
岐 阜 県

水管理・国土保全局



令和２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 2,447　
≪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
な ご や

市
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 4,375　

≪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

≫木曽岬
き そ さ き

町
ちょう

、桑名市
く わ な し

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 4,735　

≪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

、岐阜市
ぎ ふ し

、揖斐川町
い び が わ ち ょ う

、

　　　　　　　 大垣市
お お が き し

、養老
よ う ろう

町
ちょう

≪愛知県
あ い ち け ん

≫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 380　
≪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

木曾川 木曾川上流 河川工作物関連応急対策事業 140　 岐阜市
ぎ ふ し

、瑞穂市
み ず ほ し

庄内川 総合水系環境整備事業 35　 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 544　

≪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

、海津市
か い づ 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。



令和２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　 養老町
ようろうちょう

神通川 宮川 大規模特定河川事業 26　 飛騨市
ひ だ し

庄内川 土岐川 大規模特定河川事業 110　 瑞浪市
みずなみし

木曾川 境川 大規模特定河川事業 86　 岐阜市
ぎ ふ し

、各務原市
かかみがはらし

、岐南町
ぎなんちょう

木曾川 杭瀬川 大規模特定河川事業 98　 大垣市
おおがきし

木曾川 鳥羽川 大規模特定河川事業 110　 山県市
やまがたし



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 293 331

多目的ダム建設事業 木曾川新丸山ダム 12,038 12,510

堰堤改良事業 矢作川矢作ダム 676 718

水資源開発事業 木曾川木曾川水系連絡導水路 64 225



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。

( 3,544)

河川整備事業費 3,544 

　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

　治水ダム等建設事業費補助

( 3,544)

　　建設工事 3,544 

( 0)

大島ダム 0 ※１

( 3,544)

内ケ谷ダム 3,544 

(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。

　　　

事項 備　　　　考ダム名



令和２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 163
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 239
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 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 15
じんづうがわ たかはらがわ がまだがわ おなべだにだいじゅういち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 153
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 238
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 219
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 2
砂防

合計 ７箇所 1,029
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 301
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 215
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆかわ 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

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 61
じんづうがわ たかはらがわ がまだがわ 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 蒲田川 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 377
火山砂防

合計 ４箇所 954

合計 １１箇所 1,983

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２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 171
きそがわ おちあいがわ やくしざわ やくしざわだいいちさぼうえんてい 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 161
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 150
きそがわ なかつがわ なかつがわ なかつがわだいじゅうにさぼうえんてい 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 やたほらだいさんさぼうえんてい 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 178
きそがわ きそがわ しんなしさわ しんなし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 新梨沢 新梨沢砂防堰堤 中津川市 山口 砂防堰堤工 21
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 444

合計 ９箇所 1,188

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２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 ひらぞのだいろくさぼうえんてい 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 40
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 29
しょうないがわ しょうないがわ いちのほら いちのほらだいにさぼうえんてい ときし ときつちょうたかやま

庄内川 庄内川 一の洞 一の洞第２砂防堰堤 土岐市 土岐津町高山 砂防堰堤工 65
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 ときつちょうときぐち

庄内川 妻木川 追沢川 妻木管内砂防施設改築 土岐市 土岐津町土岐口 砂防堰堤工 367

合計 ８箇所 613

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２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 たかちたにだいいちさぼうえんてい 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 148
えつみさんけい いびがわ おおたにがわ おおたにがわだいさんさぼうえんてい 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 138
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 67
えつみさんけい いびがわ どどのきたに どどのきたにだいいちさぼうえんてい 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 18
えつみさんけい いびがわ しもたに しもたにだいにさぼうえんてい 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 120
えつみさんけい いびがわ おおたに みくらおおたにだいいちさぼうえんてい 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 117
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いちごうかいちく 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 178
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にごうかいちく 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 18
えつみさんけい いびがわ むらのたに むらのたにだいいちさぼうえんてい 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 197
えつみさんけい いびがわ どうほら どうほらだいいちさぼうえんてい 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 37
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 43
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 33
えつみさんけい いびがわ ばんたがわ ばんたがわだいいちさぼうえんてい 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 32
えつみさんけい いびがわ あさまたがわ あさまたがわだいい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 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 207
えつみさんけい いびがわ てんのだに にしつくみだいにさぼうえんてい いびぐん いびがわちょう にしつくみ

越美山系 揖斐川 天野谷 西津汲第２砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 西津汲 砂防堰堤工 44
えつみさんけい いびがわ きたのたに きたのにたさぼうえんていこうぐん いびぐん いびがわちょう にしよこやま

越美山系 揖斐川 北ノ谷 北ノ谷砂防堰堤工群 揖斐郡 揖斐川町 西横山 砂防堰堤工 19
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 38
えつみさんけい ねおがわ がらんたに がらんたにだいいちさぼうえんてい 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 138

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２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にさぼうえんてい 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 19
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いちさぼうえんてい 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 118
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 149
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 28
えつみさんけい ねおがわ のうごうだに のうごうだにだいいち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 115

合計 ２３箇所 2,021

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



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 きそがわ しまぐちがわ せきし いたどり えんていかいりょうこう

砂防等事業 木曽川 島口川 関市 板取 堰堤改良工 90

小計 １箇所 90

事業間連携 きそがわ おっさかいち　たに おおがきし かみいしづちょうおっさか さぼうえんていこう

砂防等事業 木曽川 乙坂一の谷 大垣市 上石津町乙坂 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 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 しづきたたに かいづし なんのうちょうしづ さぼうえんていこう

木曽川 志津北谷 海津市 南濃町志津 砂防堰堤工 35
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 20
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 50
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 50
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 50
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 30
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 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
しょうないがわ べっそうぼら みずなみし あきよちょうとがり さぼうえんていこう

庄内川 別荘洞 瑞浪市 明世町戸狩 砂防堰堤工 40

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　1/3）

事業区分 所在地水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

しょうないがわ とがり みずなみし あきよちょうとがり さぼうえんていこう

庄内川 戸狩 瑞浪市 明世町戸狩 砂防堰堤工 20
きそがわ くろだがわ 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 34
きそがわ かねこだに げろし はぎわらちょうじょうろ さぼうえんていこう

木曽川 金子谷 下呂市 萩原町上呂 砂防堰堤工 22
きそがわ こし　　　　　だいらだに げろし なつやけ さぼうえんていこう

木曽川 越シケ平谷 下呂市 夏焼 砂防堰堤工 32
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 75
じんづうがわ わがかみ たかやまし かみおかもとまち さぼうえんていこう

神通川 吾神 高山市 上岡本町 砂防堰堤工 26
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 60
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 40

小計 ２１箇所 904

２２箇所 994合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　2/3）

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 まちうけようへきこう

砂防等事業 乙原 揖斐郡 揖斐川町 乙原 待受擁壁工 38

かし いびぐん いびがわちょう かすがろくごう のりわくこう

樫 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 法枠工 54

まち せきし しものほ まちうけようへきこう

町１ 関市 下之保 待受擁壁工 19
もり ぐじょうし はちまんちょうなび まちうけようへきこう

森２ 郡上市 八幡町那比 待受擁壁工 57
こしぼそ ぐじょうし はちまんちょうあいおい まちうけようへきこう

腰細１ 郡上市 八幡町相生 待受擁壁工 57

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

うりす たかやまし こくふちょううりす まちうけようへきこう

瓜巣４ 高山市 国府町瓜巣 待受擁壁工 48

７箇所 292
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和２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）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

海津市 580,000 290,000

垂井町 444,718 187,000

岐阜県　計 1,024,718 477,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



岐阜県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

相川広域河川改修事業 168,000

可児川（久々利川工区）広域
河川改修事業

37,000

長良川広域河川改修事業 89,000

津保川広域河川改修事業 200,000

津保川広域河川改修事業（浸
水重点）

550,000

津屋川広域河川改修事業 5,000

水門川流域治水対策河川事
業

37,000

境川総合治水対策特定河川
事業

65,000

鳥羽川施設機能向上事業 10,000

揖斐川特定構造物改築事業 27,000

長良川特定構造物改築事業 25,000

牧田川特定構造物改築事業 10,000

宮川・庄川圏域総合流域防災
事業（苔川）

20,000

宮川・庄川圏域総合流域防災
事業（江名子川）

13,000

長良川圏域総合流域防災事
業（荒田川）

16,000

流域貯留浸透事業（境川） 岐阜市 16,000

堰堤改良事業（阿多岐ダム） 34,700

堰堤改良事業（中野方ダム） 29,300

1,352,000 0

1,021,000 746,000

2,373,000 746,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
「新五流域総合治水対策プラン」に基づいた総合的
な治水対策の推進（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
「新五流域総合治水対策プラン」に基づいた総合的な治水対策の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

岐阜県

岐阜県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



岐阜県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

揖斐川圏域総合流域防災事
業（水門川）

岐阜県 21,000

21,000

21,000 0

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
「清流の国ぎふづくり」に資する良好な河川環境の創
出 小計

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。



岐阜県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

日野東谷通常砂防事業 14,000

東山２通常砂防事業 17,500

冠者洞通常砂防事業 17,500

今須川西の谷通常砂防事業 17,500 17,500

金地谷通常砂防事業 2,500 2,500

古田谷通常砂防事業 10,000 10,000

北洞谷通常砂防事業 30,000 30,000

大洞谷通常砂防事業 7,500

神明洞谷通常砂防事業 20,500

小豆洞通常砂防事業 7,500

奥田洞谷通常砂防事業 12,500

中之谷通常砂防事業 5,000

曲坂川通常砂防事業 37,000

栂の平川通常砂防事業 16,500

福崎谷１通常砂防事業 40,000 26,125

寺洞川通常砂防事業 20,000 20,000

清谷通常砂防事業 30,000 30,000

和田洞谷通常砂防事業 12,500

中野谷通常砂防事業 15,000

寺洞谷通常砂防事業 22,500 22,500

不動川通常砂防事業 36,500 36,500

月見2-2谷通常砂防事業 35,000 35,000

はつや洞通常砂防事業 16,500

牧戸谷通常砂防事業 30,000

一本栃洞通常砂防事業 30,000

芦ヶ洞通常砂防事業 15,000

上水洞通常砂防事業 5,000

阿木川　他緊急改築事業 52,000 52,000

長寿命化計画策定 30,000

芥見南山急傾斜地崩壊対策
事業

23,750 23,750

岐荘ヶ丘急傾斜地崩壊対策
事業

27,000

西谷急傾斜地崩壊対策事業 900

東津汲2急傾斜地崩壊対策事
業

950

岐阜県[重点計画]
安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり「要配慮者利
用施設等守る土砂災害対策」の推進（重点）（防災・
安全)

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



中村3急傾斜地崩壊対策事業 6,650

神明前急傾斜地崩壊対策事
業

14,250

本都延急傾斜地崩壊対策事
業

14,250

大中小学校急傾斜地崩壊対
策事業

23,750

阿多岐急傾斜地崩壊対策事
業

11,250

上小林急傾斜地崩壊対策事
業

16,625

裏山急傾斜地崩壊対策事業 27,000

伊深町急傾斜地崩壊対策事
業

9,000

小泉２急傾斜地崩壊対策事業 27,000

妻木町2急傾斜地崩壊対策事
業

9,000

小井戸急傾斜地崩壊対策事
業

6,750

吉良見4急傾斜地崩壊対策事
業

9,000

和田急傾斜地崩壊対策事業 11,875

奥井屋急傾斜地崩壊対策事
業

9,500

久金急傾斜地崩壊対策事業 7,125

川原急傾斜地崩壊対策事業 25,650

上野急傾斜地崩壊対策事業 4,500

松倉急傾斜地崩壊対策事業 8,000

反保急傾斜地崩壊対策事業 9,500

908,775 305,875

640,475 104,125

1,549,250 410,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり「県民の命を守る総合的な土砂災害対策」の推進
（防災・安全)

小計

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



岐阜県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　木曽川右岸流域における水循環のみちの実現(防災・安全) 岐阜県 1,098,500 0

[重点計画]　岐阜市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画） 岐阜市 143,300 0

[一般計画]　岐阜市における循環のみちの実現（防災・安全） 岐阜市 565,169 181,000

[重点計画]　大垣市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画） 大垣市 53,000 6,160

[一般計画]　大垣市における循環のみちの実現（防災・安全） 大垣市 110,000 8,000

[重点計画]　高山市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画） 高山市 2,500 0

[一般計画]　高山市における循環のみちの実現（防災・安全） 高山市 156,482 0

[一般計画]　多治見市における循環のみちの実現（防災・安全） 多治見市 298,000 0

[一般計画]　中津川市の下水道における防災・安全対策の推進（防災・安全） 中津川市 26,250 0

[一般計画]　瑞浪市における循環のみちの実現（防災・安全） 瑞浪市 88,300 27,048

[一般計画]　羽島市における循環のみちの実現（防災・安全） 羽島市 26,000 0

[一般計画]　恵那市における循環のみちの実現（防災・安全） 恵那市 55,000 0

[重点計画]　美濃加茂市の安全な住環境の整備推進計画（防災・安全）（重点計画） 美濃加茂市 112,600 54,500

[一般計画]　美濃加茂市の安全な住環境の整備推進計画（防災・安全） 美濃加茂市 15,360 0

[一般計画]　土岐市における循環のみちの実現（防災・安全） 土岐市 68,600 0

[一般計画]　各務原市下水道整備計画（防災・安全） 各務原市 197,324 74,509

[重点計画]　各務原市下水道整備計画（防災・安全）（重点計画） 各務原市 323,775 37,140

[重点計画]　可児市下水道整備計画（防災・安全）（重点計画） 可児市 25,000 0

[一般計画]　可児市下水道整備計画（防災・安全） 可児市 10,000 0

[重点計画]　飛騨市のおける循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画） 飛騨市 60,005 0

[一般計画]　飛騨市のおける循環のみちの実現（防災・安全） 飛騨市 5,830 0

[一般計画]　郡上市における循環のみちの実現（防災・安全） 郡上市 32,000 0

[一般計画]　下呂市における循環のみちの実現（防災・安全） 下呂市 17,000 9,520

[一般計画]　海津市における循環のみちの実現（防災・安全） 海津市 27,700 0

[一般計画]　岐南町における循環のみちの実現（防災・安全） 岐南町 5,000 4,000

[重点計画]　養老町における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画） 養老町 20,000 0

[一般計画]　関ケ原町における循環のみちの実現（防災・安全） 関ケ原町 41,925 0

[一般計画]　安八町における循環のみちの実現（防災・安全） 安八町 27,500 0

[一般計画]　富加町における循環のみちの実現（防災・安全） 富加町 2,500 0

[重点計画]　便利で快適に過ごせるまちづくり（防災・安全）（重点計画） 川辺町 5,000 0

[重点計画]　八百津町における循環のみちの実現（防災・安全）(重点計画) 八百津町 15,000 0

3,634,620 401,877

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



岐阜県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]　木曽川右岸流域における水循環のみち実現(重点計画) 岐阜県 5,000 0

[一般計画]　岐阜市における循環のみちの実現 岐阜市 15,250 0

[一般計画]　大垣市における循環のみちの実現 大垣市 139,900 0

[一般計画]　高山市における循環のみちの実現 高山市 52,000 0

[重点計画]　高山市における循環のみちの実現（重点計画） 高山市 18,000 0

[一般計画]　多治見市における循環のみちの実現 多治見市 110,000 0

[一般計画]　関市における循環のみちの実現 関市 97,131 0

[一般計画]　中津川市における汚水処理対策の推進 中津川市 60,750 0

[重点計画]　瑞浪市における循環のみちの実現（重点計画） 瑞浪市 50,000 0

[一般計画]　瑞浪市における循環のみちの実現 瑞浪市 21,500 0

[重点計画]　羽島市における循環のみちの実現（重点計画） 羽島市 200,500 0

[一般計画]　恵那市の生活排水の適切な処理の推進 恵那市 11,000 0

[一般計画]　各務原市下水道整備計画 各務原市 243,952 0

[重点計画]　瑞穂市における循環のみちの実現計画(重点計画) 瑞穂市 41,000 0

[一般計画]　飛騨市における循環のみちの実現 飛騨市 25,000 0

[一般計画]　郡上市における循環のみちの実現 郡上市 21,000 0

[重点計画]　海津市における循環のみちの実現（重点計画） 海津市 98,645 0

[一般計画]　岐南町における循環のみちの実現 岐南町 65,500 0

[重点計画]　笠松町における循環のみちの実現（重点計画） 笠松町 92,000 0

[一般計画]　養老町における循環のみちの実現 養老町 544 0

[重点計画]　神戸町における循環のみちの実現（重点計画） 神戸町 297,000 0

[重点計画]　輪之内町における循環のみちの実現（重点計画） 輪之内町 47,500 0

[一般計画]　揖斐川町における快適な生活環境の実現 揖斐川町 23,000 0

[重点計画]　池田町における循環のみちの実現（重点計画） 池田町 277,141 0

[一般計画]　池田町における循環のみちの実現 池田町 10,780 0

[一般計画]　北方町における循環のみちの実現 北方町 55,000 0

[一般計画]　便利で快適に過ごせるまちづくり 川辺町 9,400 0

[重点計画]　御嵩町公共下水道(重点計画) 御嵩町 26,400 0

2,114,893 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


