
岐 阜 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　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 2,708　
≪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

、春日井市
かすがいし

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 4,873　

≪岐阜県
ぎふけん

≫海津市
かいづし

≪愛知県
あいちけん

≫弥富市
やとみし

、愛西市
あいさいし

≪三重県
みえけん

≫桑名市
くわなし

、木曽岬町
きそさきちょう

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 5,513　

≪岐阜県
ぎふけん

≫各務原市
かかみがはらし

、瑞穂市
みずほし

、海津市
かいづし

、岐阜市
ぎふし

、羽島市
はしまし

、

　　　　　　　 大垣市
おおがきし

、養老町
ようろうちょう

、本巣市
もとすし

、大野町
おおのちょう

≪愛知県
あいちけん

≫稲沢市
いなざわし

、一宮市
いちのみやし

木曾川 木曾川下流 河川工作物関連応急対策事業 220　 海津市
かいづし

木曾川 木曾川上流 河川工作物関連応急対策事業 160　 岐阜市
ぎふし

、大垣市
おおがきし

庄内川 総合水系環境整備事業 5　 多治見市
たじみし

、土岐市
ときし

木曾川 総合水系環境整備事業 465　

≪愛知県
あいちけん

≫一宮市
いちのみやし

、愛西市
あいさいし

≪岐阜県
ぎふけん

≫岐阜市
ぎふし

、羽島市
はしまし

、可児市
かにし

≪三重県
みえけん

≫桑名市
くわなし

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・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 金草川 事業間連携河川事業 20　 養老
ようろう

町
ちょう

木曾川 境川 大規模特定河川事業 350　 岐阜
ぎ ふ

市
し

、各務原市
かかみがはらし

木曾川 杭瀬川 大規模特定河川事業 40　 大垣市
おおがきし



岐阜県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 矢作川矢作ダム再生 170 193

多目的ダム建設事業 木曾川新丸山ダム 8,405 8,828

堰堤改良事業 矢作川矢作ダム 476 519

水資源開発事業 木曾川木曾川水系連絡導水路 81 266



岐阜県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 2,507)

河川整備事業費 2,507 

　河川総合開発事業費補助

( 0)

　　建 設 工 事 0 

( 0)

水無瀬ダム 0 生活貯水池　※１

　治水ダム建設事業費補助

( 2,507)

　　建 設 工 事 2,507 

( 0)

大島ダム 0 ※１

( 2,507)

内ケ谷ダム 2,507 

(注)　備考欄の※１の事業については、事業見直し検討の途上等にあり、当面の間、事業進捗が見込めない事業等であり、補助事業としての

　　予算計上を見送るものである。

　　　

備　　　　考事項 ダム名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県 １／５）
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 しんほだかけいりゅうほぜんこう たかやまし おくひだおんせんごうかんさか

神通川水系砂防 砂防 神通川 高原川 蒲田川 新穂高渓流保全工 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 渓流保全工 259
じんづうがわ たかはらがわ がまだがわ おなべだにだい１１ごうじょうりゅうさぼうえんていぐん たかやまし おくひだおんせんごうかんさか

神通川 高原川 蒲田川 小鍋谷第１１号上流砂防堰堤群 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 砂防堰堤工 125
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

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 175
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

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 332
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

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 240
砂防

合計 ５箇所 1,131
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆがわ ひらゆがわさぼうじゅりんたい たかやまし おくひだおんせんごうひとえがね

火山砂防 神通川 高原川 平湯川 平湯川砂防樹林帯 高山市 奥飛騨温泉郷一重ヶ根 渓流保全工 249
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆがわ しらたにさぼうえんていぐん たかやまし おくひだおんせんごうひらゆ

神通川 高原川 平湯川 白谷砂防堰堤群 高山市 奥飛騨温泉郷平湯 砂防堰堤工 180
じんづうがわ たかはらがわ たかはらがわりゅういきさぼうせつびかいちく たかやまし おくひだおんせんごうなかお

神通川 高原川 高原川流域砂防設備改築 高山市 奥飛騨温泉郷中尾 砂防堰堤工 482
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆかわ かいしおだい２ごうさぼうえんてい たかやまし おくひだおんせんごうひとえがね

神通川 高原川 平湯川 貝塩第２号砂防堰堤 高山市 奥飛騨温泉郷一重ヶ根 砂防堰堤工 10
火山砂防

合計 ４箇所 921

合計 ９箇所 2,052

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　２／５）
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

多治見砂防国道 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 180
きそがわ おちあいがわ やくしざわ やくしざわだい１さぼうえんてい なかつがわし まごめ

木曾川 落合川 薬師沢 薬師沢第１砂防堰堤 中津川市 馬籠 砂防堰堤工 199
きそがわ おちあいがわ おちあいほんたに ほんたにさぼうえんていかいちく なかつがわし おちあい

木曾川 落合川 落合本谷 本谷砂防堰堤改築 中津川市 落合 砂防堰堤工 180
きそがわ なかつがわ なかつがわ なかつがわだい12さぼうえんてい なかつがわし なかつがわ

木曾川 中津川 中津川 中津川第12砂防堰堤 中津川市 中津川 砂防堰堤工 21
きそがわ きそがわ わだざわ わだざわさぼうえんてい なかつがわし やまぐち

木曾川 木曾川 和田沢 和田沢砂防堰堤 中津川市 山口 砂防堰堤工 21
きそがわ なかつがわ やたほら やたほらだい３さぼうえんてい なかつがわし かおれ

木曾川 中津川 弥太洞 弥太洞第３砂防堰堤 中津川市 川上 砂防堰堤工 21
きそがわ きそがわ あらくらさわ あらくらさわさぼうえんてい なかつがわし やまぐち

木曾川 木曾川 アラクラ沢 アラクラ沢砂防堰堤 中津川市 山口 砂防堰堤工 150
きそがわ おちあいがわ あらみちたに 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 おちあい

木曾川 落合川 荒道谷 中津川管内砂防施設改築 中津川市 落合 砂防堰堤工 416

合計 ８箇所 1,188

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　３／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しょうないがわ いちのくらかわ いちのくらりゅういきさとやまさぼう たじみし いちのくらちょう

多治見砂防国道 砂防 庄内川 市之倉川 市之倉流域里山砂防 多治見市 市之倉町 山腹工 52
しょうないがわ かさはらがわ ひらぞのたに ひらぞのだい６さぼうえんてい たじみし かさはらちょう

庄内川 笠原川 平園谷 平園第６砂防堰堤 多治見市 笠原町 砂防堰堤工 170
しょうないがわ かさはらがわ ふかだほら ふかだほらさぼうえんてい たじみし おおばたちょう

庄内川 笠原川 深田洞 深田洞砂防堰堤 多治見市 大畑町 砂防堰堤工 20
しょうないがわ かさはらがわ まやがほらさぼうえんていこうぐん たじみし かさはらちょう

庄内川 笠原川 厩ヶ洞砂防堰堤工群 多治見市 笠原町 砂防堰堤工 20
しょうないがわ かさはらがわ おぎぼらさぼうえんてい ときし つるさとちょうかきの

庄内川 笠原川 小木洞砂防堰堤 土岐市 鶴里町柿野 砂防堰堤工 20
しょうないがわ つまぎがわ まち まちさぼうえんてい ときし つるさとちょうかきの

庄内川 妻木川 町 町砂防堰堤 土岐市 鶴里町柿野 砂防堰堤工 20
しょうないがわ つまぎがわ おっさわかわ つまきかんないさぼうしせつかいちく ときし ときつちょう

庄内川 妻木川 追沢川 妻木管内砂防施設改築 土岐市 土岐津町 砂防堰堤工 346

合計 ７箇所 648

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　４／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい いびがわ たかちがわ たかちたにだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう おづ

越美山系砂防 砂防 越美山系 揖斐川 高知川 高地谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 小津 砂防堰堤工 170
えつみさんけい いびがわ おおたにがわ おおたにがわだい３さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう さかうちひろせ

越美山系 揖斐川 大谷川 大谷川第３砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 砂防堰堤工 151
えつみさんけい いびがわ いびがわりゅうぼくたいさく いびぐん いびがわちょう

越美山系 揖斐川 揖斐川流木対策 揖斐郡 揖斐川町 流木対策工 20
えつみさんけい いびがわ どどのきたに どどのきたにだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう おとはら

越美山系 揖斐川 百々之木谷 百々之木谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 乙原 砂防堰堤工 25
えつみさんけい いびがわ しもたに しもたにだい２さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう ひがしつぐみ

越美山系 揖斐川 下谷 下谷第２砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 東津汲 砂防堰堤工 40
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

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 70
えつみさんけい いびがわ なんのたに なんのたにさぼうえんてい１ごうかいちく いびぐん いびがわちょう さかうちかわかみ

越美山系 揖斐川 ナンノ谷 ナンノ谷砂防堰堤１号改築 揖斐郡 揖斐川町 坂内川上 砂防堰堤工 120
えつみさんけい いびがわ なんのたに なんのたにさぼうえんてい２ごうかいちく いびぐん いびがわちょう さかうちかわかみ

越美山系 揖斐川 ナンノ谷 ナンノ谷砂防堰堤２号改築 揖斐郡 揖斐川町 坂内川上 砂防堰堤工 20
えつみさんけい いびがわ むらのたに むらのたにだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう かしばら

越美山系 揖斐川 村之谷 村之谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 樫原 砂防堰堤工 21
えつみさんけい いびがわ さかうちがわ さかうちさぼうえんていかいちく いびぐん いびがわちょう さかうちひろせ

越美山系 揖斐川 坂内川 坂内砂防堰堤改築 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 砂防堰堤工 34
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

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 125
えつみさんけい いびがわ どうほら どうほらだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう ひがしよこやま

越美山系 揖斐川 堂洞 堂洞第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 東横山 砂防堰堤工 150
えつみさんけい いびがわ いびがわさぼうしせつかいちく いびぐん いびがわちょう

越美山系 揖斐川 揖斐川砂防施設改築 揖斐郡 揖斐川町 砂防堰堤工 70
えつみさんけい いびがわ おくのほら おくのほらさぼうえんていこうぐん いびぐん いびがわちょう ひさか

越美山系 揖斐川 奥ノ洞 奥ノ洞砂防堰堤工群 揖斐郡 揖斐川町 日坂 砂防堰堤工 23
えつみさんけい いびがわ ばんたがわ ばんたがわだい１さぼうえんてい いびぐん いびがわちょう ひさか

越美山系 揖斐川 バンタ川 バンタ川第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 日坂 砂防堰堤工 67
えつみさんけい いびがわ あさまたがわ あさまたがわだい１さぼうえんていかいちく いびぐん いびがわちょう さかうちひろせ

越美山系 揖斐川 浅又川 浅又川第1砂防堰堤改築 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 流木対策工 150
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

越美山系 根尾川 根尾川流木対策 本巣市 流木対策工 73
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

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 142

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　５／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい ねおがわ おかたに てんじんどうおかたにだい２さぼうえんてい もとすし ねおてんじんどう

越美山系砂防 砂防 越美山系 根尾川 岡谷 天神堂岡谷第２砂防堰堤 本巣市 根尾天神堂 砂防堰堤工 53
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

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 43
えつみさんけい ねおがわ じゃぬけたに じゃぬけたにさぼうえんていこうぐん もとすし ねおいたしょ

越美山系 根尾川 蛇抜谷 蛇抜谷砂防堰堤工群 本巣市 根尾板所 砂防堰堤工 174
えつみさんけい ねおがわ ねおがわさぼうしせつかいちく もとすし

越美山系 根尾川 根尾川砂防施設改築 本巣市 床固工 74
えつみさんけい ねおがわ のうごうだに のうごうだにだい１さぼうえんていかいちく もとすし ねおのうごう

越美山系 根尾川 能郷谷 能郷谷第1砂防堰堤改築 本巣市 根尾能郷 流木対策工 150
えつみさんけい ねおがわ わしずほら わしずほらだい１さぼうえんてい もとすし ねおおくたに

越美山系 根尾川 ワシズ洞 ワシズ洞第1砂防堰堤 本巣市 根尾奥谷 砂防堰堤工 150

合計 ２４箇所 2,115

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 きそがわ しづきただに かいづし なんのうちょう しづ さぼうえんていこう

砂防等事業 木曽川 志津北谷 海津市 南濃町 志津 砂防堰堤工 40

きそがわ うえのたに おおがきし かみいしづちょう ときやま さぼうえんていこう

木曽川 上ノ谷 大垣市 上石津町 時山 砂防堰堤工 60

きそがわ たきねたに おおがきし かみいしづちょう ときやま さぼうえんていこう

木曽川 滝根谷 大垣市 上石津町 時山 砂防堰堤工 60
きそがわ かめのたに みのし まつもり さぼうえんていこう

木曽川 亀野谷 美濃市 松森 砂防堰堤工 40

きそがわ てらほら せきし しものほ さぼうえんていこう

木曽川 寺洞 関市 下之保 砂防堰堤工 30

きそがわ てらがほら ぐじょうし はちまんちょう いりま さぼうえんていこう

木曽川 寺ヶ洞 郡上市 八幡町 入間 砂防堰堤工 60

きそがわ なかがわらたに ぐじょうし しろとりちょう ほきじま さぼうえんていこう

木曽川 中河原谷 郡上市 白鳥町 歩岐島 砂防堰堤工 50

きそがわ はすはらかわ ぐじょうし しろとりちょう ひたの さぼうえんていこう

木曽川 蓮原川 郡上市 白鳥町 干田野 砂防堰堤工 50

きそがわ たかがきほら ぐじょうし はちまんちょう おの さぼうえんていこう

木曽川 高垣洞 郡上市 八幡町 小野 砂防堰堤工 51

きそがわ ひろしまかみたに かもぐん しらかわちょう さかのひがし さぼうえんていこう

木曽川 広島上谷 加茂郡 白川町 坂ノ東 砂防堰堤工 30

きそがわ くろだかわ なかつがわし あぎ さぼうえんていこう

木曽川 黒田川 中津川市 阿木 砂防堰堤工 60

きそがわ 　　　　　　 　だに げろし おさかちょう おおがいと さぼうえんていこう

木曽川 コブトチ谷 下呂市 小坂町 大垣外 砂防堰堤工 40

しょうかわ あらたぼらたに たかやまし しょうかわちょう なかはた さぼうえんていこう

庄川 新田洞谷 高山市 荘川町 中畑 砂防堰堤工 88

きそがわ ほらのかわ ぐじょうし めいほうおおたに さぼうえんていこう

木曽川 洞野川 郡上市 明宝大谷 砂防堰堤工 80

きそがわ ほらのくちたに ぐじょうし やまとちょう とくなが さぼうえんていこう

木曽川 洞ノ口谷 郡上市 大和町 徳永 砂防堰堤工 50

１５箇所 789合計

（岐阜県　1/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 おとはら いびぐん いびがわちょう おとはら ようへきこう

砂防等事業 乙原 揖斐郡 揖斐川町 乙原 擁壁工 38

かし いびぐん いびがわちょう かすがろくごう ようへきこう

樫 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 擁壁工 54

まち せきし しものほ ようへきこう

町１ 関市 下之保 擁壁工 38
もり ぐじょうし はちまんちょう なび ようへきこう

森２ 郡上市 八幡町 那比 擁壁工 57
こしぼそ ぐじょうし はちまんちょう あいおい ようへきこう

腰細１ 郡上市 八幡町 相生 擁壁工 57

ふなの げろし かなやまちょう とべ ようへきこう

舟野 下呂市 金山町 戸部 擁壁工 47

うりす たかやまし こくふちょう うりす ようへきこう

瓜巣４ 高山市 国府町 瓜巣 擁壁工 67

７箇所 358
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

（岐阜県　2/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 岐阜県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

海津市 115,400 230,800

垂井町 78,500 157,000

岐阜県計 193,900 387,800
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


