
岐 阜 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　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

木曾川 木曾川下流 一般河川改修事業 650　
《岐阜県
ぎ ふ け ん

》海津市
か い づ し

《愛知県
あいちけん

》愛西市
あいさ いし

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 246　 岐阜市
ぎ ふ し

庄内川 庄内川 河川維持修繕事業 835　 土岐市
と き し

～河口
か こ う

木曾川 木曾川下流 河川維持修繕事業 803　 愛西市
あいさ いし

、養老町
ようろうちょう

～河口
か こ う

木曾川 木曾川上流 河川維持修繕事業 1,806　 可児市
か に し

、揖斐川町
いびがわち ょう

～愛西市
あいさ いし

、養老
よう ろう

町
ちょう

（※）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

　令和元年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 木曾川丸山ダム 10

多目的ダム建設事業 木曾川新丸山ダム 400

水資源開発事業 木曾川阿木川ダム 30

備　　　　　考種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県１／４）
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 みぎまただにだいよんごうじょうりゅうさぼうえんてい 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 蒲田川右俣谷 右俣谷第４号上流砂防堰堤 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 砂防堰堤工 235
じんづうがわ たかはらがわ あとつがわ たかはらがわりゅういきりゅうぼくたいさく ひだし かみおかちょうあとつがわ

神通川 高原川 跡津川 高原川流域流木対策 飛騨市 神岡町跡津川 砂防堰堤工 220
砂防

合計 ２箇所 455
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆがわ かいしおだいに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

火山砂防 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 175
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ひとえがね

神通川 高原川 高原川流域砂防設備改築 高山市 奥飛騨温泉郷一重ヶ根 砂防堰堤工 270
火山砂防

合計 ２箇所 445

合計 ４箇所 900

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　２／４）
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 なかつがわだい２さぼうえんてい なかつがわし なかつがわ

多治見砂防国道 砂防 木曾川 中津川 中津川 中津川第２砂防堰堤 中津川市 中津川 砂防堰堤工 200
きそがわ おちあいがわ、なかつがわ なかつがわかんないりゅういきさぼうしせつかいちく なかつがわし

木曾川 落合川、中津川 中津川管内流域砂防施設改築 中津川市 砂防堰堤工 370

合計 ２箇所 570

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）

備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　３／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

多治見砂防国道 砂防 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 100
しょうないがわ つまぎがわ つまきかんないりゅういきさぼうしせつかいちく ときし

庄内川 妻木川 妻木管内流域砂防施設改築 土岐市 砂防堰堤工 206

合計 ２箇所 306

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）

備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　４／４）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

越美山系砂防 砂防 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 120
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 70
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 80
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 80
えつみさんけい いびがわ いびがわりゅういき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 揖斐川流域砂防施設改築 揖斐郡 揖斐川町 砂防堰堤工 223
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 90
えつみさんけい ねおがわ ねおがりゅういきわさぼうしせつかいちく もとすし

越美山系 根尾川 根尾川流域砂防施設改築 本巣市 床固工 177

合計 ７箇所 840

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）

備　考



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 かめのたに みのし まつもり さぼうえんていこう

砂防等事業 木曽川 亀野谷 美濃市 松森 砂防堰堤工 40
きそがわ てらぼら 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 40
きそがわ なかかわはらだに 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 60
きそがわ てらがほら ぐじょうし はちまんちょう いるま 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 40
きそがわ たかがきぼら 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 40
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 50

６箇所 270

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 29
ふなの げろし かなやまちょう とべ のりわくこう

舟野 下呂市 金山町 戸部 法枠工 19

２箇所 48
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県 １／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じんづうがわ たかはらがわ たかはらがわさぼうえんていぐん たかやまし、ひだし

神通川水系砂防 砂防 神通川 高原川 高原川砂防堰堤群 高山市、飛騨市 砂防堰堤工 60
砂防

合計 １箇所 60
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆがわさぼうえんていぐん たかやまし

火山砂防 神通川 高原川 平湯川砂防堰堤群 高山市 砂防堰堤工 54
火山砂防

合計 １箇所 54

合計 ２箇所 114

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　２／３）
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 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

多治見砂防国道 砂防 木曾川 中津川 中津川 中津川管内砂防施設改築 中津川市 砂防堰堤工 100

合計 １箇所 100

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）
備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

越美山系砂防 砂防 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 60

合計 １箇所 60

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）
備　考


