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重信川流域の直轄砂防・地すべり事業の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容

明治29年度 1896 4月、河川法公布

明治29年度 1896 明治30年3月、砂防法公布

大正8年度 1919 愛媛県営事業として重信川本川中流部の山腹工に
着手（松山工事四十年史185頁）

昭和18年度 1943 7月、重信川流域で崩壊に伴う土砂流出が起こり、下
流河川で氾濫が発生（平成21年度第3回事業評価監
視委員会資料1頁）

昭和20年度 1945 10月、重信川流域で崩壊に伴う土砂流出が起こり、
下流河川で氾濫が発生（平成21年度第3回事業評価
監視委員会資料1頁）

昭和23年度 1948 7月、重信川工事事務所に横河出張所設置、重信川
直轄砂防事業[愛媛31]が開始（松山工事四十年史
185頁）

東温市（川内町） 8月、中村堰堤着工（昭和28年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和24年度 1949 6月、水防法公布 東温市（川内町） 5月、梅ヶ市床固着工（昭和24年12月完成）（松山工事四十年史222頁）

昭和24年度 1949 東温市（重信町） 10月、岡堰堤[愛媛13]着工（昭和27年5月完成）（松山工事四十年史220
頁）

昭和24年度 1949 東温市（重信町） 5月、重信川流路工着工（昭和43年2月完成）（松山工事四十年史222
頁）

昭和25年度 1950 東温市（川内町） 4月、音田堰堤着工（昭和26年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和25年度 1950 東温市（川内町） 昭和26年3月、音田堰堤完成（重信川水系直轄砂防堰堤最初の堰堤）
（四国山地砂防工事事務所平成10年度事業概要）

昭和26年度 1951 東温市（川内町） 4月、若宮堰堤着工（昭和27年10月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和26年度 1951 東温市（川内町） 9月、若宮堰堤着工（昭和27年12月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 4月、仏生谷第2号床固着工（昭和27年12月完成）（松山工事四十年史
222頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 5月、岡堰堤[愛媛13]完成（松山工事四十年史213-214頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 7月、日浦第2号堰堤着工（昭和28年7月完成）（松山工事四十年史220
頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 10月、程野堰堤着工（昭和32年2月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 11月、仏生谷第1号床固着工（昭和28年2月完成）（松山工事四十年史
222頁）

昭和27年度 1952 東温市（川内町） 昭和28年3月、中村堰堤完成（四国山地砂防工事事務所平成10年度事
業概要）

昭和28年度 1953 東温市（川内町） 8月、坂の谷堰堤着工（昭和30年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和29年度 1954 東温市（重信町） 8月、麓谷堰堤着工（昭和30年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和29年度 1954 東温市（川内町） 9月、渋谷堰堤着工（昭和31年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和29年度 1954 東温市（川内町） 昭和30年3月、坂ノ谷流路工着工（昭和33年1月完成）（松山工事四十年
史220頁）

昭和30年度 1955 7月、水防法改正（洪水予報及び水防警報の実施の
義務付け）

東温市（重信町） 12月、烏ヶ岳堰堤[愛媛14]着工（昭和32年3月完成）（松山工事四十年
史220頁）

昭和30年度 1955 東温市（重信町） 昭和31年2月、木地堰堤着工（昭和32年11月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和31年度 1956 5月、海岸法公布 東温市（川内町） 7月、井内流路工着工（昭和31年12月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和31年度 1956 昭和32年3月、特定多目的ダム法公布 東温市（重信町） 昭和32年2月、蔭地谷第1号堰堤着工（昭和34年3月完成）（松山工事四
十年史220頁）

昭和31年度 1956 東温市（重信町） 昭和32年3月、烏ヶ岳堰堤[愛媛14]完成（松山工事四十年史220頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、地すべり等防止法公布 東温市（重信町） 11月、木地堰堤完成（四国山地砂防工事事務所平成10年度事業概要）

昭和32年度 1957 東温市（重信町） 11月、黒滝堰堤着工（昭和33年12月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和32年度 1957 東温市（川内町） 10月、井内第1号堰堤着工（昭和35年3月完成）（松山工事四十年史220
頁）

昭和32年度 1957 東温市（重信町） 10月、麓谷第1号床固着工（昭和33年12月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和33年度 1958 東温市（重信町） 8月、河原樋谷第1号堰堤着工（昭和35年1月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和34年度 1959 昭和35年3月、治山治水緊急措置法公布

昭和34年度 1959 昭和35年3月、治水特別会計法公布

昭和35年度 1960 第1次治水事業五箇年計画（昭和35～39年度）の策
定

東温市（重信町） 6月、阿歌古谷第1号谷止着工（昭和36年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和35年度 1960 10月、四国地方開発促進計画（第1次）の策定 東温市（重信町） 7月、重信川第1号谷止着工（昭和36年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和35年度 1960 東温市（重信町） 7月、小松谷第1号谷止着工（昭和36年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和35年度 1960 東温市（重信町） 昭和36年3月、重信川本川最上流に重信川第一号堰堤を完成（四国地
方建設局三十年史730頁）

昭和36年度 1961 11月、水資源開発促進法・水資源開発公団法公布 東温市（重信町） 4月、西河原樋谷第1号谷止着工（昭和37年2月完成）（松山工事四十年
史220頁）

昭和36年度 1961 東温市（川内町） 7月、程野谷第1号谷止着工（昭和37年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和36年度 1961 東温市（重信町） 8月、阿歌古谷第2号谷止着工（昭和37年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和36年度 1961 東温市（重信町） 10月、阿歌古谷第3号谷止着工（昭和37年3月完成）（松山工事四十年
史220頁）

年度 西暦 全体
市町村別
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市町村別

昭和37年度 1962 10月、全国総合開発計画の策定 東温市（川内町） 9月、本谷川第1号谷止着工（昭和38年3月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和37年度 1962 東温市（重信町） 10月、重信川第1号堰堤着工（昭和39年11月完成）（松山工事四十年史
220頁）

昭和37年度 1962 東温市（重信町） 昭和36年3月、小松谷第1号谷止完成（四国山地砂防工事事務所平成
10年度事業概要）

昭和39年度 1964 7月、新河川法公布（治水・利水の体系的な制度の整
備）の策定

東温市（川内町） 9月、高智谷堰堤着工（昭和40年9月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和39年度 1964 昭和40年2月、四国地方開発促進計画（第2次）の策
定

東温市（重信町） 11月、重信川第1号堰堤完成（四国山地砂防工事事務所平成10年度事
業概要）

昭和39年度 1964 東温市（重信町） 12月、大野谷第1号堰堤着工（昭和41年1月完成）（松山工事四十年史
221頁）

昭和40年度 1965 第2次治水事業五箇年計画（昭和40～44年度）の策
定

東温市（川内町） 9月、高智谷流路工着工（昭和42年3月完成）（松山工事四十年史222
頁）

昭和41年度 1966 東温市（重信町） 10月、山之神堰堤着工（昭和42年3月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和41年度 1966 東温市（川内町） 5月、梅ケ谷堰堤着工（昭和43年3月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和41年度 1966 東温市（川内町） 昭和42年3月、高智谷流路工完成（四国地方建設局三十年史746頁）

昭和42年度 1967 東温市（重信町） 12月、蔭地谷第3号堰堤[愛媛15]着工（昭和44年12月完成）（松山工事
四十年史221頁）

昭和42年度 1967 東温市（重信町） 昭和43年2月、重信川砂防本川流路工下流部を完成（四国地方建設局
三十年史748頁）

昭和43年度 1968 第3次治水事業五箇年計画（昭和43～47年度）の策
定

東温市（川内町） 8月、大迫谷堰堤着工（昭和44年1月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和44年度 1969 5月、新全国総合開発計画の策定 東温市（重信町） 9月、上七郎行谷堰堤着工（昭和45年2月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和44年度 1969 7月、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律公布

東温市（重信町） 12月、重信川砂防最大の蔭地谷第3号堰堤[愛媛15]完成（四国地方建
設局三十年史750頁）

昭和45年度 1970 東温市（川内町） 7月、善神谷堰堤着工（昭和46年2月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和45年度 1970 東温市（重信町） 7月、柳谷第1号堰堤着工（昭和46年2月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和45年度 1970 東温市（川内町） 9月、水越谷堰堤着工（昭和46年3月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和45年度 1970 東温市（重信町） 10月、二子薮谷堰堤着工（昭和46年2月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和45年度 1970 東温市（川内町） 10月、成谷川堰堤着工（昭和46年12月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和46年度 1971 東温市（川内町） 6月、歯朶尾谷堰堤着工（昭和47年2月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和46年度 1971 東温市（川内町） 6月、美乃谷堰堤着工（昭和47年2月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和46年度 1971 東温市（重信町） 9月、窓谷第1号堰堤着工（昭和47年3月完成）（松山工事四十年史221
頁）

昭和46年度 1971 東温市（川内町） 12月、水越谷階段第2号堰堤着工（昭和47年3月完成）（松山工事四十
年史221頁）

昭和47年度 1972 第4次治水事業五箇年計画（昭和47～51年度）の策
定

東温市（川内町） 12月、水越谷階段第3号堰堤着工（昭和47年12月完成）（松山工事四十
年史221頁）

昭和47年度 1972 6月、河川法改正（流況調整河川制度の創設、準用
河川制度の拡大）

東温市（川内町） 6月、水越谷階段第4号堰堤着工（昭和47年12月完成）（松山工事四十
年史221頁）

昭和47年度 1972 東温市（川内町） 6月、水越谷階段第5号堰堤着工（昭和47年12月完成）（松山工事四十
年史221頁）

昭和47年度 1972 東温市（重信町） 9月、小松谷堰堤着工（昭和48年4月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和47年度 1972 東温市（重信町） 9月、大野谷第2号堰堤着工（昭和48年4月完成）（松山工事四十年史
221頁）

昭和47年度 1972 東温市（重信町） 9月、荒木谷床固着工（昭和48年3月完成）（松山工事四十年史220頁）

昭和47年度 1972 東温市（川内町） 9月、成谷川流路工着工（昭和50年3月完成）（松山工事四十年史222
頁）

昭和48年度 1973 10月、水資源地域対策特別措置法公布 東温市（重信町） 9月、添谷堰堤着工（昭和49年3月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和48年度 1973 東温市（重信町） 10月、黒滝谷第2号堰堤着工（昭和49年3月完成）（松山工事四十年史
221頁）

昭和48年度 1973 東温市（川内町） 10月、高智谷階段第2号堰堤着工（昭和49年3月完成）（松山工事四十
年史221頁）

昭和49年度 1974 東温市（重信町） 7月、重信川流路工[愛媛16]着工（松山工事四十年史222頁）

昭和49年度 1974 東温市（川内町） 9月、高智谷階段第3号堰堤着工（昭和49年3月完成）（松山工事四十年
史221頁）

昭和49年度 1974 東温市（川内町） 昭和50年3月、成谷川流路工完成（四国山地砂防工事事務所平成10年
度事業概要）

昭和50年度 1975 東温市（川内町） 10月、本谷堰堤着工（昭和51年3月完成）（松山工事四十年史221頁）

昭和51年度 1976 東温市（重信町） 5月、柳谷第2号堰堤着工（昭和52年9月完成）（松山工事四十年史222
頁）

昭和51年度 1976 東温市（川内町） 9月、表川流路工着工（松山工事四十年史222頁）

昭和52年度 1977 第5次治水事業五箇年計画（昭和52～56年度）の策
定

東温市（川内町） 9月、梅ケ谷第2号堰堤着工（昭和53年9月完成）（松山工事四十年史
222頁）

昭和52年度 1977 11月、第三次全国総合開発計画の策定

昭和53年度 1978 昭和54年3月、四国地方開発促進計画（第3次）の策
定

東温市（川内町） 9月、渋谷第2号堰堤着工（昭和55年2月完成）（松山工事四十年史222
頁）
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市町村別

昭和54年度 1979 東温市（重信町） 10月、山之神第2号堰堤着工（昭和56年2月完成）（松山工事四十年史
222頁）

昭和54年度 1979 東温市（川内町） 昭和55年2月、渋谷第2号堰堤完成（四国山地砂防工事事務所平成10
年度事業概要）

昭和55年度 1980 東温市（川内町） 11月、問屋堰堤着工（昭和57年3月完成）（松山工事四十年史222頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 12月、ゆずりは谷第3号堰堤着工（昭和57年12月完成）（松山工事四十
年史222頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 昭和57年2月、山之神流路工着工（松山工事四十年史222頁）

昭和57年度 1982 第6次治水事業五箇年計画（昭和57～61年度）の策
定

昭和58年度 1983 東温市（重信町） 5月、ゆずりは谷第2号堰堤着工（昭和59年9月完成）（松山工事四十年
史222頁）

昭和58年度 1983 東温市（川内町） 12月、栗木堰堤着工（昭和60年1月完成）（松山工事四十年史222頁）

昭和59年度 1984 東温市（重信町） 9月、ゆずりは谷第1号堰堤着工（昭和60年2月完成）（松山工事四十年
史222頁）

昭和59年度 1984 東温市（重信町） 昭和60年2月、ゆずりは谷第1号堰堤完成（四国山地砂防工事事務所平
成10年度事業概要）

昭和60年度 1985 東温市（重信町） 樋口で重信川本川の流路工を施工（松山工事事務所昭和60年度事業
のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（川内町） 北方で重信川本川の流路工を施工（松山工事事務所昭和60年度事業
のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（川内町） 日浦で表川本川の流路工を施工（松山工事事務所昭和60年度事業の
あらまし）

昭和60年度 1985 東温市（川内町） 則之内で表川支川山之神谷流路工を施工（松山工事事務所昭和60年
度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（重信町） 山之内で重信川本川ゆずりは谷流路工を施工（松山工事事務所昭和60
年度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（重信町） 山之内の重信川本川左支川上七郎行谷で堰堤を施工（松山工事事務
所昭和60年度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和60年
度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（重信町） 10月、重信川流路工[愛媛16]が完成、竣工式を挙行（四国地方建設局
三十年史790頁）

昭和61年度 1986 東温市（重信町） 山之内の重信川本川左支川上七郎行谷で堰堤を施工（松山工事事務
所昭和61年度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 東温市（川内町） 河之内の表川本川右支川添谷川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和
61年度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 東温市（川内町） 則之内で表川支川山之神谷流路工を施工（松山工事事務所昭和61年
度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 東温市（川内町） 河之内の表川本川右支川奥谷川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和
61年度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和61年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 第7次治水事業五箇年計画（昭和62～平成3年度）の
策定

東温市（重信町） 山之内の重信川本川左支川上七郎行谷で堰堤を施工（松山工事事務
所昭和62年度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 5月、河川法改正（市町村施行制度の創設） 東温市（川内町） 河之内の表川右支川本谷川左支川添谷川で堰堤を施工（松山工事事
務所昭和62年度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 6月、第四次全国総合開発計画の策定 東温市（川内町） 則之内で表川支川山之神谷流路工を施工（松山工事事務所昭和62年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 東温市（川内町） 河之内の表川右支川奥谷川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和62年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 東温市（重信町） 山之内の重信川本川右支川荒木谷で堰堤を施工（松山工事事務所昭
和62年度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で堰堤を施工（松山工事事務所昭和62年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 東温市（重信町） 昭和63年2月、山之神流路工完成（四国山地砂防工事事務所平成10年
度事業概要）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所昭和63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷堰堤を施工（松山工事事務所
昭和63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 重信川第2号堰堤[愛媛83]事業化（平成10年度第3回事業評価監視委
員会資料4頁）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所昭和
63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川水越谷川で水越谷階段堰堤を施工（松山工事事
務所昭和63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所昭和63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 河之内の表川右支川奥谷川で奥谷堰堤を施工（松山工事事務所昭和
63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で狩場堰堤を施工（松山工事事務所昭和
63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 河之内の表川右支川片山谷川で片山谷堰堤を施工（松山工事事務所
昭和63年度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で狩場流路工を施工（松山工事事務所昭
和63年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所平成元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成元年度事業のあらまし）
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平成元年度 1989 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成
元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川水越谷川で水越谷階段堰堤を施工（松山工事事
務所平成元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川右支川片山谷川で片山谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成元
年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成元年度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤[愛媛50]に事業着
手（平成16年度第2回事業評価監視委員会資料1頁）

平成2年度 1989 5月、四国地方開発促進計画（第4次）の策定 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所平成2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成
2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川右支川片山谷川で片山谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成2年
度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成2年度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 河之内の表川本川で表川第3号堰堤を施工（松山工事事務所平成2年
度事業のあらまし）

平成2年度 1989 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤を施工（松山工事
事務所平成2年度事業のあらまし）

平成3年度 1991 5月、河川法改正（高規格堤防特別区域制度の創設） 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所平成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成
3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成3年
度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 河之内の表川本川で表川第3号堰堤を施工（松山工事事務所平成3年
度事業のあらまし）

平成3年度 1990 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤を施工（松山工事
事務所平成3年度事業のあらまし）

平成4年度 1992 第8次治水事業五箇年計画（平成4～8年度）の策定 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所平成4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷堰堤を施工（松山工事事務所
平成4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤で用地買収（松山工
事事務所平成4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成
4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 重信川本川横河原で流路工を施工（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成4年
度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成4年度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 河之内の表川本川で表川第3号堰堤を施工（松山工事事務所平成4年
度事業概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤を施工（松山工事
事務所平成4年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川阿歌古谷川で阿歌古谷第4号堰堤を施工（松山
工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤で用地買収（松山工
事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 山之内の重信川本川で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成
5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 重信川本川横河原で流路工を施工（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成5年
度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成5年度事業概要）
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平成5年度 1993 東温市（川内町） 河之内の表川本川で表川第3号堰堤を施工（松山工事事務所平成5年
度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤を施工（松山工事
事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 則之内の表川左支川井内川右支惣田谷で惣田谷堰堤の用地買収（松
山工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川鳥ノ子川で流路工を施工（松山工事事務所平成5
年度事業概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 鳥ノ子川床固工群[愛媛51]を事業着手（平成12年度第4回事業評価監
視委員会資料5-6頁）

平成6年度 1994 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤を施工（松山工事事
務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（重信町） 重信川本川横河原で流路工を施工（松山工事事務所平成6年度事業概
要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川本谷川で本谷川第3号堰堤を施工（松山工事事務
所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成6年
度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 井内の表川左支川井内川根無谷で根無谷第2号堰堤を施工（松山工事
事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 則之内の表川左支川井内川右支惣田谷で惣田谷堰堤の用地買収（松
山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川鳥ノ子川で床固工を施工（松山工事事務所平成6
年度事業概要）

平成7年度 1995 4月、河川法改正（河川立体区域制度の創設） 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤を施工（松山工事事
務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 東温市（重信町） 山之内で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成7年度事業概
要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 河之内の表川左支川狩場川で流路工を施工（松山工事事務所平成7年
度事業概要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成7年度事業概要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 松瀬川の表川右支川鳥ノ子川で床固工を施工（松山工事事務所平成7
年度事業概要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 鳥ノ子川床固工群[愛媛51]を竣工（平成12年度第4回事業評価監視委
員会資料6頁）

平成7年度 1995 東温市（重信町） 樋口の重信川本川右岸で流路工を施工（松山工事事務所平成7年度事
業概要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 河之内の重信川左支川表川で表川第13号堰堤を施工（松山工事事務
所平成7年度事業概要）

平成8年度 1996 7月、台風6号により荒木谷で土石流が発生（平成13
年度第1回事業評価監視委員会資料12頁）

東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤を施工（松山工事事
務所平成8年度事業概要）

平成8年度 1996 東温市（重信町） 山之内で重信川第2号堰堤を施工（松山工事事務所平成8年度事業概
要）

平成8年度 1996 東温市（川内町） 北方の重信川本川左岸で流路工を施工（松山工事事務所平成8年度事
業概要）

平成8年度 1996 東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成8年度事業概要）

平成9年度 1997 第9次治水事業七箇年計画（平成9～15年度）の策定 東温市（重信町） 山之内の重信川右支川荒木谷で荒木谷第2号堰堤を施工（松山工事事
務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 6月、河川法改正（治水・利水・環境の総合的な河川
制度の整備）

東温市（重信町） 重信川護岸工を施工（松山工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 東温市（重信町） 重信川第2号砂防堰堤を施工（松山工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 平成10年3月、21世紀の国土のグランドデザインの策
定

東温市（川内町） 河之内の表川左支川白猪谷で白猪谷堰堤を施工（松山工事事務所平
成9年度事業概要）

平成10年度 1998 4月、吉野川流域と重信川流域の直轄砂防事業を統
合、四国山地砂防工事事務所発足（四国山地砂防工
事事務所平成10年度事業概要）

東温市（重信町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成10年度事業
概要）

平成10年度 1998 平成11年3月、四国地方開発促進計画（第5次）の策
定

東温市（川内町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成10年度事業
概要）

平成11年度 1999 9月、台風16号により川内町の惣田谷、根無谷、成谷
川、高智谷などで土石流が発生（平成13年度第1回
事業評価監視委員会資料12頁）

平成12年度 2000 4月、河川法改正（河川管理への市町村参画の促進）

平成12年度 2000 5月、土砂災害防止法公布

平成13年度 2001 6月、水防法改正（洪水予報河川の拡充、浸水想定
区域の公表など）

東温市（重信町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成13年度事業
概要）

平成13年度 2001 6月、前線により松山市高野町で土石流が発生（四国
山地砂防工事事務所平成14年度事業概要）

東温市（川内町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成13年度事業
概要）

平成13年度 2001 東温市（川内町） 根無谷第2号堰堤整備（四国の治水関係事業概要2001）

平成13年度 2001 東温市（川内町） 平成14年2月、根無谷流路工竣工（四国山地砂防工事事務所平成14年
度事業概要）

平成14年度 2002 12月、重信川砂防資料館完成（四国山地砂防事務所
平成15年度事業概要）

東温市（重信町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成14年度事業
概要）

平成14年度 2002 東温市（川内町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防工事事務所平成14年度事業
概要）

平成14年度 2002 東温市（重信町） 小松谷第2号堰堤整備（四国の治水関係事業概要2002）

平成15年度 2003 10月、第1次社会資本整備重点計画（平成15～19年
度）の策定

東温市（重信町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成15年度事業概要）
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オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

平成15年度 2003 東温市（川内町） 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成15年度事業概要）

平成15年度 2003 東温市（重信町） 小松谷第2号堰堤整備（四国の治水関係事業概要2003）

平成16年度 2004 東温市（重信町） 池ヶ谷堰堤整備（四国の治水関係事業概要2004）

平成17年度 2005 5月、水防法改正（浸水想定区域及び洪水ハザード
マップの作成促進など）

東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成17年度事業概要）

平成17年度 2005 東温市（重信町） 池ヶ谷堰堤整備（四国の治水関係事業概要2005）

平成18年度 2006 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成18年度事業概要）

平成18年度 2006 東温市 宮ノ谷の堰堤整備（四国の治水関係事業概要2006）

平成19年度 2007 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成19年度事業概要）

平成19年度 2007 東温市 宮ノ谷の堰堤整備（四国の治水関係事業概要2007）

平成20年度 2008 7月、国土形成計画（全国計画）の策定 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成20年度事業概要）

平成20年度 2008 平成21年3月、第2次社会資本整備重点計画（平成20
～24年度）の策定

平成21年度 2009 8月、四国圏広域地方計画の策定 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成21年度事業概要）

平成21年度 2009 8月、四国ブロックの社会資本の重点整備方針の策
定

東温市 小谷砂防堰堤整備（四国の治水関係事業概要2009）

平成22年度 2010 11月、土砂災害防止法改正（緊急調査、土砂災害緊
急情報の通知・周知など）

東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成22年度事業概要）

平成22年度 2010 重信川水系直轄砂防事業の今後概ね30年の中期計
画を策定（平成24年度第3回事業評価監視委員会資
料24頁）

平成23年度 2011 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成23年度事業概要）

平成24年度 2012 8月、第3次社会資本整備重点計画（平成24～28年
度）の策定

東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成24年度事業概要）

平成25年度 2013 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成25年度事業概要）

平成26年度 2014 10月、土砂災害防止法改正（基礎調査制度の拡充、
警戒避難体制の提供など）

東温市 丁字ヶ谷砂防堰堤工事（表川）（四国山地砂防事務所平成26年度事業
概要）

平成26年度 2014 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成26年度事業概要）

平成27年度 2015 8月、新たな国土形成計画（全国計画）の策定 東温市 榎木谷砂防堰堤工事（四国山地砂防事務所平成27年度事業概要）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国圏広域地⽅計画の策定 東温市 重信川流域直轄砂防事業（四国山地砂防事務所平成27年度事業概要）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国ブロックにおける社会資本整備重
点計画の策定

資料

1. 建設省松山工事事務所「事業概要」（各年度）

2. 建設省吉野川砂防工事事務所「事業概要」、国土交通省四国山地砂防事務所「事業概要」（各年度）

3. 建設省四国地方建設局吉野川砂防工事事務所編「吉野川直轄砂防事業　町村別ガイド」（発行年不明）

4. 建設省四国地方建設局吉野川砂防工事事務所編「砂防果てしなき闘い－吉野川の砂防事業－」（1991年）

5. 四国の建設のあゆみ編纂委員会編「四国の建設のあゆみ」（1990年）

6. 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局三十年史」（1988年）

7. 建設省四国地方建設局河川部「事業概要」、国土交通省四国地方整備局河川部「事業概要」（各年度）

8. 国土交通省四国地方整備局「事業評価監視委員会資料」（該当分）
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