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平成２９年度補正予算　河川事業（直轄・岐阜県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

庄内川 庄内川 一般河川改修事業 440　
《岐阜県
ぎ ふ け ん

》多治見市
た じ み し

《愛知県
あいちけん

》名古屋市
な ご や し

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 300　 海津市
か い づ し

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 300　 養老町
ようろうちょう

木曾川 揖斐川 河川維持修繕事業 280　 大垣市
おおがきし

～海津
かいづ

市
し

木曾川 長良川 河川維持修繕事業 60　 瑞穂市
みずほし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



岐阜県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業
（単位：千円）

事業費は共同費である。

堰堤維持事業 庄内川小里川ダム 125,000

木曾川丸山ダム 80,000

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 神通川水系
事務所名： 神通川水系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

じんづうがわ たかはらがわ たかはらがわきんきゅうりゅうぼくたいさくこう たかやまし おくひだおんせんごうひとえがね りゅうぼくたいさくこう

砂防 神通川 高原川 高原川緊急流木対策工 高山市 奥飛騨温泉郷一重ヶ根 流木対策工 90
じんづうがわ たかはらがわ てらなぎ えまひがしまちさぼうえんていぐん ひだし かみおかちょうひがしまち さぼうえんていこう

神通川 高原川 寺ナギ 江馬東町砂防堰堤群 飛騨市 神岡町東町 砂防堰堤工 80
じんづうがわ たかはらがわ あとつがわ あとつがわさぼうえんていぐん ひだし かみおかちょうあとつがわ さぼうえんていこう

神通川 高原川 跡津川 跡津川砂防堰堤群 飛騨市 神岡町跡津川 砂防堰堤工 185
砂防
合計 ３箇所 355

合計 ３箇所 355

都道府県名：岐阜県（１／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 木曾川水系
事務所名： 多治見砂防国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ なかつがわ いりがほら いりがほらさぼうえんてい なかつがわし なかつがわ さぼうえんていこう

砂防 木曾川 中津川 入ヶ洞 入ヶ洞砂防堰堤 中津川市 中津川 砂防堰堤工 110
きそがわ なかつがわ なかつがわ なかつがわかんないさぼうしせつかいちく なかつがわし なかつがわ さぼうえんていこう

木曾川 中津川 中津川 中津川管内砂防施設改築 中津川市 中津川 砂防堰堤工 140
砂防
合計 ２箇所 250

合計 ２箇所 250

都道府県名：岐阜県（２／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 庄内川水系
事務所名： 多治見砂防国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

しょうないがわ いくたがわ つまぎかんないさぼうしせつかいちく たじみし かさはらちょう さぼうえんていこう

砂防 庄内川 生田川 妻木管内砂防施設改築 多治見市 笠原町 砂防堰堤工 80
砂防
合計 １箇所 80

合計 １箇所 80

都道府県名：岐阜県（３／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 越美山系
事務所名： 越美山系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい いびがわ おおたに みくらおおたにだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう みくら さぼうえんていこう

砂防 越美山系 揖斐川 大谷 三倉大谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 三倉 砂防堰堤工 75
えつみさんけい いびがわ しらたに さかうちしらたにだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう さかうちさかもと さぼうえんていこう

越美山系 揖斐川 白谷 坂内白谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 坂内坂本 砂防堰堤工 75
えつみさんけい ねおがわ ねおがわりゅうぼくたいさく もとすし りゅうぼくたいさくこう

越美山系 根尾川 根尾川流木対策 本巣市 流木対策工 65
えつみさんけい ねおがわ あてがひらたに あてがひらたにだい１さぼうえんてい もとすし ねおいたしょ さぼうえんていこう

越美山系 根尾川 アテガ平谷 アテガ平谷第１砂防堰堤 本巣市 根尾板所 砂防堰堤工 65
砂防
合計 ４箇所 280

合計 ４箇所 280

都道府県名：岐阜県（４／４）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



平成２９年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・岐阜県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 569　
《岐阜県
ぎ ふ け ん

》海津市
か い づ し

《三重県
み え け ん

》桑名市
く わ な し

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 425　
《岐阜県
ぎ ふ け ん

》羽島市
は し ま し

《愛知県
あいちけん

》一宮市
いちのみやし

、稲沢市
いなざわし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



整備局名： 北陸地方整備局
水系等名： 神通川水系
事務所名： 神通川水系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

じんづうがわ たかはらがわ がまだがわみぎまただに みぎまただにだい４ごうさぼうえんていかいちく たかやまし おくひだおんせんごうかんさか さぼうえんていこう

砂防 神通川 高原川 蒲田川右俣谷 右俣谷第４号砂防堰堤改築 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 砂防堰堤工 135
砂防
合計 １箇所 135

合計 １箇所 135

都道府県名：岐阜県（１／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 木曾川水系
事務所名： 多治見砂防国道事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ なかつがわ なかつがわ かおれりゅうろこうかいちく なかつがわし かおれ とこがためこう

砂防 木曾川 中津川 中津川 川上流路工改築 中津川市 川上 床固工 200
砂防
合計 １箇所 200

合計 １箇所 200

都道府県名：岐阜県（２／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 中部地方整備局
水系等名： 越美山系
事務所名： 越美山系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい ねおがわ がらんたに がらんたにだい１さぼうえんてい もとすし ねおおおい さぼうえんていこう

砂防 越美山系 根尾川 ガラン谷 ガラン谷第１砂防堰堤 本巣市 根尾大井 砂防堰堤工 100
砂防
合計 １箇所 100

合計 １箇所 100

都道府県名：岐阜県（３／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考


