
【 砂　防　課 】

平成２６年８月1５日現在

渓　流　名 市　町　村 箇　　　所 確認書締結書団体名 締結月日 担当事務所

1 東条川  筑北村(旧本城村)  大沢地区  大沢友志会 平成17年９月20日 犀川砂防事務所

2 乱橋川  筑北村(旧本城村)  乱橋地区  乱橋地区水管理組合 平成17年９月20日 犀川砂防事務所

3 岩井堂沢  松本市(旧四賀村)  四賀地区（本町）  本町町会 平成17年９月28日 犀川砂防事務所

4 両瀬沢  松本市(旧四賀村)  両瀬沢砂防えん堤  両瀬町会 平成17年９月29日 犀川砂防事務所

5 薬師沢  小川村  稲丘東地区  薬師沢砂防惣代 平成17年10月28日 土尻川砂防事務所

6 鼠　川  駒ヶ根市  赤穂地区  ねずみ川関連地域連絡会 平成17年12月６日 伊那建設事務所

7 蜂ヶ沢  安曇野市（旧明科町）  蜂ヶ沢砂防学習公園  七貴荻原区 平成18年２月２日 犀川砂防事務所

8 牛伏川  松本市  牛伏川上流  内田地区子ども会育成会 平成18年３月７日 松本建設事務所

9 牛伏川  松本市  牛伏川上流  牛伏・鉢伏友の会 平成18年３月７日 松本建設事務所

10 牛伏川  松本市  牛伏川上流
 牛伏川砂防堰堤期成同盟会
 牛伏川水利組合

平成18年３月７日 松本建設事務所

11 倉　並  長野市  長野市七二会倉並地区  長野市七二会倉並地区 平成18年３月30日 土尻川砂防事務所

12 屋城沢  白馬村  白馬村佐野地区  白馬村佐野区 平成18年４月25日 姫川砂防事務所

13 滝　沢  白馬村  白馬村沢渡地区  白馬村沢渡区 平成18年４月25日 姫川砂防事務所

14 咲花沢  白馬村  白馬村和田野地区  白馬村沢和田野区 平成18年４月25日 姫川砂防事務所

15
唐　沢
北雨中

 小谷村  小谷村池の平地区  小谷村北雨中区 平成18年４月25日 姫川砂防事務所

16
吉尾沢･元沢

大久保
 小谷村  小谷村北雨中地区  吉佐久会 平成18年４月25日 姫川砂防事務所

17 角間川  諏訪市  諏訪市角間新田地区  諏訪市角間新田区 平成18年４月28日 諏訪建設事務所

18 大　倉  生坂村  生坂村大倉ｽｶｲｽﾎﾟｰﾂ公園
 生坂村大倉
 ｽｶｲｽﾎﾟｰﾂ安全管理委員会

平成18年５月18日 犀川砂防事務所

19
番場沢
北の沢

 大町市(旧八坂村)  大町市八坂切久保地区  大町市切久保自治振興会 平成18年５月18日 犀川砂防事務所

20
曲り沢

ﾀｸｶﾞ入沢
 白馬村  白馬村神城飯森地区  白馬村神城飯森区 平成18年５月25日 姫川砂防事務所
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21
白土沢･七滝沢

大雪倉沢･小雪倉沢
 小谷村    小谷村下里瀬地区  小谷村下里瀬地区会 平成18年６月12日 姫川砂防事務所

22 奥沢  安曇野市（旧明科町）  安曇野市明科光(北村)
 安曇野市明科光区
 安曇野市明科総合支所

平成18年７月20日 犀川砂防事務所

23 小倉沢  安曇野市（旧明科町）  安曇野市明科光(中条)
 安曇野市明科光区
 安曇野市明科総合支所

平成18年７月20日 犀川砂防事務所

24 ろんでん沢  信州新町  信州新町穂刈地区  信州新町保育園保護者会 平成18年７月25日 土尻川砂防事務所

25
白馬村小谷村の砂防施

設他
  白馬村 小谷村  白馬村小谷村の砂防施設  姫川建設業協会 平成18年８月１日 姫川砂防事務所

26
犀川砂防事務所管内一

円
  犀川砂防事務所 管内の市町村

 犀川砂防事務所管内の
 砂防施設他

 犀川砂防建設業協同組合 平成18年11月１日 犀川砂防事務所

27 下川地すべり防止区域  信州新町  信州新町下川地区  信州新町下川自治会 平成19年３月９日 土尻川砂防事務所

28
犀川水系丸切沢川・裏
の沢川、土尻川青具地

区他
 大町市  大町市美麻地区  犀川殖産漁協同組合美麻支部 平成19年３月９日 土尻川砂防事務所

29 虫尾地すべり防止区域  小谷村  小谷村虫尾地区  小谷村虫尾地区会 平成19年４月16日 姫川砂防事務所

30
北雨中地すべり防止区

域
 小谷村  小谷村南雨中地区  小谷村南雨中地区会 平成19年５月８日 姫川砂防事務所

31
夜舟川
市の川

 麻績村  麻績村麻市野川  麻績村麻市野川区 平成19年５月22日 犀川砂防事務所

32 大河地すべり防止区域  信州新町  信州新町大河地区  大河自治会 平成19年５月31日 土尻川砂防事務所

33 西の沢  長野市  長野市信更地区田野口  田野口区 平成19年５月18日 土尻川砂防事務所

34 牧区急傾斜地  高山村  高山村牧地区  牧区 平成19年６月７日 須坂建設事務所

35
奈良井川左岸、木曽平
沢の急傾斜地保全施設

 塩尻市  塩尻市木曽平沢  平沢区自治協議会 平成19年６月13日 松本建設事務所

36 尻無沢  安曇野市  安曇野市明科中耕地  安曇野市明科宮中区 平成19年６月29日 犀川砂防事務所

37 滝の沢  池田町  池田町滝の沢  滝の沢権現の会 平成19年７月３日 犀川砂防事務所

38 井刈沢  松本市  松本市四賀地区井刈  松本市四賀地区井刈町会 平成19年７月20日 犀川砂防事務所

39 相沢  松本市  松本市四賀地区井刈  松本市四賀地区井刈町会 平成19年７月20日 犀川砂防事務所

40 八代沢  池田町  池田町八代  池田町夢農場 平成19年８月１日 犀川砂防事務所
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41
鳥々見、持畦、里原地

すべり防止区域
中条村 中条村第21区 中条村第21区 平成19年9月20日 土尻川砂防事務所

42 十二川 中野市  中野市新野  中野市新野区 平成20年３月６日
 北信建設事務所
（中野）

43 十二川 中野市  中野市間山  中野市間山区 平成20年３月28日
 北信建設事務所
（中野）

44 十二川、更科川 中野市 中野市高遠地区 高遠区 平成20年4月8日
 北信建設事務所
（中野）

45 本沢川 岡谷市 岡谷市川岸 鮎沢区 平成20年4月20日  諏訪建設事務所

46 一の沢、立の間 白馬村 白馬村立の間 立の間 平成20年5月20日  姫川砂防事務所

47 犬川 白馬村 白馬村飯田 飯田地区 平成20年5月22日  姫川砂防事務所

48 上手沢 松本市 松本市四賀地区 七嵐町会 平成20年7月3日  犀川砂防事務所

49 淀沢、沖田沢 小谷村 小谷村池原 池原地区 平成20年7月15日  姫川砂防事務所

50 味藤地すべり防止区域 信州新町 信州新町味藤地区 味藤地区地すべり対策委員会 平成20年8月1日 土尻川砂防事務所

51 上宮野尾区砂防施設 長野市 長野市小田切 上宮野尾区砂防委員会 平成20年9月3日 土尻川砂防事務所

52 刈谷沢川 塩尻市 塩尻市北小野 古町区 平成20年10月28日 松本建設事務所

53 下山田中区内砂防施設 長野市 長野市小田切 下山田中土木委員会 平成20年10月30日 土尻川砂防事務所

54 荏沢川 千曲市
千曲市桑原地区（中区、東
区）

千曲市桑原振興会 平成21年3月16日 千曲建設事務所

55 佐野川 千曲市
千曲市桑原地区（中区、東
区、西区、佐野区）

千曲市桑原振興会 平成21年3月16日 千曲建設事務所

56 棚原沢 長野市 長野市大岡四ケ村区上栗尾 大岡四ケ村区自治会 平成21年7月17日 土尻川砂防事務所

57 除沢 長野市
長野市七二会　市場第二砂
防等施設

小坂衛生第二組合 平成21年9月18日 土尻川砂防事務所

58 中ノ沢 箕輪町 東箕輪北小河内地区 北小河内区 平成22年5月20日  伊那建設事務所

59 沢底川　右岸 辰野町 赤羽地区　中山砂防堰堤 中山砂防公園愛護会 平成23年7月12日  伊那建設事務所

60 仏ヶ沢 松本市（四賀） 松本市四賀地区殿野入 殿野入町会 平成23年8月10日  犀川砂防事務所
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61 （地）相道寺 池田町 池田町相道寺 相道寺砂防ボランティア 平成23年10月30日 犀川砂防事務所

62
地すべり防止区域、富

士見平
小諸市 小諸市富士見平地区 富士見平地区 平成23年11月7日  佐久建設事務所

63 宇土沢川及び滝沢川 長野市 長野市篠ノ井岡田新田地区
滝沢川及び宇土沢川改修対策委員
会

平成24年7月3日 土尻川砂防事務所

64 急傾斜　高梨 上田市 上田市　高梨地区 上田市西内自治会高梨部落 平成24年8月1日  上田建設事務所

65 小沢 池田町 池田町　坂下 池田町坂下自治会 平成25年5月14日 犀川砂防事務所

66 刈谷沢川 筑北村 筑北村　坂北 筑北村　坂北　刈谷沢老人クラブ 平成25年6月11日 犀川砂防事務所

67 三水沢 長野市 長野市信更町三水 清水神社災害復興委員会 平成26年5月30日 土尻川砂防事務所

計 67　地区 64　団体 11　事務所

地　区　 〔佐久：１、上田：１、諏訪：２、伊那：３、松本：５、千曲：２、須坂：１、北信（中野）：３、犀川：２１、姫川１３、土尻川：１５〕

団　体　 〔佐久：１、上田：１、諏訪：２、伊那：３、松本：５、千曲：１、須坂：１、北信（中野）：３、犀川：１９、姫川１３、土尻川：１５〕


