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日本有数の暮らしやすい地域

庄川流域のある富山県は、持ち
家比率や平均住宅面積などが日
本一であるなど充実した住居環境
を持つ地域です。また、商工業が
発達する都市と美しく豊かな自然
や伝統文化が色濃く残る農山漁
村が近接し、子育てしやすく、健
康・長寿でも知られる生活環境を
有する日本有数の暮らしやすい地
域です。

さらに発展する地域

庄川流域では、高岡銅器などの
伝統産業の集積を土台として、豊
かな水や電力を背景に立地したも
のづくり産業が集積しています。ま
た、北陸自動車道、能越自動車道、
東海北陸自動車道の整備に加え、
平成26年度には北陸新幹線の開
業など、広域交通ネットワークの
整備により、さらなる発展が期待さ
れる地域です。

利賀ダムは、流域の豊かな暮らしや活発な産業
活動を守り、さらに発展する地域づくりに寄与します

土砂崩れ 雪 崩

積雪等により道路が
２車線が確保できない

★現在の国道４７１号

■事業の経過
■洪水調節
庄川の洪水氾濫から沿川地域を守り、また、
急流河川特有の流水の強大なエネルギーから
堤防の安全性を確保するため、利賀ダム地点
において毎秒５００立方メートルの洪水調節を
行い、下流全川にわたり洪水の流量の低減を
図ります。

■流水の正常な機能の維持
庄川の安定した流量は、地域の生活や産業を支え
る用水をはじめ、水質の保全、良好な動植物の生息・
生育環境に必要です。利賀ダムでは、庄川の流水の
正常な機能の維持を図るための補給を行います。

■工業用水
砺波工業団地で使用する工業用水として、富
山県企業局が１日最大８，６４０立方メートルの
取水が可能となるよう、利賀ダムにおいて新た
な水需要量の開発を行います。

H１６.１０.台風23号 庄川洪水
観測史上最高水位を記録
２,８４０名に避難勧告

鮎釣り

砺波工業団地

利水基準点 庄川合口ダム

治水基準点 雄神
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利賀ダム

利賀ダム工事用道路兼

一般国道471号利賀バイパス（約９.２km）

庄川

小矢部川

現在の一般国道471号は、急勾配、
急カーブが連続するうえ幅員も狭く、降
雨や降雪による通行規制が頻発する
道路です。ダム完成後のバイパス供用
によって、過疎化の進む南砺市利賀村
の地域振興や主要産業の一つである
観光の発展に大きく寄与することが期
待されます。

利賀バイパスは、全区間約９.２ｋｍの
うち６６％がトンネルであるため気象の
変化に関係なく、安全に走行が可能と
なります。また、救急医療施設までの
到達時間が短縮され、人命救助にも大き
く寄与します。

地域振興に寄与 人命救助に寄与

平成30.10.14完成・開通区間

ダム高さ
１１２m

ダム堤頂長 ２４７m

堤体積約４９万m3

集水面積 ９５ .９km2湛水面積
１.１km2

天端標高

４３９m

利賀ダムの諸元

平成 元年 ５月 実施計画調査に着手、利賀ダム調査事務所開設

平成 ５年 ４月 建設事業に着手、利賀ダム工事事務所に改称

平成 ６年１１月 基本計画告示（総事業費約900億円、予定工期平成20年度）

平成１０年１０月 工事用道路兼一般国道４７１号利賀バイパス着手

平成１２年 ３月 「工事用道路の損失補償に関する覚書」調印式

平成１４年１２月 「利賀ダム建設事業に伴う損失補償に関する確認書」調印式

平成１５年 ６月 「利賀ダム建設事業に伴う工事用道路等

(口山地区)の損失補償に関する確認書」調印式

平成１５年 ９月 水没家屋全戸（３戸）生活再建地へ移転完了

平成１９年 ７月 庄川水系河川整備基本方針策定

平成２０年 ７月 庄川水系河川整備計画策定（全５回の流域懇談会開催）

事業評価監視委員会に報告（事業継続）

平成２１年 ３月 基本計画変更告示

（総事業費 約１,１５０億円、予定工期 平成34年度）

平成２８年 ８月 ダム事業の検証に関する対応方針決定（継続）

平成３０年１０月 工事用道路部分完成・一般国道４７１号バイパス部分開通

(南砺市利賀村栃原～長崎間)

令和 ２年 ８月 基本計画変更告示

（総事業費 約１,640億円、予定工期 令和13年度）

■事業の進捗 約34％（令和２年度末現在 事業費ベース）

利賀ダム建設事業の概要（令和３年４月現在）

利賀ダム工事用道路は、一般国道471号利賀バイパスと兼ねており
北陸地方整備局と富山県が共同で事業を進めています。
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６ 利賀ダム転流工事
[令和３年～令和５年]

令和３年度
令和２年度
（補正含む）

令和３年度

３３．８億円
（４５．５億円）

４１．０億円

予 算 概 要

令和３年度実施

令和４年度以降実施予定

令和２年度迄実施

凡 例

工事概要

利賀トンネル（河床進入）工事
[令和元年～令和４年]

３

５ 転流工施工ヤード工事

４ 利賀ダム河床進入トンネル工事
[平成３０年～令和３年]

８
北豆谷地区貯水池
斜面対策進入路工事

利賀ダム

※利賀大橋・長崎橋を含む約７００m区間は、
平成３０年１０月１４日に一般供用済み。

14 利賀ダム工事用道路他維持修繕工事
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利賀市民センター

平成15年度水没家屋
全戸移転完了
（全３家屋）

付替河道

12

岩渕地区河道付替工事岩渕地区河道付替工事

10

利賀ダム付替市道整備その２工事利賀ダム付替市道整備その２工事

豆谷大橋（259m）

シクルビ谷ヤード整備工事１

利賀ダム付替市道整備その２工事12

岩渕地区河道付替工事９

岩渕地区河道付替その２工事10

13 喜三郎谷土捨場整備工事

７ 押場地区貯水池斜面対策進入路工事

（令和２補正予算箇所含む）

２ 利賀トンネル（２工区）工事
[令和３年～令和６年]

ダム本体

２

利賀トンネル(河床進入)工事利賀トンネル(河床進入)工事

転流工
施工ヤード

３

利賀トンネル(２工区)工事利賀トンネル(２工区)工事

４ 河床進入トンネル工事河床進入トンネル工事

岩渕地区河道付替その２工事岩渕地区河道付替その２工事

９

５ 転流工施工ヤード工事転流工施工ヤード工事

６ 利賀ダム転流工事利賀ダム転流工事

転流工
（呑口部）

上流仮締切

作業トンネル坑口

６ 利賀ダム転流工事利賀ダム転流工事

ダム本体

５ 転流工施工ヤード工事転流工施工ヤード工事

河床進入
トンネル

転流工
（吐口部）

転流工
施工ヤード

仮桟橋

利賀ダム付替市道整備工事11

利賀ダム付替市道整備工事利賀ダム付替市道整備工事11

付替市道


