常砂防 砂(18) 信濃川 登川 滝谷沢 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　通常砂防 砂(19) 信濃川 大門川 中里大門川 砂防堰堤工 1式 十日町市

　通常砂防 砂(20) 信濃川 羽根川 羽根川 山腹工 1式 十日町市
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　火山砂防 砂(21) 信濃川 大門川 大門川 砂防堰堤工 1式 津南町

　激特 砂(22) 信濃川 羽根川 羽根川 山腹工 1式 十日町市

　激特 砂(23) 信濃川 魚野川 妙音寺沢 床固工 1式 南魚沼市

　激特 砂(24) 信濃川 魚野川 松沢川 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(25) 信濃川 魚野川 山吉沢 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(26) 信濃川 魚野川 平手川 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(27) 信濃川 魚野川 滝谷沢川 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(28) 信濃川 魚野川 中村川 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(29) 信濃川 魚野川 荒谷沢 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(30) 信濃川 魚野川 中ノ沢 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(31) 信濃川 魚野川 十二沢川 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(32) 信濃川 魚野川 宮ノ入 渓流保全工 1式 南魚沼市

　激特 砂(33) 信濃川 魚野川 堂沢 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(34) 信濃川 魚野川 茗ケ沢 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(35) 信濃川 魚野川
北沢川・赤沢
川

砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(36) 信濃川 魚野川 観音沢川 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　激特 砂(37) 信濃川 魚野川 一本杉 砂防堰堤工 1式 南魚沼市

　地すべり対策 地(1) 信濃川 油夫川 ボーリング工 1式 長岡市

　地すべり対策 地(2) 信濃川 朝日川 ボーリング工 1式 長岡市

　地すべり対策 地(3) 信濃川 山田 杭工 1式 長岡市

　地すべり対策 地(4) 信濃川 長鳥 水路工 1式 魚沼市

　地すべり対策 地(5) 信濃川 芋鞘新田 土留工 1式 魚沼市

　地すべり対策 地(6) 信濃川 松之山 集水井工 1式 十日町市

　地すべり対策 地(7) 信濃川 荒谷 ボーリング工 1式 長岡市

　地すべり対策 地(8) 信濃川 新水 集水井工 1式 十日町市

　地すべり対策 地(9) 信濃川 大荒戸西 調査・観測 1式 十日町市

　地すべり対策 地(10) 信濃川 小谷 ボーリング工 1式 十日町市

　地すべり対策 地(11) 信濃川 峠 調査・観測 1式 十日町市

　地すべり対策 地(12) 信濃川 木和田原 集水井工 1式 十日町市

　地すべり対策 地(13) 鯖石川 久木太 ボーリング工 1式 柏崎市

　地すべり対策 地(14) 鯖石川 蒲生第２ ボーリング工 1式 十日町市

　地すべり対策 地(15) 魚野川 青島 集水井工 1式 魚沼市

　急傾斜地崩壊対策 急(1) 竜光 擁壁工 1式 魚沼市
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　急傾斜地崩壊対策 急(2) 槇原 法枠工 1式 長岡市

　急傾斜地崩壊対策 急(3) 正面 法枠工 1式 津南町

　急傾斜地崩壊対策 急(4) 町中 法枠工 1式 小千谷市

　急傾斜地崩壊対策 急(5) 麻畑 擁壁工 1式 十日町市

　急傾斜地崩壊対策 急(6) 川治 擁壁工 1式 十日町市

　急傾斜地崩壊対策 急(7) 深沢 擁壁工 1式 南魚沼市

　急傾斜地崩壊対策 急(8) 田川町 法枠工 1式 十日町市

砂防総流防事業

　総流防（基礎調査） 砂［1］ 圏内一円 基礎調査 1式 圏内一円

　総流防（地すべり） 地［1］ 信濃川 朝日川 1式 長岡市

　総流防（雪崩） 雪［1］ 上堰２ 雪崩防護工 1式 魚沼市

　総流防（雪崩） 雪［2］ 君帰 雪崩予防柵 1式 南魚沼市

　総流防（雪崩） 雪［3］ 麻畑 雪崩予防柵 1式 十日町市

　総流防（雪崩） 雪［4］ 市野江 雪崩予防柵 1式 南魚沼市

　総流防（雪崩） 雪［5］ 東泉田 雪崩予防柵 1式 南魚沼市


