
岐 阜 県

水管理・国土保全局



令和2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 2,941　

ぎ ふ け ん か い づ し

≪岐阜県≫海津市
あ い ち け ん あ い さ い し

≪愛知県≫愛西市
み え け ん き そ さ き ち ょ う く わ な し

≪三重県≫木曽岬町、桑名市

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 5,051　

ぎ ふ け ん お お が き し おおのちょう かかみがはらし か に し ぎ ふ し

≪岐阜県≫大垣市、大野町、各務原市、可児市、岐阜市、
ごうどちょう は し ま し み ず ほ し も と す し ようろうちょう わ の う ち ち ょ う

神戸町、羽島市、瑞穂市、本巣市、養老町、輪之内町
あ い ち け ん いちのみやし い な ざ わ し

≪愛知県≫一宮市、稲沢市

庄内川 庄内川 河川維持修繕事業 278　
ときし かこう

土岐市～河口

木曾川 木曾川下流 河川維持修繕事業 671　
あいさいし ようろう ちょう かこう

愛西市、養老町～河口

木曾川 木曾川上流 河川維持修繕事業 382　
かにし いび がわちょう あいさいし ようろう ちょう

可児市、揖斐川町～愛西市、養老町

（※）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年度補正予算　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

木曽川 鳥羽川 大規模特定河川事業 200　
やまがたし

山県市



岐阜県

　令和２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 95

木曾川横山ダム 40

庄内川小里川ダム 139

矢作川矢作ダム 10

河川総合開発事業 矢作川矢作ダム再生 60

多目的ダム建設事業 木曾川新丸山ダム 1,000

水資源開発事業 木曾川岩屋ダム 30

水資源開発事業 木曾川徳山ダム 18

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

じんづうがわ たかはらがわ しまだぼら 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

神通川水系砂防 砂防 神通川 高原川 島田洞 江馬東町砂防堰堤群 飛騨市 神岡町東町 砂防堰堤工 168
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 168
じんづうがわ たかはらがわ がまだがわみぎまただに みぎまただにだいいちごうかりゅうさぼうえんていぐんかいちく 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１号下流砂防堰堤群改築 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 砂防堰堤工 166
砂防
合計 3 箇所 502

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 160
じんづうがわ たかはらがわ ひらゆがわ 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 平湯川 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 250
火山砂防
合計 2 箇所 410

合計 5 箇所 912

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　１／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

多治見砂防国道 砂防 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 100
きそがわ おちあいがわ おちあいほんけい 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 落合本渓 本谷砂防堰堤改築 中津川市 落合 砂防堰堤工 180
きそがわ なかつがわかんないさぼうしせつかいちく なかつがわし

木曾川 中津川管内砂防施設改築 中津川市 砂防堰堤工 180

合計 3 箇所 460

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　２／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

多治見砂防国道 砂防 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 110
しょうないがわ つまきかんないさぼうしせつかいちく ときし

庄内川 妻木管内砂防施設改築 土岐市 砂防堰堤工 120

合計 2 箇所 230

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　３／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい いびがわ どどのきだに とどのきだ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

越美山系砂防 砂防 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 190
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 260
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 30
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 210
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 270

合計 5 箇所 960

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（岐阜県　４／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 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 おつさかいちのたに おおがきし かみいしづちょう おつさか 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 15
きそがわ たきねだに 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 14
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 14
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 16
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 16
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 14
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 14
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 14
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 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 14
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 14
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 14
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 14

１３箇所 233合計

令和２年度　第３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）

所在地事業区分 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 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

砂防等事業 樫 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 擁壁工 15
まちいち せきし しものほ ようへきこう

町１ 関市 下之保 擁壁工 14
もりに 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 29
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 5
うりすよん たかやまし こくふちょう うりす ようへきこう

瓜単４ 高山市 国府町 瓜単 擁壁工 14

５箇所 77
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　第３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）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和2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 680　

ぎ ふ け ん か い づ し

≪岐阜県≫海津市
あいちけん あいさいし

≪愛知県≫愛西市
み え け ん く わ な し

≪三重県≫桑名市

木曾川 木曾川上流 一般河川改修事業 250　
ようろうちょう

養老町

（※）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。



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 100
砂防
合計 1 箇所 100

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 90
火山砂防
合計 1 箇所 90

合計 2 箇所 190

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　１／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ 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 中津川管内砂防施設改築 中津川市 砂防堰堤工 120

合計 1 箇所 120

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　２／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しょうないがわ つまきかんないさぼうしせつかいちく ときし

多治見砂防国道 砂防 庄内川 妻木管内砂防施設改築 土岐市 砂防堰堤工 120

合計 1 箇所 120

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　３／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

えつみさんけい いびがわ いびがわりゅうぼくたいさく 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 揖斐川流木対策 揖斐郡 揖斐川町 流木対策工 100
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 100

合計 2 箇所 200

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（岐阜県　４／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



防災・安全交付金（河川事業）

岐阜県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

境川総合治水対策特定河川
事業

23,000

鳥羽川施設機能向上事 業 30,000
水門川流域治水対策河川事
業

110,000

津屋川広域河川改修事業 60,000
水門川施設機能向上事業 30,000
犀川施設機能向上事業 40,000
揖斐川特定構造物改築事 9,000
長良川広域河川改修事業 145,000
飛騨川施設機能向上事業 40,000
宮川（高山工区）広域河川改
修事業

50,000

宮川・庄川圏域総合流域防
災事業（苔川）

25,000

飛騨川広域河川改修事業 75,000
宮川（古川工区）広域河川改
修事業

80,000

総合流域防災事業（情報基
盤（阿多岐ダムほか））

110,000

堰堤改良事業（阿多岐ダム） 103,000
堰堤改良事業（中野方ダム） 78,000

- 計 1,008,000
犀川広域河川改修事業 62,000

鳥羽川（石田川工区）広 域
河川改修事業

100,000

揖斐川圏域総合流域防災事
業（相川ほか）

306,000

長良川圏域総合流域防災事
業（長良川ほか）

553,000

長良川圏域総合流域防災事
業（荒田川）

150,000

伊自良川広域河川改修事業
費

100,000

相川（泥川）広域河川改修事
業

40,000

木曽川・飛騨川圏域総合流
域防災事業（飛騨川ほか）

347,000

木曽川・飛騨川圏域総合流
域防災事業（加茂川）

20,000

庄内川・矢作川圏域総合流
域防災事業（土岐川ほか）

113,000

庄内川・矢作川圏域総合流
域防災事業（小里川）

10,000

宮川・庄川圏域総合流域防
災事業（宮川ほか）

320,000

総合流域防災事業（情報基
盤）

133,000

長良川総合流域防災事業
（戸石川）

岐阜市 9,000

- 計 2,263,000

3,271,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

「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

岐阜県

「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）

岐阜県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

岐阜県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

日野東谷１通常砂防事業 岐阜県 20,000
東山２通常砂防事業 岐阜県 40,000
冠者洞通常砂防事業 岐阜県 30,000
今須川西の谷通常砂防事業 岐阜県 11,500
宮代西山田通常砂防事業 岐阜県 8,500
金地谷通常砂防事業 岐阜県 60,000
北洞谷通常砂防事業 岐阜県 30,000
地獄谷１通常砂防事業 岐阜県 6,500
大洞谷通常砂防事業 岐阜県 7,500
亀野谷通常砂防事業 岐阜県 17,000
寺洞通常砂防事業 岐阜県 12,000
寺尾洞通常砂防事業 岐阜県 8,500
寺ヶ洞通常砂防事業 岐阜県 30,500
高垣洞通常砂防事業 岐阜県 3,000
中河原谷通常砂防事業 岐阜県 23,000
奥田洞谷通常砂防事業 岐阜県 7,500
中之谷通常砂防事業 岐阜県 40,000
曲坂川通常砂防事業 岐阜県 35,000
月見2-2谷通常砂防事業 岐阜県 22,500
福崎谷1通常砂防事業 岐阜県 40,000
寺洞川通常砂防事業 岐阜県 25,000
清谷通常砂防事業 岐阜県 40,000
寺洞谷通常砂防事業 岐阜県 37,500
和田洞谷通常砂防事業 岐阜県 10,000
新田洞谷通常砂防事業 岐阜県 33,000
はつや洞通常砂防事業 岐阜県 30,000
六郎洞1・2通常砂防事業 岐阜県 8,500
牧戸谷通常砂防事業 岐阜県 15,000
一本栃洞通常砂防事業 岐阜県 30,000
芦ヶ洞通常砂防事業 岐阜県 32,500
上水洞通常砂防事業 岐阜県 15,000
楢洞通常砂防事業 岐阜県 5,500
揖斐川圏域総合流域防災事
業（緊急改築）

岐阜県 27,500

木曽川・飛騨川圏域総合流
域防災事業（緊急改築）

岐阜県 91,500

芥見南山地区急傾斜地崩壊
対策事業

岐阜県 38,000

樫地区急傾斜地崩壊対策事
業

岐阜県 10,800

神明前地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 23,750

町1地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 19,000

本都延地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 21,375

大中小学校地区急傾斜地崩
壊対策事業

岐阜県 28,500

森2地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 14,250

上小林地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 9,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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)



小泉2地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 40,500

和田地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 9,500

愛宕山1地区急傾斜地崩壊
対策事業

岐阜県 11,875

川原地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 33,250

白山地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 7,125

- 計 1,121,425
向仙谷通常砂防事業 岐阜県 25,000
宮谷通常砂防事業 岐阜県 27,250
乙坂一の谷通常砂防事業 岐阜県 7,450
滝根谷通常砂防事業 岐阜県 23,000
上ノ谷通常砂防事業 岐阜県 33,000
広島上谷通常砂防事業 岐阜県 28,000
別荘洞通常砂防事業 岐阜県 41,000
黒田川通常砂防事業 岐阜県 18,000
三信地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 8,550

南部1地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 20,250

祖父谷地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 7,200

須原1地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 9,000

黒屋地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 6,000

辻後1地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 4,400

土岐町地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 6,650

渡合・番田地区急傾斜地崩
壊対策事業

岐阜県 27,075

中野地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 21,375

舟野地区急傾斜地崩壊対策
事業

岐阜県 3,325

沼地区急傾斜地崩壊対策事
業

岐阜県 13,500

瓜巣4地区急傾斜地崩壊対
策事業

岐阜県 21,375

揖斐川圏域総合流域防災事
業（雪崩：正金地地区）

岐阜県 20,550

宮川・庄川圏域総合流域防
災事業（雪崩：桂上1地区）

岐阜県 10,000

- 計 381,950

1,503,375

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

岐阜県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

木曽川右岸流域　木曽川右
岸　処理場　地震対策

岐阜県 342,000

- 計 342,000
岐阜市　中部処理区　管渠
等　地震対策

岐阜市 20,000

岐阜市　南部処理区　管渠
等　地震対策

岐阜市 52,000

岐阜市　南部処理区　処理
場　地震対策

岐阜市 38,565

岐阜市　北西部処理区　処
理場　地震対策

岐阜市 15,197

岐阜市　北部処理区　ポンプ
場　地震対策

岐阜市 1,500

岐阜市　北部処理区　処理
場　地震対策

岐阜市 30,676

岐阜市　全域（計画策定等）　
処理場　流域治水対策

岐阜市 13,500

- 計 171,438
岐阜市　芥見排水区　管渠
等　流域治水対策

岐阜市 18,800

- 計 18,800
大垣市　大垣処理区　管渠
等　地震対策

大垣市 15,000

大垣市　大垣処理区　処理
場　地震対策

大垣市 20,000

- 計 35,000
大垣市　大垣排水区　管渠
等　流域治水対策

大垣市 14,000

- 計 14,000
高山市　宮川処理区　処理
場　地震対策

高山市 122,320

- 計 122,320
美濃加茂市　小山排水区　
管渠等　流域治水対策

美濃加茂市 26,650

- 計 26,650
美濃加茂市　御門第１排水
区　管渠等　老朽化対策

美濃加茂市 1,500

- 計 1,500
郡上市　大和中央・ひるが
の・高鷲　処理場　地震対策

郡上市 10,900

- 計 10,900
海津市　海津処理区　処理
場　地震対策

海津市 6,500

海津市　中南部処理区　ポ
ンプ場　地震対策

海津市 7,930

海津市　中南部処理区　管
渠等　地震対策

海津市 5,637

- 計 20,067

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

木曽川右岸流域における水循環のみちの
実現(防災・安全)

岐阜市における循環のみちの実現（防災・
安全）（重点計画）

大垣市における循環のみちの実現（防災・
安全）

大垣市における循環のみちの実現（防災・
安全）（重点計画）

高山市における循環のみちの実現(防災・
安全）

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）

美濃加茂市の安全な住環境の整備推進
計画（防災・安全）

郡上市における循環のみちの実現（防災・
安全）

海津市における循環のみちの実現（防災・
安全）

岐阜市における循環のみちの実現（防災・
安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

岐阜県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

養老町　五日市川第一排水
区　ポンプ場　流域治水対策

養老町 17,325

- 計 17,325

780,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

養老町における浸水対策の推進（防災・
安全）（重点計画）



岐阜県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 揖斐川町 9,000
- 計 9,000

9,000

令和２年度第三次補正予算　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）

揖斐川町における快適な生活環境の実現

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


