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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道19号 多治見市～中津川市 岐阜19号環境対策 10

改築 国道19号 瑞浪市～恵那市 瑞浪恵那道路（瑞浪～恵那武並） 2,460

改築 国道19号 恵那市 瑞浪恵那道路（恵那工区） 800

改築 国道21号 御嵩町～可児市 可児御嵩バイパス 10

改築 国道21号 岐阜市～大垣市 岐大バイパス 1,000

改築 国道21号 垂井町～関ヶ原町 関ヶ原バイパス 10

改築 国道41号 美濃加茂市～川辺町 美濃加茂バイパス 10

改築 国道41号 七宗町～白川町 上麻生防災 712

改築 国道41号 下呂市 屏風岩改良 628

改築 国道41号 下呂市 門原防災 873

改築 国道41号 高山市 石浦バイパス 143

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道41号 飛騨市 船津割石防災 704

改築 国道156号 岐南町～関市 岐阜東バイパス 1,244

改築 国道156号 郡上市 郡上大橋架替 200

改築 国道158号 高山市 高山清見道路 3,532

改築 国道258号 大垣市～海津市 大桑道路 10

改築 国道417号 揖斐川町 冠山峠道路 1,200

改築 国道475号 土岐市～関市 東海環状自動車道（土岐～関） 10

改築 国道475号 関市～養老町 東海環状自動車道（関～養老） 13,216

改築 国道475号 養老町～海津市 東海環状自動車道（養老～北勢） 13,514



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

東町1交差点改良（多治見市） 20

恵那市竹折歩道整備（恵那市） 100

山口下山歩道整備（中津川市） 180

各務原地区交差点改良（各務原市） 150

大垣河間地区交差点改良（大垣市） 177

杁之宮交差点改良（垂井町） 68

300

交通安全 国道21号
各務原市、
大垣市、垂井町

岐阜21号交通安全対策 395

路線名 備考

交通安全 国道19号
多治見市、
恵那市、
中津川市

岐阜19号交通安全対策



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

宮田歩道整備（下呂市） 153

岡本地区事故対策（高山市） 50

上岡本町南交差点改良（高山市） 5

下岡本町南交差点改良（高山市） 4

梨ヶ根登坂（飛騨市） 242

須原交差点改良（美濃市） 8

大島歩道整備（郡上市） 60

為真歩道整備（郡上市） 140

美濃市、郡上市 岐阜156号交通安全対策 208

交通安全 国道41号
下呂市、高山市、
飛騨市

岐阜41号交通安全対策 454

交通安全 国道156号



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

穂積電線共同溝（瑞穂市) 5

大垣楽田電線共同溝（大垣市) 5

大垣中川電線共同溝（大垣市) 5

電線共同溝 国道41号 高山市 岐阜41号電線共同溝 215 冬頭電線共同溝 215

大垣電線共同溝 365

大垣横曽根電線共同溝 5

路線名 備考

国道21号 瑞穂市、大垣市 15電線共同溝

電線共同溝 国道258号 大垣市 370

岐阜21号電線共同溝

岐阜258号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道257号 中津川市 中津川工区 1,230 濃飛横断自動車道

改築 （一） 扶桑各務原線 各務原市 新愛岐道路 311 岐阜南部横断ハイウェイ

改築 （一） 肥田下石線 土岐市 土岐津・下石工区 218

改築 （一） 羽島稲沢線 羽島市 新濃尾大橋(仮称) 578

改築 国道256号 山県市 高富バイパス 100

改築 （市）
東濃東部都市間連
絡道路

中津川市 駒場～千旦林 300

改築 （市） 神坂44号線 中津川市 (仮称)神坂スマートICアクセス 50

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道157号 本巣市 本巣市根尾 20

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 岐阜県 岐阜県無電柱化推進計画事業 40
(一)古川国府線(古川町殿町)〔飛騨市〕、(一)岩井高山
停車乗線(高山市馬場町二丁目～本町二丁目)〔高山
市〕

無電柱化推進計画事業 岐阜市 岐阜市無電柱化推進計画事業 121
(市)真砂町11丁目光明町3丁目線(光明町1丁目)、(市)
蕪城町玉宮町線(金宝町1丁目)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 岐阜県 岐阜県通学路緊急対策推進計画 793

徹明さくら小学校、国府小学校、新宮小学校、南小
学校、本郷小学校、加子母小学校、坂下小学校、神
坂小学校、西小学校、苗木小学校、三郷小学校、明
智小学校、河合小学校、古川西小学校、口明方小学
校、大和第一北小学校、白鳥小学校、北濃小学校、
明宝小学校、和良小学校、富加小学校、川辺西小学
校、佐見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岐阜市 岐阜県岐阜市通学路緊急対策推進計画 35

茜部小学校、加納小学校、岩小学校、岩野田北小学
校、鏡島小学校、厚見小学校、合渡小学校、三里小
学校、三輪南小学校、市橋小学校、城西小学校、常
磐小学校、西郷小学校、則武小学校、長森西小学
校、長森東小学校、長良西小学校、長良東小学校、
日野小学校、梅林小学校、方県小学校、本荘小学
校、木田小学校、柳津小学校、鶉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大垣市 岐阜県大垣市通学路緊急対策推進計画 20
安井小学校、宇留生小学校、江東小学校、小野小学
校、西小学校、静里小学校、赤坂小学校、川並小学
校、中川小学校、東小学校、日新小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高山市 岐阜県高山市通学路緊急対策推進計画 35
久々野小学校、江名子小学校、国府小学校、三枝小
学校、新宮小学校、東小学校、栃尾小学校、南小学
校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 関市 岐阜県関市通学路緊急対策推進計画 24 安桜小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 中津川市 岐阜県中津川市通学路緊急対策推進計画 128
加子母小学校、坂下小学校、坂本小学校、神坂小学
校、西小学校、南小学校、苗木小学校、付知南小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 美濃市 岐阜県美濃市通学路緊急対策推進計画 37
大矢田小学校、中有知小学校、美濃小学校、牧谷小
学校、藍見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 瑞浪市 岐阜県瑞浪市通学路緊急対策推進計画 98 瑞浪小学校、陶小学校、明世小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 羽島市 岐阜県羽島市通学路緊急対策推進計画 4
足近小学校、竹鼻小学校、中央小学校、福寿小学
校、堀津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 恵那市 岐阜県恵那市通学路緊急対策推進計画 37

岩村小学校、串原小学校、三郷小学校、山岡小学
校、上矢作小学校、大井小学校、大井第2小学校、
長島小学校、東野小学校、飯地小学校、武並小学
校、明智小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 各務原市 岐阜県各務原市通学路緊急対策推進計画 264
蘇原第一小学校、蘇原第二小学校、中央小学校、那
加第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 可児市 岐阜県可児市通学路緊急対策推進計画 21
旭小学校、兼山小学校、広見小学校、今渡南小学
校、今渡北小学校、土田小学校、東明小学校、南帷
子小学校、帷子小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 山県市 岐阜県山県市通学路緊急対策推進計画 6 美山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飛騨市 岐阜県飛騨市通学路緊急対策推進計画 25 古川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 本巣市 岐阜県本巣市通学路緊急対策推進計画 205 一色小学校、真桑小学校、席田小学校、弾正小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 下呂市 岐阜県下呂市通学路緊急対策推進計画 100 下呂小学校、小坂小学校、竹原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 海津市 岐阜県海津市通学路緊急対策推進計画 15 海西小学校、吉里小学校、今尾小学校、石津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 養老町 岐阜県養老町通学路緊急対策推進計画 31 日吉小学校、養北小学校、養老小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安八町 岐阜県安八町通学路緊急対策推進計画 27 名森小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富加町 岐阜県富加町通学路緊急対策推進計画 11 富加小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 八百津町 岐阜県八百津町通学路緊急対策推進計画 13 久田見小学校、和知小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 白川町 岐阜県白川町通学路緊急対策推進計画 5 黒川小学校、白川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東白川村 岐阜県東白川村通学路緊急対策推進計画 43 東白川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 御嵩町 岐阜県御嵩町通学路緊急対策推進計画 1 伏見小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 中津川市 尾崎踏切道 中津川市 60

踏切道改良計画事業 可児市 乗里踏切道 可児市 71

踏切道改良計画事業 下呂市 萩原踏切道 下呂市 9



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 名古屋鉄道名古屋本線 岐阜市 加納駅～茶所駅間 300

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 岐阜県 橋梁長寿命化修繕計画 3,122 別紙参照

道路メンテナンス事業 岐阜県 トンネル長寿命化修繕計画 640 別紙参照

道路メンテナンス事業 岐阜県 道路附属物等長寿命化修繕計画 311 別紙参照

道路メンテナンス事業 岐阜市 橋梁長寿命化修繕計画 228 別紙参照

道路メンテナンス事業 岐阜市 道路附属物等長寿命化修繕計画 37 別紙参照

道路メンテナンス事業 大垣市 橋梁長寿命化修繕計画 213 別紙参照

道路メンテナンス事業 大垣市 道路附属物等長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 高山市 橋梁長寿命化修繕計画 180 別紙参照

道路メンテナンス事業 高山市 トンネル長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 多治見市 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 多治見市 道路附属物等長寿命化修繕計画 63 別紙参照

道路メンテナンス事業 関市 橋梁長寿命化修繕計画 98 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 関市 トンネル長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 中津川市 橋梁長寿命化修繕計画 196 別紙参照

道路メンテナンス事業 美濃市 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 瑞浪市 橋梁長寿命化修繕計画 99 別紙参照

道路メンテナンス事業 羽島市 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 恵那市 橋梁長寿命化修繕計画 157 別紙参照

道路メンテナンス事業 美濃加茂市 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 美濃加茂市 道路附属物等長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 土岐市 橋梁長寿命化修繕計画 155 別紙参照

道路メンテナンス事業 土岐市 道路附属物等長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 各務原市 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 各務原市 トンネル長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 各務原市 道路附属物等長寿命化修繕計画 27 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 可児市 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 山県市 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 瑞穂市 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 飛騨市 橋梁長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 本巣市 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 郡上市 橋梁長寿命化修繕計画 121 別紙参照

道路メンテナンス事業 郡上市 トンネル長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 下呂市 橋梁長寿命化修繕計画 218 別紙参照

道路メンテナンス事業 海津市 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 岐南町 橋梁長寿命化修繕計画 17 別紙参照

道路メンテナンス事業 笠松町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 養老町 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 垂井町 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 関ケ原町 橋梁長寿命化修繕計画 38 別紙参照

道路メンテナンス事業 輪之内町 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 安八町 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 揖斐川町 橋梁長寿命化修繕計画 273 別紙参照

道路メンテナンス事業 大野町 橋梁長寿命化修繕計画 17 別紙参照

道路メンテナンス事業 池田町 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 北方町 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 富加町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 川辺町 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 七宗町 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照

道路メンテナンス事業 八百津町 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 白川町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 東白川村 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 御嵩町 橋梁長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 白川村 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
岐阜県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

岐阜県橋梁長寿命化修繕計画
岐阜県 山県市 県道柿野谷合線 平瀬橋 橋梁 修繕
岐阜県 山県市 県道柿野谷合線 平瀬橋側道橋 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 県道笠松墨俣線 新境川橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 県道岩井高山停車場線 筏橋 橋梁 修繕
岐阜県 笠松町 県道岐阜稲沢線 木曽川橋 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 県道岐阜垂井線 長良大橋 橋梁 修繕
岐阜県 大垣市 県道岐阜垂井線 揖斐大橋 橋梁 修繕
岐阜県 本巣市 県道岐阜大野線 大野橋 橋梁 修繕
岐阜県 山県市 県道岐阜美山線 前橋 橋梁 修繕
岐阜県 山県市 県道岐阜美山線 前橋橋側歩道橋 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 県道岐阜美山線 本郷橋 橋梁 修繕
岐阜県 郡上市 県道剣大間見白鳥線 大間見橋 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 県道正木岐阜線 八幡大橋 橋梁 修繕
岐阜県 八百津町 県道多治見八百津線 兼山橋 橋梁 修繕
岐阜県 安八町 県道大垣一宮線 羽島大橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 県道段久々野線 中組橋 橋梁 修繕
岐阜県 飛騨市 県道長倉神岡線 西里橋 橋梁 修繕
岐阜県 海津市 県道津島南濃線 東海大橋長良川橋 橋梁 修繕
岐阜県 飛騨市 県道飛騨古川停車場線 宮城橋側道橋 橋梁 修繕
岐阜県 関市 県道美濃加茂和良線 萬香美橋 橋梁 修繕
岐阜県 美濃市 県道美濃洞戸線 新長瀬橋 橋梁 修繕
岐阜県 多治見市 県道武並土岐多治見線 生田橋橋側歩道橋 橋梁 修繕
岐阜県 美濃市 県道北野乙狩線 上牧橋 橋梁 修繕
岐阜県 美濃加茂市 県道野上古井線 青柳橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道156号 岩瀬橋 橋梁 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 成出橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道156号 船橋谷橋 橋梁 修繕
岐阜県 郡上市 国道156号 藤の森大橋(前谷2号橋) 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道158号 鍛治橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道158号 牧橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道158号 牧橋B 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 国道256号 長良橋 橋梁 修繕
岐阜県 中津川市 国道256号 付知峡大橋 橋梁 修繕
岐阜県 中津川市 国道257号 大峡橋 橋梁 修繕
岐阜県 恵那市 国道257号 門野橋 橋梁 修繕
岐阜県 揖斐川町 国道303号 横山橋 橋梁 修繕
岐阜県 飛騨市 国道360号 小豆沢高架橋 橋梁 修繕
岐阜県 高山市 国道361号 塩蔵橋 橋梁 修繕
岐阜県 大垣市 国道365号 新一之瀬橋（旧一之瀬大橋） 橋梁 修繕
岐阜県 大垣市 国道365号 和田橋 橋梁 修繕
岐阜県 岐阜市 県道川島三輪線 藍川橋 橋梁 更新
岐阜県 白川村 国道１５６号 尾神橋 橋梁 更新
岐阜県 関ケ原町 国道365号 関ケ原橋 橋梁 更新
岐阜県 点検計画

岐阜県トンネル長寿命化修繕計画
岐阜県 関市 (国)256号 タラガトンネル トンネル 修繕
岐阜県 飛騨市 (国)360号 飛越トンネル トンネル 修繕
岐阜県 大垣市 (国)365号 上石津第１トンネル トンネル 修繕
岐阜県 八百津町 (国)418号 安渡沢トンネル トンネル 修繕
岐阜県 八百津町 (国)418号 柏木トンネル トンネル 修繕
岐阜県 岐阜市 岐阜各務原線 鶯谷トンネル（旧） トンネル 修繕
岐阜県 八百津町 県道井尻八百津線 蘇水峡トンネル トンネル 修繕
岐阜県 七宗町 県道関金山線 袋坂トンネル トンネル 修繕
岐阜県 白川町 県道恵那白川線 河岐トンネル トンネル 修繕
岐阜県 飛騨市 県道神岡河合線 湯峰トンネル トンネル 修繕
岐阜県 高山市 県道槍ヶ岳公園線 蒲田トンネル トンネル 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 荻町トンネル トンネル 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 新内ヶ戸トンネル トンネル 修繕
岐阜県 高山市 国道158号 平湯トンネル トンネル 修繕

岐阜県道路附属物等長寿命化修繕計画
岐阜県 岐阜市 (国)157号 山吹歩道橋 道路附属物等 修繕
岐阜県 岐阜市 (国)157号 島歩道橋 道路附属物等 修繕
岐阜県 岐阜市 (国)248号 金園歩道橋 道路附属物等 修繕
岐阜県 山県市 (国)418号 徳永ロック 道路附属物等 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
岐阜県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

岐阜県 山県市 県道関本巣線 高富町歩道橋 道路附属物等 修繕
岐阜県 美濃市 県道御手洗立花線 美濃-メタル-０１ 道路附属物等 修繕
岐阜県 飛騨市 県道神岡河合線 天生スノーシェッド(S52~H1) PC-01 道路附属物等 修繕
岐阜県 郡上市 県道惣則高鷲線 鉢尾スノー（シェッド） 道路附属物等 修繕
岐阜県 高山市 県道槍ヶ岳公園線 新穂高スノーシェッド(S52~H12) PC-01 道路附属物等 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 尾神1 道路附属物等 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 尾神2 道路附属物等 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 福島1（S57S59S61－S62） 道路附属物等 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 福島1（S58） 道路附属物等 修繕
岐阜県 白川村 国道156号 福島5 道路附属物等 修繕

岐阜市橋梁長寿命化修繕計画
岐阜市 岐阜市 市道 岩滝本線 西門川4号橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 西郷2号線 神屋橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 下川手42号線 川手橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 一日市場６号線 新田橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道　芋島5丁目線 (9203)新芋島橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 堤防道路 大脇橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 領下１５号線 堂前橋 橋梁 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 六条18号線 松田橋 橋梁 更新
岐阜市 点検計画

岐阜市道路附属物等長寿命化修繕計画
岐阜市 岐阜市 国道248号 金園町歩道橋 道路附属物等 修繕
岐阜市 岐阜市 市道 大宮町1丁目茶屋新田線 下新町歩道橋 道路附属物等 撤去

大垣市橋梁長寿命化修繕計画
大垣市 大垣市 市道禾森26号線 禾森21号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道禾森9号線 禾森16号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道外花外渕2号線 外花4号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道外花外渕3号線 外花3号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道久瀬川静里1号線 塩田橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道宮3号線 上中谷橋（宮4号橋） 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道高屋桧1号線 源氏大橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道高屋桧1号線 源氏大橋右岸取付高架橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道高屋桧1号線 源氏大橋左岸取付高架橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道西大外羽3号線 西大外羽3号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道西大外羽浅草2号線 浅中17号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道浅中11号線 浅中8号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道浅中横曽根2号線 横曽根2号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道浅中横曽根3号線 横曽根3号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道船南頬1号線 湊橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道多芸島17号線 多芸島3号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道池尻大島1号線 河間跨線橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道藤江早苗1号線 早苗橋（千鳥3号橋） 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道美和禾森1号線 禾森15号橋 橋梁 修繕
大垣市 大垣市 市道友江高渕1号線 中之江橋（西大外羽19号橋） 橋梁 修繕
大垣市 点検計画

大垣市道路附属物等長寿命化修繕計画
大垣市 大垣市 市道三塚安井1号線 三塚歩道橋（イオンタウン南） 道路附属物等 修繕

高山市橋梁長寿命化修繕計画
高山市 高山市 市道塩屋松之木線 白山橋 橋梁 修繕
高山市 高山市 市道牧ケ洞１号線 徳野橋 橋梁 修繕
高山市 高山市 市道吉野淺井田線 おわち橋 橋梁 修繕
高山市 高山市 市道見座線 見座橋 橋梁 修繕
高山市 高山市 市道大新町七日町線 不動橋 橋梁 修繕
高山市 高山市 市道中組3号線 神通橋 橋梁 修繕
高山市 点検計画

高山市トンネル長寿命化修繕計画
高山市 高山市 市道彦六線 上ヶ洞１号トンネル トンネル 修繕
高山市 高山市 市道彦六線 上ヶ洞３号トンネル トンネル 修繕
高山市 高山市 市道彦六線 上ヶ洞４号トンネル トンネル 修繕

多治見市橋梁長寿命化修繕計画
多治見市 多治見市 市道711101線 無名橋 橋梁 修繕
多治見市 多治見市 市道811602線 広見橋 橋梁 修繕
多治見市 多治見市 市道860204線 月根橋 橋梁 修繕
多治見市 多治見市 市道870100線 梅平橋 橋梁 修繕
多治見市 点検計画
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多治見市道路附属物等長寿命化修繕計画
多治見市 多治見市 市道114900線 京町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
多治見市 多治見市 市道613800線 明和町横断歩道橋 道路附属物等 修繕

関市橋梁長寿命化修繕計画
関市 関市 幹2-501号線 小三洞2号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-205号線 三ツ谷橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-420号線 太之田橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-606号線 田畑橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-608号線 上田畑橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-610号線 田尻第一橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道12-344号線 古布橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道13-58号線 菅谷中川原三号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道13-68号線 高賀上外戸三号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道15-356号線 小知野1号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道1-546号線 新冨津橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道3-197号線 3-72号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道7－226号線 7-68号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道9-24号線 9-73号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道9-47号線 9-60号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道9-83号線 9-41号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道幹1-502号線 一色橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道幹2-13号線 黒屋橋歩道橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道幹2-401号線 北街道橋(1号橋) 橋梁 修繕
関市 関市 市道幹1-503号線 跡部岩佐1号橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道11-202号線 上谷内東橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道12-101号線 坂下橋 橋梁 修繕
関市 関市 市道12-215号線 川切橋 橋梁 修繕
関市 点検計画

関市トンネル長寿命化修繕計画
関市 関市 市道幹1-13-1号線 岩坂トンネル トンネル 修繕

中津川市橋梁長寿命化修繕計画
中津川市 中津川市 中津100号線 黒沢橋 橋梁 更新
中津川市 点検計画

美濃市橋梁長寿命化修繕計画
美濃市 美濃市 市道乙狩１号線 乙狩橋 橋梁 修繕
美濃市 美濃市 市道曽代13号線 曽代用水系１号橋 橋梁 修繕
美濃市 美濃市 市道松森・矢口線 余取川10号橋 橋梁 修繕
美濃市 美濃市 市道蕨生16号線 矢坪谷２号橋 橋梁 修繕
美濃市 美濃市 市道伊瀬・追分線 楓谷４号橋 橋梁 修繕
美濃市 点検計画

瑞浪市橋梁長寿命化修繕計画
瑞浪市 瑞浪市 市道清水・大久手線 中央橋 橋梁 修繕
瑞浪市 瑞浪市 市道滝坂・十三塚線 滝坂橋 橋梁 修繕
瑞浪市 瑞浪市 市道西竃線 川折橋 橋梁 修繕
瑞浪市 点検計画

羽島市橋梁長寿命化修繕計画
羽島市 羽島市 足近町7丁目43号線 須賀8号橋 橋梁 修繕
羽島市 羽島市 市道丸の内栄町線 逆川橋 橋梁 修繕
羽島市 羽島市 足近町7丁目38号線 須賀6号橋 橋梁 撤去
羽島市 点検計画

恵那市橋梁長寿命化修繕計画
恵那市 恵那市 大井町２５０号線 城畑橋 橋梁 修繕
恵那市 恵那市 郡上中田線 郡上橋 橋梁 修繕
恵那市 恵那市 砂田笠作線 高衿橋 橋梁 修繕
恵那市 恵那市 市道長島奥戸線 河鹿橋 橋梁 修繕
恵那市 点検計画

美濃加茂市橋梁長寿命化修繕計画
美濃加茂市 美濃加茂市 市道井口石橋線 前田橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道上本郷97号線 中島橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道川浦33号線 川浦川3号橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道下日西洞平前線 日西洞橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道西畑正理線 本郷陸橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道若宮加茂野線 西町跨線橋 橋梁 修繕
美濃加茂市 点検計画

美濃加茂市道路附属物等長寿命化修繕計画
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美濃加茂市 美濃加茂市 市道今103号線 今歩道橋 道路附属物等 修繕
美濃加茂市 美濃加茂市 市道太田109号線 太田歩道橋 道路附属物等 修繕

土岐市橋梁長寿命化修繕計画
土岐市 土岐市 市道51527号線 大橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道60012号線 千歳橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道70014号線 新雲五橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道71850号線 釜池橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道80020号線 土岐津橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道80156号線 美倉橋 橋梁 修繕
土岐市 土岐市 市道82395号線 新土岐川橋 橋梁 修繕
土岐市 点検計画

土岐市道路附属物等長寿命化修繕計画
土岐市 土岐市 市道21211号線 下石歩道橋 道路附属物等 修繕
土岐市 土岐市 市道61651号線 駄知歩道橋 道路附属物等 修繕
土岐市 土岐市 市道61651号線 仲新道歩道橋 道路附属物等 修繕

各務原市橋梁長寿命化修繕計画
各務原市 各務原市 市道稲941号線 春日橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道各117号線 丁田川5号橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道蘇北106号線 内山橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道蘇北294号線 昭栄橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道蘇北633号線 押廻橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道那472号線 吾妻橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道那816号線 那加橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道稲253号線 三井龍神橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道稲803号線 清水橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道各324号線 おがせ水路2号橋 橋梁 修繕
各務原市 各務原市 市道各423号線 後川17号橋 橋梁 修繕
各務原市 点検計画

各務原市トンネル長寿命化修繕計画
各務原市 各務原市 市道各5号線 岩坂トンネル トンネル 修繕

各務原市道路附属物等長寿命化修繕計画
各務原市 各務原市 市道那643号線 欅通り横断歩道橋 道路附属物等 修繕
各務原市 各務原市 市道那816号線 新加納歩道橋 道路附属物等 修繕
各務原市 各務原市 市道三ツ池歩道橋線 鵜沼三ツ池歩道橋 道路附属物等 更新

可児市橋梁長寿命化修繕計画
可児市 可児市 市道1074号線 第三大橋橋 橋梁 修繕
可児市 点検計画

山県市橋梁長寿命化修繕計画
山県市 山県市 市道01024号線 富永橋 橋梁 修繕
山県市 山県市 市道62025号線 無名橋 橋梁 更新
山県市 点検計画

瑞穂市橋梁長寿命化修繕計画
瑞穂市 瑞穂市 8-1080号線 上五六橋 橋梁 修繕
瑞穂市 点検計画

飛騨市橋梁長寿命化修繕計画
飛騨市 飛騨市 市道浅井田・吉野線 おわち橋 橋梁 修繕
飛騨市 飛騨市 市道畦畑23号線 583-1 橋梁 修繕
飛騨市 飛騨市 市道大津・花園線 千歳橋B 橋梁 修繕
飛騨市 飛騨市 市道おゆう線 おゆう橋 橋梁 修繕
飛騨市 飛騨市 市道巣之内・三川原線 三川原橋 橋梁 修繕
飛騨市 点検計画

本巣市橋梁長寿命化修繕計画
本巣市 本巣市 市道根尾0810号線 上原橋 橋梁 修繕
本巣市 点検計画

郡上市橋梁長寿命化修繕計画
郡上市 郡上市 上垣内・内田線 笹谷橋３号橋 橋梁 修繕
郡上市 郡上市 大間見２３号線 １号橋 橋梁 修繕
郡上市 郡上市 旧県道七日暗線 高橋 橋梁 修繕
郡上市 郡上市 平家平線 平家平橋 橋梁 修繕
郡上市 郡上市 市道西垣内線 石原橋 橋梁 修繕
郡上市 郡上市 市道栃尾線 栃尾橋 橋梁 修繕
郡上市 点検計画

郡上市トンネル長寿命化修繕計画
郡上市 郡上市 市道三日市本線 三日市トンネル トンネル 修繕
郡上市 郡上市 市道中坪･小野線 城山トンネル トンネル 修繕
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下呂市橋梁長寿命化修繕計画
下呂市 下呂市 市道大垣内門坂線 門坂跨線橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道嫁谷線 嫁谷橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道岩屋細越線 細越橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道御滝住宅線 神崎橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道小川３８号線 杉の子橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道森１８号線 白鷺橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道中原東２４号線 ほたる橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道中原東31号線 大和橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道麻生谷線 高尾橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道和川６４号線 寺屋敷橋 橋梁 修繕
下呂市 下呂市 市道宮地１号線 水上橋 橋梁 更新
下呂市 下呂市 市道乗政７６号線 三ッ石橋 橋梁 撤去
下呂市 点検計画

海津市橋梁長寿命化修繕計画
海津市 海津市 海津１１００９号線 石亀橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津１３１９７号線 森下橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津１３８２２号線 江並橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津１４２５６号線 3-1487-1号橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津１４２９１号線 3-1530-1号橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津２１００４号線 東大江川6号橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津２３５４０号線 桃山橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津２３５５１号線 中折橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津２３６６５号線 江東橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３２０１４号線 山の神橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３２０１９号線 羽根谷ふれあい橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３３００５号線 川原中橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３３２０２号線 腰越第五橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３４３０８号線 志津北谷橋 橋梁 修繕
海津市 海津市 海津３２０１４号線 南上原橋 橋梁 撤去
海津市 点検計画

岐南町橋梁長寿命化修繕計画
岐南町 岐阜市 市道下川手42号線 川手橋 橋梁 修繕
岐南町 岐南町 町道４０５号線 I１－４ 橋梁 修繕
岐南町 岐南町 町道５４２号線 Ｙ１－２８ 橋梁 修繕
岐南町 岐南町 町道５８０号線 Ｙ１－２７ 橋梁 修繕
岐南町 岐南町 町道６２４号線 Ｍ１－１１ 橋梁 修繕

笠松町橋梁長寿命化修繕計画
笠松町 点検計画

養老町橋梁長寿命化修繕計画
養老町 養老町 小倉一色２号線 船見１号橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 柏尾飯ノ木１号線 源氏橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 鷲巣２１号線 車屋橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 小倉４３号線 小倉１０号橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 小倉９１号線 小倉１７号橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 小倉横屋１号線 横屋１号橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 大跡下笠３号線 湯口橋 橋梁 修繕
養老町 養老町 大跡小倉１号線 小倉１２号橋 橋梁 修繕
養老町 点検計画

垂井町橋梁長寿命化修繕計画
垂井町 垂井町 町道垂井4号線 新桜橋 橋梁 修繕
垂井町 垂井町 町道垂井1-13号線 相川橋 橋梁 修繕
垂井町 点検計画

関ケ原町橋梁長寿命化修繕計画
関ケ原町 関ケ原町 町道開戦地線 柴井跨線橋 橋梁 修繕
関ケ原町 関ケ原町 町道下明谷3号線 下明谷1号橋 橋梁 修繕
関ケ原町 点検計画

輪之内町橋梁長寿命化修繕計画
輪之内町 輪之内町 町道13134号線 １号橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道22015号線 ２号橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道23299号線 １号橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道32018号線 １号橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道32018号線 福束新田橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道32021号線 三間樋橋 橋梁 修繕
輪之内町 輪之内町 町道33382号線 ３号橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
岐阜県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

輪之内町 点検計画
安八町橋梁長寿命化修繕計画

安八町 安八町 町道猿尾南長田線 中須川１６号橋 橋梁 修繕
安八町 点検計画

揖斐川町橋梁長寿命化修繕計画
揖斐川町 揖斐川町 町道久瀬日坂線 中橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道坂内坂本白川線 上白川橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道春日市瀬線1号 市瀬橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道坂内坂本中央線 白川橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道坂内諸家線 皆曲橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道春日樫原谷線1号 樫原谷橋一号 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道春日古屋上線 古屋橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道春日中瀬市瀬線 別所橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道谷汲末福牧野線 37-1橋 橋梁 修繕
揖斐川町 揖斐川町 町道揖斐川西勝北西村線 井ノ口橋 橋梁 修繕
揖斐川町 点検計画

大野町橋梁長寿命化修繕計画
大野町 大野町 町道黒野1号線 黒野3号橋 橋梁 修繕
大野町 大野町 町道黒野下方幹線 下方7号橋 橋梁 修繕
大野町 大野町 町道五之里本庄幹線 花田川5号橋 橋梁 修繕
大野町 大野町 町道宝来島部線 公郷4号橋 橋梁 修繕
大野町 大野町 町道南方領家1号線 領家6号橋 橋梁 修繕
大野町 大野町 町道下方橋八木線 五之里1号橋 橋梁 更新
大野町 点検計画

池田町橋梁長寿命化修繕計画
池田町 池田町 町道下八幡３号線 中河原橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道田畑･片山線 六畑橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道六之井１０号線 大川橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道六之井５０号線 中村東4号橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道上八幡６０号線 東川橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道片山南４４号線 中川橋 橋梁 修繕
池田町 点検計画

北方町道路附属物等長寿命化修繕計画
北方町 北方町 町道10号線 校南歩道橋 道路附属物等 修繕
北方町 点検計画

富加町橋梁長寿命化修繕計画
富加町 点検計画

川辺町橋梁長寿命化修繕計画
川辺町 川辺町 町道一町田３号線 雄鳥3号橋 橋梁 修繕
川辺町 川辺町 町道岩兼1号線 雄鳥5号橋 橋梁 修繕
川辺町 点検計画

七宗町橋梁長寿命化修繕計画
七宗町 七宗町 町道深瀬線 深瀬橋 橋梁 修繕
七宗町 七宗町 町道勝大柿橋線 勝谷橋 橋梁 修繕
七宗町 七宗町 町道向田戸尻線 大穴橋 橋梁 修繕
七宗町 七宗町 町道本郷加陽線 飯高橋 橋梁 修繕
七宗町 点検計画

八百津町橋梁長寿命化修繕計画
八百津町 八百津町 井堀線 井堀橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 亀ケ谷線 亀ケ谷6号橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 久田見長曽線 久田見長曽橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 八町線 八町4号橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 福地長曽線 福地長曽1号橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 細目・北山線 高橋 橋梁 修繕
八百津町 八百津町 松坂谷線 松坂谷橋 橋梁 修繕

白川町橋梁長寿命化修繕計画
白川町 白川町 町道小川線 小坂橋 橋梁 修繕
白川町 白川町 町道小野中野線 待瀬橋 橋梁 修繕
白川町 白川町 町道砂畑線 砂畑橋 橋梁 修繕
白川町 白川町 町道下小野日向線 下小野日向線1号橋 橋梁 修繕
白川町 白川町 町道小倉線 小倉橋 橋梁 更新

東白川村橋梁長寿命化修繕計画
東白川村 東白川村 大沢柏本線 柏本橋 橋梁 修繕
東白川村 東白川村 大沢柏本線 カラスゲ橋 橋梁 修繕
東白川村 点検計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
岐阜県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

御嵩町橋梁長寿命化修繕計画
御嵩町 御嵩町 町道上之郷205号線 木屋洞橋 橋梁 修繕
御嵩町 点検計画

白川村橋梁長寿命化修繕計画
白川村 白川村 戸島鳩谷線 戸島橋 橋梁 修繕



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：岐阜県 単位：百万円

持続可能な森林整備と森と育む幸せ 自然健幸の街づくり計画 揖斐川町 39

人、地域、自然が輝く交流と連携によるまちづくり 恵那市 180

飛騨市 125 過疎代行

飛騨市 33

みんなで考え、みんなでつくるまちづくり計画 郡上市 55

　小　計 432

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

地域資源を活用したあんきなまちづくり計画



岐 阜 県

水管理・国土保全局



令和４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 1,025　
≪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 2,361　

≪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

≪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 3,013　

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫揖斐川町
い び が わ ち ょ う

、岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

、瑞穂市
み ず ほ し

、

          美濃市
み の し

、養老町
ようろうちょう

≪愛知県
あ い ち け ん

≫一宮市
いちのみやし

木曾川 木曾川上流 特定構造物改築事業 408　 大垣市
お お が き し

木曾川 木曾川下流 河川工作物関連応急対策事業 113　
≪岐阜県

ぎ ふ け ん

≫海津市
か い づ し

≪三重
み え

県
けん

≫桑名市
く わ な し

木曾川 木曾川上流 河川工作物関連応急対策事業 348　 岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

庄内川 総合水系環境整備事業 23　 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 429　

≪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

、江南市
こ う な ん し

≪岐阜県
ぎ ふ け ん

≫岐阜市
ぎ ふ し

、羽島市
は し ま し

、海津市
か い づ し

、大垣市
お お が き し

、安八町
あんぱちちょう

、

　　 　　　  　養老町
ようろうちょう

≪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４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

神通川 宮川 大規模特定河川事業 20　 飛騨
ひ だ

市
し

庄内川 土岐川 大規模特定河川事業 62　 瑞浪市
みずなみし

木曾川 境川 大規模特定河川事業 40　 岐阜市
ぎ ふ 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 166　 大垣市
おおがきし

木曾川 飛騨川 大規模特定河川事業 30　 下呂市
げ ろ し

木曾川 鳥羽川 大規模特定河川事業 20　 山県市
やまがたし

木曾川 大谷川 大規模特定河川事業 110　 大垣市
おおがきし

木曾川 長良川 河川メンテナンス事業 24　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・岐阜県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

岐阜県 岐阜市
ぎ ふ し

木曾川 長良川 山田川排水機場

特定構造物更新事業



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 313 342

多目的ダム建設事業 木曾川新丸山ダム 11,103 11,557

堰堤改良事業 矢作川矢作ダム 523 596

水資源開発事業 木曾川木曾川水系連絡導水路 64 217



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。

( 3,697)

河川整備事業費 3,679 

　河川総合開発事業費補助

( 3,697)

　　建設工事 3,679 

( 0)

水無瀬ダム 0 生活貯水池　※１

( 3,697)

内ケ谷ダム 3,679 

　治水ダム等建設事業費補助

( 0)

　　建設工事 0 

( 0)

大島ダム 0 ※１

(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 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・岐阜県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 郡上市、恵那市 28 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・岐阜県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

郡上市 木曾川 阿多岐川 阿多岐ダム

恵那市 木曾川 中野方川 中野方ダム
岐阜県



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

神通川水系砂防 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 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 121
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 33
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 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 254
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 158
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 50
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 21
砂防
合計 7 箇所 800

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

火山砂防 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 169
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

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 302
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 251
火山砂防
合計 3 箇所 722

合計 10 箇所 1,522

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　１／５）

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 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

多治見砂防国道 砂防 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 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 31
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 20
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 30
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 22
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 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

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 165
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 411

合計 9 箇所 1,000

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　２／５）

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 29
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 かさはらがわ てらしただに てらしただいさんさぼうえんていかいちく たじみし かさはらちょう

庄内川 笠原川 寺下谷 寺下第３砂防堰堤改築 多治見市 笠原町 砂防堰堤工 25
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 46
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 27
しょうないがわ つまぎかんないさとやまさぼう ときし・たじみし

庄内川 妻木管内里山砂防 土岐市・多治見市 山腹工 29
しょうないがわ つまぎかんないさぼうしせつかいちく ときし・たじみし

庄内川 妻木管内砂防施設改築 土岐市・多治見市 砂防堰堤工 304

合計 7 箇所 489

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　３／５）

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 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

越美山系砂防 砂防 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 80
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 50
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 110
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 170
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 170
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 25
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 110
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 100
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 45
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 95
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 20
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 50
えつみさんけい いびがわ きたのたに きたのたに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 25
えつみさんけい いびがわ しのほらたに しのほらたにさぼうえんてい 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 篠洞谷 篠洞谷砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 砂防堰堤工 25
えつみさんけい いびがわ しゃぐじんぼら しゃぐじんぼらだいいちさぼうえんてい いびぐん いびがわちょう とつくみ

越美山系 揖斐川 社宮神洞 社宮神洞第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 砂防堰堤工 25
えつみさんけい いびがわ ねくらだに ねくらだにだいいちさぼうえんてい いびぐん いびがわちょう とつくみ

越美山系 揖斐川 根倉谷 根倉谷第１砂防堰堤 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 砂防堰堤工 25
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 20
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 140
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 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 20

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　４／５）

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 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

越美山系砂防 砂防 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 100
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 130
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 砂防堰堤工 52
えつみさんけい ねおがわ みやがほらたに みやほらたにだいいちさぼうえんてい もとすし ねおいちば

越美山系 根尾川 宮ヶ洞谷 宮洞谷第１砂防堰堤 本巣市 根尾市場 砂防堰堤工 20

合計 23 箇所 1,607

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（岐阜県　５／５）

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 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

砂防等事業 木曽川 滝根谷 大垣市 上石津町時山 砂防堰堤工 15
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 15
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

木曽川 志津北谷 海津市 南濃町志津 砂防堰堤工 6
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 17
きそがわ はすはらがわ ぐじょうし しろとりちょうひたの えんていかいりょうこう

木曽川 蓮原川 郡上市 白鳥町干田野 堰堤改良工 65
きそがわ びしゃもんぼら ぐじょうし やまとちょうつるぎ えんていかいりょうこう

木曽川 毘沙門洞 郡上市 大和町剣 堰堤改良工 29
きそがわ ほらのがわ 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 2
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 31
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 15
きそがわ かしとちがほらたに かもぐん ひちそうちょう かわなみ さぼうえんていこう

木曽川 樫栃ヶ洞谷 加茂郡 七宗町 川並 砂防堰堤工 18
きそがわ しもゆいたに かもぐん しらかわちょう しらやま さぼうえんていこう

木曽川 下油井谷 加茂郡 白川町 白山 砂防堰堤工 37
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 25
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 7
しょうないがわ ちょうけんじぼら みずなみし やまだちょう さぼうえんていこう

庄内川 長見寺洞 瑞浪市 山田町 砂防堰堤工 25
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 15
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 4
きそがわ こししけだいらたに 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 5
しょうがわ 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 22
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 15

１９箇所 368合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　1/4）

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 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 62
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 18
こしぼそいち 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 1
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 38

4箇所 119
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス しまぐちがわ　ほか せきし　ほか いたどり　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 島口川　外 関市　外 板取　外 老朽化対策 545

１箇所 545
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（岐阜県　3/4）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

もとすし しもくずたに　ほか しもくずたにだいきゅうさぼうえんてい　とう

岐阜県 本巣市 下葛谷　外 下葛谷第９砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
せきがはらちょう いますがわ いますがわだいにじゅうにさぼうえんてい　とう

関ケ原町 今須川 今須川第２２砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
おおがきし いしほらたに　ほか いしほらたにだいろくさぼうえんてい　とう

大垣市 石洞谷　外 石洞谷第６砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
かいづし やまざききたたに　ほか やまざききたたにだいごじゅういちさぼうえんてい　とう

海津市 山崎北谷　外 山崎北谷第５１砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
いびがわちょう かすかわ　ほか かすかわだいろくさぼうえんてい　とう

揖斐川町 粕川　外 粕川第６砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
いけだちょう はぎがたに　ほか はぎがたにだいじゅうさんさぼうえんてい　とう

池田町 萩ヶ谷　外 萩ヶ谷第１３砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
せきし しまぐちがわ しまぐちがわさぼうえんてい

関市 島口川 島口川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 改築　等
みずなみし おり　ほか おりちくじすべりぼうししせつ　とう

瑞浪市 小里　外 小里地区地すべり防止施設　等 集水井工　等 改築　等
ときし うらやまたに うらやまたにだいじゅうごさぼうえんてい

土岐市 裏山谷 裏山谷第１５砂防堰堤 砂防堰堤工　等 改築　等
たじみし だいどうぼらがわ だいどうぼらがわだいいちさぼうえんてい

多治見市 大道洞川 大道洞川第１砂防堰堤 砂防堰堤工　等 改築　等
なかつがわし あぎがわ　ほか あぎがわだいごさぼうえんてい　とう

中津川市 阿木川　外 阿木川第5砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
げろし やまのぐちがわ　ほか やまのぐちがわだいじゅうさんさぼうえんてい　とう

下呂市 山之口川　外 山之口川第１３砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
たかやまし かしあてだに　ほか かしあてだにだいいちさぼうえんてい　とう

高山市 柏当谷　外 柏当谷第１砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（岐阜県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



岐　阜　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　岐阜県

（単位：百万円）

整備 国営木曽三川公園
羽島市、各務原市、海津市、
羽島郡笠松町

393

維持管理 国営木曽三川公園
羽島市、各務原市、海津市、
羽島郡笠松町

806

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



岐阜県

（項）国営公園等事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 19,600 19,600

0 9,800 9,800

0 704,682 704,682

0 352,341 352,341

0 724,282 724,282

0 362,141 362,141

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

1/2

本巣市 本巣市 新規
本巣市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2

合　　計

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

各務原市 各務原市 新規
各務原市社会課題対応型都
市公園機能向上促進事業



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 岐阜県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

146,400

岐阜市 岐阜市 継続 岐阜中央部地区 1/2 73,200

1,453,400

多治見市 多治見市 継続 多治見駅周辺地区 1/2 726,700

68,000

関市 関市 継続 関市歩いて楽しい中心拠点地区 1/2 34,000

1,951,000

中津川市 中津川市 継続 中津川市中心市街地地区 1/2 975,500

1,200

瑞浪市 瑞浪市 継続 瑞浪地区 1/2 600

1/2, 147,158

美濃加茂市 美濃加茂市 継続 子育て・医療が連携したまち計画地区 4.5/10 69,900

113,600

各務原市 各務原市 新規 新那加駅周辺二期地区 1/2 56,800

157,000

各務原市 各務原市 新規 蘇原駅周辺地区 1/2 78,500

4,037,758

合計 2,015,200

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 岐阜県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

32,000

岐阜市 岐阜市 新規 岐阜市都市計画区域 1/2 16,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

41,120

美濃加茂市 美濃加茂市 新規 美濃加茂市都市計画区域 1/2 20,560 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

73,120

合計 36,560

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 岐阜県
（単位：千円）

（ 9,900 ）

3,300
（ 9,900 ）

3,300
計 （ 19,800 ）

6,600
備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

街路交通調査費補助(地
域の幹線道路網に関する
調査)

恵那市管内 恵那市 新 1/3
恵那市東濃東部都市
間連絡道路を含めた
道路網調査

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

恵那市管内 恵那市 新 1/3
恵那市都市計画道路
の見直し

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 名古屋鉄道名古屋本線 岐阜市 加納駅～茶所駅間 300

備考



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 中津川市 尾崎踏切道 中津川市 60

踏切道改良計画事業 可児市 乗里踏切道 可児市 71

踏切道改良計画事業 下呂市 萩原踏切道 下呂市 9



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 岐阜県 岐阜県無電柱化推進計画事業 40
(一)古川国府線(古川町殿町)〔飛騨市〕、(一)岩井高山
停車乗線(高山市馬場町二丁目～本町二丁目)〔高山
市〕

無電柱化推進計画事業 岐阜市 岐阜市無電柱化推進計画事業 121
(市)真砂町11丁目光明町3丁目線(光明町1丁目)、(市)
蕪城町玉宮町線(金宝町1丁目)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 岐阜県 岐阜県通学路緊急対策推進計画 793

徹明さくら小学校、国府小学校、新宮小学校、南小
学校、本郷小学校、加子母小学校、坂下小学校、神
坂小学校、西小学校、苗木小学校、三郷小学校、明
智小学校、河合小学校、古川西小学校、口明方小学
校、大和第一北小学校、白鳥小学校、北濃小学校、
明宝小学校、和良小学校、富加小学校、川辺西小学
校、佐見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岐阜市 岐阜県岐阜市通学路緊急対策推進計画 35

茜部小学校、加納小学校、岩小学校、岩野田北小学
校、鏡島小学校、厚見小学校、合渡小学校、三里小
学校、三輪南小学校、市橋小学校、城西小学校、常
磐小学校、西郷小学校、則武小学校、長森西小学
校、長森東小学校、長良西小学校、長良東小学校、
日野小学校、梅林小学校、方県小学校、本荘小学
校、木田小学校、柳津小学校、鶉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大垣市 岐阜県大垣市通学路緊急対策推進計画 20
安井小学校、宇留生小学校、江東小学校、小野小学
校、西小学校、静里小学校、赤坂小学校、川並小学
校、中川小学校、東小学校、日新小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高山市 岐阜県高山市通学路緊急対策推進計画 35
久々野小学校、江名子小学校、国府小学校、三枝小
学校、新宮小学校、東小学校、栃尾小学校、南小学
校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 関市 岐阜県関市通学路緊急対策推進計画 24 安桜小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 中津川市 岐阜県中津川市通学路緊急対策推進計画 128
加子母小学校、坂下小学校、坂本小学校、神坂小学
校、西小学校、南小学校、苗木小学校、付知南小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 美濃市 岐阜県美濃市通学路緊急対策推進計画 37
大矢田小学校、中有知小学校、美濃小学校、牧谷小
学校、藍見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 瑞浪市 岐阜県瑞浪市通学路緊急対策推進計画 98 瑞浪小学校、陶小学校、明世小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 羽島市 岐阜県羽島市通学路緊急対策推進計画 4
足近小学校、竹鼻小学校、中央小学校、福寿小学
校、堀津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 恵那市 岐阜県恵那市通学路緊急対策推進計画 37

岩村小学校、串原小学校、三郷小学校、山岡小学
校、上矢作小学校、大井小学校、大井第2小学校、
長島小学校、東野小学校、飯地小学校、武並小学
校、明智小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 各務原市 岐阜県各務原市通学路緊急対策推進計画 264
蘇原第一小学校、蘇原第二小学校、中央小学校、那
加第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 可児市 岐阜県可児市通学路緊急対策推進計画 21
旭小学校、兼山小学校、広見小学校、今渡南小学
校、今渡北小学校、土田小学校、東明小学校、南帷
子小学校、帷子小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 山県市 岐阜県山県市通学路緊急対策推進計画 6 美山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飛騨市 岐阜県飛騨市通学路緊急対策推進計画 25 古川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 本巣市 岐阜県本巣市通学路緊急対策推進計画 205 一色小学校、真桑小学校、席田小学校、弾正小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:岐阜県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 下呂市 岐阜県下呂市通学路緊急対策推進計画 100 下呂小学校、小坂小学校、竹原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 海津市 岐阜県海津市通学路緊急対策推進計画 15 海西小学校、吉里小学校、今尾小学校、石津小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 養老町 岐阜県養老町通学路緊急対策推進計画 31 日吉小学校、養北小学校、養老小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安八町 岐阜県安八町通学路緊急対策推進計画 27 名森小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富加町 岐阜県富加町通学路緊急対策推進計画 11 富加小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 八百津町 岐阜県八百津町通学路緊急対策推進計画 13 久田見小学校、和知小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 白川町 岐阜県白川町通学路緊急対策推進計画 5 黒川小学校、白川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東白川村 岐阜県東白川村通学路緊急対策推進計画 43 東白川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 御嵩町 岐阜県御嵩町通学路緊急対策推進計画 1 伏見小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:岐阜県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）岐阜停車場線　金町工区 岐阜市 岐阜県

一般国道158号　上岡本町工区 高山市 岐阜県

（主）高山清見線　新宮工区 高山市 岐阜県

（主）高山清見線　赤保木町工区 高山市 岐阜県

（主）国府見座線　本郷工区 高山市 岐阜県

（一）谷高山線　名張工区 高山市 岐阜県

一般国道256号　加子母小学校15工区 中津川市 岐阜県

一般国道256号　坂下工区 中津川市 岐阜県

一般国道256号　坂下小学校4工区 中津川市 岐阜県

一般国道257号　西小学校5工区 中津川市 岐阜県

一般国道257号　苗木小学校2工区 中津川市 岐阜県

（主）中津川南木曽線　神坂小学校1工区 中津川市 岐阜県

（主）福岡坂下線　坂下小学校15工区 中津川市 岐阜県

（主）福岡坂下線　坂下小学校17工区 中津川市 岐阜県

（主）福岡坂下線　坂下小学校1工区 中津川市 岐阜県

（主）瑞浪上矢作線　東山工区 恵那市 岐阜県

（主）多治見恵那線　三郷工区 恵那市 岐阜県

一般国道360号　河合町工区 飛騨市 岐阜県

（主）神岡河合線　太江・杉崎工区 飛騨市 岐阜県

（一）谷高山線　下野工区 飛騨市 岐阜県

一般国道156号　向小駄良工区 郡上市 岐阜県

一般国道156号　歩岐島工区 郡上市 岐阜県

一般国道256号　美山工区 郡上市 岐阜県

一般国道472号　二間手工区 郡上市 岐阜県

（主）白鳥板取線　万場工区 郡上市 岐阜県

（一）有穂中坪線　川佐工区 郡上市 岐阜県

（主）富加七宗線　滝田工区 富加町 岐阜県

（一）富加坂祝線　滝田工区 富加町 岐阜県

（主）美濃川辺線　鹿塩工区 川辺町 岐阜県

（主）下呂白川線　上佐見小野工区 白川町 岐阜県

（市）茜部25号線　茜部小学校２工区 岐阜市 岐阜市

（市）茜部25号線　茜部小学校４工区 岐阜市 岐阜市

（市）茜部堤防線 岐阜市 岐阜市

（市）旭見ヶ池町岩栄町1丁目線 岐阜市 岐阜市

（市）粟野30号線 岐阜市 岐阜市

（市）安食岩利1号線 岐阜市 岐阜市

（市）下川手35号線 岐阜市 岐阜市

（市）加納大手町加納二の丸線 岐阜市 岐阜市

（市）岩田東１６号線 岐阜市 岐阜市

（市）厚見堤防線 岐阜市 岐阜市

（市）合渡２丁目合渡３丁目線 岐阜市 岐阜市

（市）三里256号線 岐阜市 岐阜市

（市）市橋鏡島１６６号 岐阜市 岐阜市

（市）市橋鏡島23号線 岐阜市 岐阜市

（市）市橋鏡島３７７号線 岐阜市 岐阜市

（市）上城田寺本線 岐阜市 岐阜市

（市）上土居4号線 岐阜市 岐阜市

（市）石谷安食1号線 岐阜市 岐阜市

（市）則武16号線 岐阜市 岐阜市

（市）則武中3丁目則武西2丁目線 岐阜市 岐阜市

（市）太平町線 岐阜市 岐阜市

（市）長森383号線 岐阜市 岐阜市

（市）長森42号線 岐阜市 岐阜市

岐阜県通学路緊急対策推進計画

岐阜県岐阜市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:岐阜県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）長良81号線 岐阜市 岐阜市

（市）西郷103号線 岐阜市 岐阜市

（市）東島旦島1号線 岐阜市 岐阜市

（市）南本荘西荘線　本荘小学校６工区 岐阜市 岐阜市

（市）南本荘西荘線　本荘小学校９工区 岐阜市 岐阜市

（市）日野中45号線 岐阜市 岐阜市

（市）福富溝口線 岐阜市 岐阜市

（市）木田49号線 岐阜市 岐阜市

（市）柳津137号線 岐阜市 岐阜市

（市）柳津4号線 岐阜市 岐阜市

（市）鶉14号線 岐阜市 岐阜市

（市）開発和合本１号線 大垣市 大垣市

（市）釜笛内原1号線 大垣市 大垣市

（市）久瀬川入方1号線 大垣市 大垣市

（市）西大外羽浅草1号線 大垣市 大垣市

（市）直江古宮1号線 大垣市 大垣市

（市）浅草川口1号線 大垣市 大垣市

（市）南一色木戸1号線 大垣市 大垣市

（市）南頬大井1号線 大垣市 大垣市

（市）領家坂下1号線　中川小学校２工区 大垣市 大垣市

（市）領家坂下1号線　中川小学校５工区 大垣市 大垣市

（市）安井大井2号線 大垣市 大垣市

（市）開発和合本4号線　小野小学校６工区 大垣市 大垣市

（市）笠木6号線 大垣市 大垣市

（市）荒尾玉池荒尾1号線 大垣市 大垣市

（市）今宿2号線 大垣市 大垣市

（市）三津屋領家1号線 大垣市 大垣市

（市）三塚10号線 大垣市 大垣市

（市）寿長沢1号線 大垣市 大垣市

（市）小野新開1号線　小野小学校２工区 大垣市 大垣市

（市）小野中之江１号線 大垣市 大垣市

（市）青柳1号線 大垣市 大垣市

（市）青柳28号線 大垣市 大垣市

（市）青柳本今1号線 大垣市 大垣市

（市）赤坂新菅野2号線 大垣市 大垣市

（市）赤坂赤坂新田1号線 大垣市 大垣市

（市）浅草18号線 大垣市 大垣市

（市）船本今2号線 大垣市 大垣市

（市）築捨18号線 大垣市 大垣市

（市）築捨25号線 大垣市 大垣市

（市）築捨31号線 大垣市 大垣市

（市）中之江東1号線 大垣市 大垣市

（市）中野21号線 大垣市 大垣市

（市）鶴見長沢2号線 大垣市 大垣市

（市）東上面1号線 大垣市 大垣市

（市）東前6号線 大垣市 大垣市

（市）桧久徳2号線 大垣市 大垣市

（市）本今31号線 大垣市 大垣市

（市）本今4号線 大垣市 大垣市

（市）広瀬度瀬線　国府小学校１０工区 高山市 高山市

（市）広瀬度瀬線　国府小学校１工区 高山市 高山市

（市）第2松本上野線 高山市 高山市

（市）民俗村線 高山市 高山市

岐阜県大垣市通学路緊急対策推進計画

岐阜県岐阜市通学路緊急対策推進計画

岐阜県高山市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:岐阜県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）丸山糖塚線 高山市 高山市

（市）三川線 高山市 高山市

（市）橋場西洞線 高山市 高山市

（市）新宮2号線 高山市 高山市

（市）日の出錦山線 高山市 高山市

（市）平湯5号線 高山市 高山市

（市）名張上切線 高山市 高山市

岐阜県関市通学路緊急対策推進計画 （市）幹1-40-2号線　稲口工区 関市 関市

（市）松源寺～大西線 中津川市 中津川市

（市）新田～中野線　付知南小学校１工区 中津川市 中津川市

（市）新田～中野線　付知南小学校８工区 中津川市 中津川市

（市）大田～恵下線 中津川市 中津川市

（市）大道上～会所沢線　西小学校１４工区 中津川市 中津川市

（市）大道上～会所沢線　西小学校１５工区 中津川市 中津川市

（市）洞田～下実戸線 中津川市 中津川市

（市）加子母10号線 中津川市 中津川市

（市）坂下1号線 中津川市 中津川市

（市）坂下39号線 中津川市 中津川市

（市）坂下96号線 中津川市 中津川市

（市）坂本27号線 中津川市 中津川市

（市）山口57号線 中津川市 中津川市

（市）中津287号線 中津川市 中津川市

（市）中津345号線 中津川市 中津川市

（市）苗木44号線 中津川市 中津川市

（市）横越・山崎線横越・山崎線　藍川工区１ 美濃市 美濃市

（市）横越・山崎線　藍川工区２ 美濃市 美濃市

（市）下切・坂田線　大矢田工区 美濃市 美濃市

（市）吉川中央線、（市）林業前・高校センター線　吉川中央線吉川町工区 美濃市 美濃市

（市）極楽寺・中野線　極楽寺・中野線極楽寺工区 美濃市 美濃市

（市）極楽寺・中野線　極楽寺中野線極楽寺工区 美濃市 美濃市

（市）極楽寺16号線、（市）極楽寺31号線、（市）極楽寺34号線、（市）極楽寺36号　藍見小学校周辺工区美濃市 美濃市

（市）松森・広岡線　松森工区１ 美濃市 美濃市

（市）松森・広岡線　松森工区２ 美濃市 美濃市

（市）生櫛・校前線　生櫛工区１ 美濃市 美濃市

（市）生櫛・校前線　生櫛工区２ 美濃市 美濃市

（市）生櫛・校前線、生櫛10号線　中有知小学校周辺工区 美濃市 美濃市

（市）泉・梅山線、（市）美濃136号線　美濃小学校周辺工区 美濃市 美濃市

（市）大矢田69号線、（市）大矢田41号線、（市）大矢田37号線、（市）大矢田22号線　大矢田小学校周辺工区美濃市 美濃市

（市）美濃158号線、（市）美濃47号線　美濃158号線吉川町工区１ 美濃市 美濃市

（市）美濃158号線、（市）美濃47号線　美濃158号線吉川町工区２ 美濃市 美濃市

（市）美濃158号線、（市）美濃47号線　美濃158号線吉川町工区３ 美濃市 美濃市

（市）美濃158号線、（市）美濃47号線　美濃158号線吉川町工区４ 美濃市 美濃市

（市）美濃46号線　吉川町工区 美濃市 美濃市

（市）六反・志摩線　さくらが丘工区１ 美濃市 美濃市

（市）六反・志摩線　さくらが丘工区２ 美濃市 美濃市

（市）六反・志摩線　中央工区 美濃市 美濃市

（市）蕨生16号線、（市）蕨生18号線　牧谷小学校周辺工区 美濃市 美濃市

（市）西小田・穂並線　瑞浪工区 瑞浪市 瑞浪市

（市）沼・道上線　明世工区１ 瑞浪市 瑞浪市

（市）沼・道上線　明世工区２ 瑞浪市 瑞浪市

（市）水上・猿爪線　陶工区 瑞浪市 瑞浪市

（市）外粟野大浦線 羽島市 羽島市

（市）駅東3号線 羽島市 羽島市

岐阜県中津川市通学路緊急対策推進計画

岐阜県美濃市通学路緊急対策推進計画

岐阜県瑞浪市通学路緊急対策推進計画

岐阜県高山市通学路緊急対策推進計画

岐阜県羽島市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:岐阜県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）江吉良公民館北線 羽島市 羽島市

（市）新田10号線 羽島市 羽島市

（市）須賀南1丁目5号線 羽島市 羽島市

（市）入江2号線 羽島市 羽島市

（市）本郷北31号線 羽島市 羽島市

（市）市場東山線　明智小学校工区 恵那市 恵那市

（市）羽根平六反田線他　長島小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）岩村町166号線　岩村小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）串原15号線他　串原小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）三郷町84号線他　三郷小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）山岡町113号線他　山岡小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）寺平的ヶ屋敷1号線他　大井小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）雀子ヶ根線他　大井第2小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）清水線他　上矢作小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）清水浜井場線他　東野小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）飯地中野方線他　飯地小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）武並町119号線他　武並小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）明智町57号線他　明智小学校周辺工区 恵那市 恵那市

（市）蘇南2号線 各務原市 各務原市

（市）蘇北396号線　市道蘇北396号線 各務原市 各務原市

（市）那813号線　市道那813号線 各務原市 各務原市

（市）鵜沼三ツ池歩道橋取付道路 各務原市 各務原市

（市）蘇南53号線　市道蘇南53号線 各務原市 各務原市

（市）12号線　土田小学校８工区 可児市 可児市

（市）19号線　東明小学校３工区１ 可児市 可児市

（市）19号線　東明小学校３工区２ 可児市 可児市

（市）3号線　今渡北小学校３工区 可児市 可児市

（市）43号線　旭小学校１工区 可児市 可児市

（市）45号線　広見小学校７工区 可児市 可児市

（市）107号線　土田小学校７工区 可児市 可児市

（市）125号線　広見小学校５工区１ 可児市 可児市

（市）125号線　広見小学校５工区２ 可児市 可児市

（市）125号線　広見小学校５工区３ 可児市 可児市

（市）125号線　広見小学校５工区４ 可児市 可児市

（市）126号線　帷子小学校６工区 可児市 可児市

（市）5106号線　今渡南小学校５工区１ 可児市 可児市

（市）5106号線　今渡南小学校５工区２ 可児市 可児市

（市）5274号線　今渡北小学校２工区 可児市 可児市

（市）5315号線　今渡南小学校２工区１ 可児市 可児市

（市）5315号線　今渡南小学校２工区２ 可児市 可児市

（市）6019号線　土田小学校５工区 可児市 可児市

（市）6083号線　土田小学校２工区１ 可児市 可児市

（市）6083号線　土田小学校２工区２ 可児市 可児市

（市）6083号線　土田小学校２工区３ 可児市 可児市

（市）6083号線　土田小学校２工区４ 可児市 可児市

（市）8063号線　南帷子小学校８工区 可児市 可児市

（市）9026号線　兼山小学校１工区１ 可児市 可児市

（市）9026号線　兼山小学校１工区２ 可児市 可児市

岐阜県山県市通学路緊急対策推進計画 （市）69074号線 山県市 山県市

岐阜県飛騨市通学路緊急対策推進計画 （市）市道上気多・杉崎線 飛騨市 飛騨市

（市）真正2005号　線大門～神明 本巣市 本巣市

（市）糸貫2120号線　見延 本巣市 本巣市

（市）糸貫4168号線　春近 本巣市 本巣市

岐阜県恵那市通学路緊急対策推進計画

岐阜県各務原市通学路緊急対策推進計画

岐阜県可児市通学路緊急対策推進計画

岐阜県羽島市通学路緊急対策推進計画

岐阜県本巣市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:岐阜県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）真正2007号線　政田 本巣市 本巣市

（市）真正3019・3406号線　小柿 本巣市 本巣市

（市）宮地36号線　宮地工区 下呂市 下呂市

（市）小坂町～大垣内線　大垣内工区 下呂市 下呂市

（市）幸田2号線　幸田工区 下呂市 下呂市

（市）海津21003号線　海西小工区 海津市 海津市

（市）海津21007号線　今尾小工区 海津市 海津市

（市）海津32012号線　石津小工区 海津市 海津市

（市）海津13674号線　吉里小工区 海津市 海津市

（市）海津13736号線　吉里小工区 海津市 海津市

（市）海津23730号線　海西小工区 海津市 海津市

（市）海津23858号線　海西小工区 海津市 海津市

（町）室原新宮小栗栖線 養老町 養老町

（町）蛇持角田線 養老町 養老町

（町）石畑押越1号線 養老町 養老町

（町）起裏並線 安八町 安八町

（町）青刈宮西1号線 安八町 安八町

（町）西組木船線　大山工区 富加町 富加町

（町）高畑8号線ほか3路線　高畑工区 富加町 富加町

（町）谷・洞線 八百津町 八百津町

（町）中盛・東線 八百津町 八百津町

（町）広島葛牧線　白川工区 白川町 白川町

（町）島田若宮線・中之平線　黒川工区 白川町 白川町

（村）魚戸線　神土中通工区 東白川村 東白川村

（村）上親田線　神土親田工区 東白川村 東白川村

（村）木屋下線　越原栃山工区 東白川村 東白川村

岐阜県御嵩町通学路緊急対策推進計画 （町）伏見225号線　伏見工区 御嵩町 御嵩町

岐阜県八百津町通学路緊急対策推進計画

岐阜県白川町通学路緊急対策推進計画

岐阜県東白川村通学路緊急対策推進計画

岐阜県下呂市通学路緊急対策推進計画

岐阜県海津市通学路緊急対策推進計画

岐阜県養老町通学路緊急対策推進計画

岐阜県安八町通学路緊急対策推進計画

岐阜県富加町通学路緊急対策推進計画

岐阜県本巣市通学路緊急対策推進計画



岐 阜 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 岐阜県
地区名 事業名 事業費 備考

大垣市 空き家対策総合支援事業 12,200
高山市 空き家対策総合支援事業 3,000
多治見市 空き家対策総合支援事業 4,184
関市 空き家対策総合支援事業 6,000
美濃市 空き家対策総合支援事業 900
恵那市 空き家対策総合支援事業 4,500
各務原市 空き家対策総合支援事業 300
山県市 空き家対策総合支援事業 400
下呂市 空き家対策総合支援事業 4,000
海津市 空き家対策総合支援事業 600
垂井町 空き家対策総合支援事業 9,148
神戸町 空き家対策総合支援事業 300
北方町 空き家対策総合支援事業 1,000
坂祝町 空き家対策総合支援事業 900
富加町 空き家対策総合支援事業 500
七宗町 空き家対策総合支援事業 300

48,232合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 岐阜県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 773,214
773,214合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 岐阜県
地区名 事業名 事業費 備考

高島屋南地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 1,171,230
1,171,230合計
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



岐 阜 県

不動産・建設経済局



岐阜県

事業費

15.756

岐阜県 15.756計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 七宗町

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（岐阜県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

霊峰伊吹山と天下分け目の武将
の息吹を感じる、岐阜・滋賀周
遊観光振興による広域的地域活
性化計画

岐阜県 17,550 

飛騨・富山交流圏域における世
界遺産を中心とした広域観光活
性化計画

岐阜県 40,050 

世界ものづくり対流拠点の中部
圏における広域的産業・物流活
性化計画

岐阜県 39,150 

清流を次代へつなぐ川づくりの
推進

岐阜県 15,000 

第２期岐阜県地域住宅計画 岐阜県,揖斐川町,坂祝町,安八町,大野町 174,338 

人・モノの交流拡大につながる
活力ある岐阜県づくり

岐阜県 806,400 

岐阜県における循環のみちの実
現

岐阜県 5,000 

拠点性の高い、にぎわいあふれ
るまちづくり

岐阜県 545,000 

新・岐阜県都市公園活性化計画 岐阜県 385,500 

中部縦貫自動車道及び冠山峠道
路を軸とし、「昇龍道プロジェ
クト」と合わせた福井岐阜交流
圏域における広域観光活性化計
画

岐阜県 6,750 

鷺山中洙地区における安心・安
全で快適に暮らせるまちづくり

岐阜市 133,682 

岐阜駅周辺における活力ある都
市基盤の形成及び都心居住の促
進

岐阜市 7,000 

岐阜市における循環のみちの実
現

岐阜市 2,686 



（岐阜県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

中心市街地における自動運転実
証実験

岐阜市 48,500 

第2期岐阜市地域住宅等整備計画
（岐阜市地域住宅計画）

岐阜市 171,922 

岐阜駅周辺地区における駅前広
場ならびに周辺街区の再整備の
推進

岐阜市 30,000 

加納・茶所統合駅周辺地区にお
ける安全・安心で利便性が向上
した快適なまちづくり

岐阜市 24,600 

第二期大垣市地域住宅等整備計
画（大垣市地域住宅計画）

大垣市 42,543 

大垣市における循環のみちの実
現

大垣市 59,414 

安全で快適に利用でき、みどり
や水を活かした都市空間の創出

大垣市 1,000 

高山市中心市街地街なみ環境整
備計画

高山市 176,000 

高山市における循環のみちの実
現（重点計画）

高山市 58,450 

高山市における循環のみちの実
現

高山市 1,148 

多治見市における循環のみちの
実現

多治見市 7,462 

多治見市地域住宅等整備計画
（多治見市地域住宅計画）

多治見市 2,855 

第２期関市地域住宅等整備計画
（関市地域住宅計画）

関市 20,068 

中津川市地域住宅計画 中津川市 29,247 



（岐阜県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

中津川市における汚水処理対策
の推進

中津川市 60,100 

県内各地域の実情に応じた多様
できめ細かなニーズに対応した
道路整備

岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,本巣市,岐
南町,大垣市,海津市,養老町,垂井町,関ケ原
町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野
町,関市,郡上市,美濃加茂市,可児市,坂祝
町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川
町,東白川村,御嵩町,瑞浪市,土岐市,中津川
市,恵那市,下呂市,高山市,白川村,飛騨市

2,316,733 

リニア岐阜県駅を核とした地域
づくり

中津川市 155,894 

リニア岐阜県駅周辺の交通結節
点を活かしたまちづくり

中津川市 8,000 

【第2期】美濃市における住環境
の向上(美濃市地域住宅計画)

美濃市 19,658 

美濃市公園施設長寿命化計画 美濃市 20,000 

瑞浪市地域住宅等整備計画（瑞
浪市地域住宅計画）

瑞浪市 236 

瑞浪市における循環のみちの実
現

瑞浪市 30,000 

羽島市における循環のみちの実
現（重点計画）

羽島市 253,820 

恵那市の生活排水の適切な処理
の推進

恵那市 2,890 

恵那市における良好な街なみの
形成と住環境の向上（恵那市地
域住宅計画）

恵那市 26,159 

美濃加茂市地域住宅計画 美濃加茂市 24,138 

第2次各務原市地域住宅等整備計
画（第2次各務原市地域住宅計
画）

各務原市 20,335 



（岐阜県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

各務原市下水道整備計画 各務原市 128,824 

岐阜県内各地域における工業団
地へのアクセス道路整備

各務原市,山県市,本巣市,垂井町,大野町,可
児市,瑞浪市

179,488 

安全で安心な地域の交流拠点の
形成

各務原市 85,200 

飛騨木曽川国定公園可児市かわ
まちづくり地区都市再生整備計
画

可児市 9,200 

可児市下水道整備計画 可児市 5,000 

瑞穂市における循環のみちの実
現（重点計画）

瑞穂市 99,300 

飛騨市における循環のみちの実
現

飛騨市 33,869 

飛騨市地域住宅計画 飛騨市 52,880 

本巣市における住宅セーフ
ティーネットの構築と住環境の
向上（本巣市地域住宅計画）

本巣市 845 

郡上市地域住宅等整備計画（第
２期郡上市地域住宅計画）

郡上市 34,143 

歴まち重点区域「城下町郡上八
幡地区」における街なみ環境整
備計画

郡上市 19,059 

郡上市における循環のみちの実
現

郡上市 43,500 

下呂市地域住宅等整備計画（下
呂市地域住宅計画）

下呂市 6,898 

海津市における循環のみちの実
現（重点計画）

海津市 37,000 



（岐阜県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

岐南町における循環のみちの実
現

岐南町 57,000 

笠松町における循環のみちの実
現（重点計画）

笠松町 103,500 

都市機能を集約した快適で安
全・安心なまちづくり

垂井町 96,300 

神戸町における循環のみちの実
現（重点計画）

神戸町 299,500 

神戸町における循環のみちの実
現

神戸町 3,156 

池田町における循環のみちの実
現（重点計画）

池田町 56,886 

富加町における循環のみちの実
現

富加町 4,900 

便利で快適に過ごせるまちづく
り

川辺町 68,000 

御嵩町公共下水道（重点計画） 御嵩町 3,850 

7,217,576 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（岐阜県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

交通・物流ネットワークを強化
する国土強靭化地域計画に基づ
く道路整備（防災・安全）

岐阜県 908,407 

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 563,500 

木曽川右岸流域における水循環
のみちの実現（防災・安全）
（重点計画）

岐阜県 30,000 

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
を守る土砂災害対策」の推進
（重点）（防災・安全）

岐阜県 535,400 

第３期岐阜県建築物等安全ス
トック整備計画（防災・安全）

岐阜県,岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関
市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那
市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山
県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂
市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,
関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川
町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,
川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,
御嵩町,白川村

174,818 

地域の誰もが安心できる歩行空
間の確保と災害時の避難復旧活
動を見据えたまちづくり

岐阜県,土岐市 317,020 

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）

岐阜県,高山市,下呂市,多治見市,中津川市,
垂井町,美濃加茂市,恵那市,美濃市,七宗町,
関市,山県市,郡上市,揖斐川町,八百津町,関
ケ原町,大野町,海津市,各務原市,御嵩町,養
老町,池田町

633,458 

「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,岐阜市,中津川市,可児市,各務原市,
美濃市,山県市,揖斐川町,神戸町,大垣市,瑞
浪市,土岐市,飛騨市,関市,大野町,川辺町,
郡上市,岐南町,安八町,垂井町,高山市,美濃
加茂市,八百津町,富加町,輪之内町,本巣市,
海津市

304,000 

「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,岐阜市,岐南町 1,086,000 

通学路交通安全プログラム等に
基づく対策必要箇所の重点整備
（防災・安全）

岐阜県 262,405 

社会インフラが災害に強く、安
全に利用できる岐阜県づくり
（防災・安全）

岐阜県 2,513,308 



（岐阜県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

都市公園のストック効果を高め
る安全で安心な公園づくり（防
災・安全）

岐阜市 263,600 

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 87,000 

岐阜市における循環のみちの実
現（防災・安全）

岐阜市 794,681 

県内市町村の国土強靭化地域計
画に基づく地域の交通・輸送、
防災・減災に資する道路整備
（防災・安全）

岐阜市,北方町,本巣市,大垣市 145,319 

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 100,000 

大垣市における循環のみちの実
現（防災・安全）

大垣市 28,858 

高山市における循環のみちの実
現（防災・安全）

高山市 52,539 

安全で安心して利用できる都市
公園づくり（防災・安全）

多治見市 20,000 

多治見市における循環のみちの
実現（防災・安全）

多治見市 177,350 

関市における循環のみちの実現
（防災・安全）

関市 37,100 

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 39,500 

美濃市における循環のみちの実
現（防災・安全）

美濃市 21,100 

瑞浪市における循環のみちの実
現（防災・安全）

瑞浪市 47,100 

羽島市における循環のみちの実
現(防災・安全）

羽島市 88,473 



（岐阜県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

恵那市における循環のみちの実
現（防災・安全）

恵那市 160,024 

市民の憩いの場として愛される
安全で安心な公園づくり（防
災・安全）

美濃加茂市 75,000 

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 10,800 

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 61,700 

土岐市における循環のみちの実
現（防災・安全）

土岐市 92,524 

ゆとりある、誰もが安全で安心
して利用できる優しい公園づく
り（防災・安全）

土岐市 20,500 

第2次各務原市地域住宅等整備計
画（第2次各務原市地域住宅計
画）（防災・安全）

各務原市 104,559 

安全で安心な地域の交流拠点の
形成（防災・安全）

各務原市 26,000 

災害に強い都市づくり 各務原市 60,300 

各務原市下水道整備計画（防
災・安全）（重点計画）

各務原市 253,700 

各務原市下水道整備計画（防
災・安全）

各務原市 43,445 

各務原市における総合的な生活
空間の安全確保と防災の向上に
よる安全なまちづくり（防災・
安全）

各務原市 104,451 

可児市下水道整備計画（防災・
安全）

可児市 25,000 

可児市下水道整備計画（防災・
安全）（重点計画）

可児市 30,000 



（岐阜県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

飛騨市における循環のみちの実
現（防災・安全）

飛騨市 11,077 

飛騨市公園施設長寿命化計画
（防災・安全）

飛騨市 23,000 

飛騨市における循環のみちの実
現（防災・安全）（重点計画）

飛騨市 91,650 

郡上市における循環のみちの実
現（防災・安全）

郡上市 17,940 

下呂市における循環のみちの実
現（防災・安全）

下呂市 38,500 

海津市における循環のみちの実
現（防災・安全）

海津市 59,201 

岐南町における循環のみちの実
現（防災・安全）

岐南町 2,000 

岐南町における循環のみちの実
現（防災・安全）（重点計画）

岐南町 7,000 

笠松町における循環のみちの実
現（防災・安全）

笠松町 2,187 

垂井町における循環のみちの実
現（防災・安全）

垂井町 6,171 

関ケ原町における循環のみちの
実現（防災・安全）

関ケ原町 35,750 

輪之内町における災害に強い町
づくりの推進（防災・安全）

輪之内町 17,800 

安八町における循環のみちの実
現（防災・安全）

安八町 7,500 

災害に強いまちづくり（防災・
安全）

安八町 11,200 



（岐阜県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

県内の地域における道路ストッ
ク老朽化対策、防災・減災対
策、生活空間の安全確保対策の
推進（防災・安全）

岐阜市,羽島市,山県市,笠松町,北方町,大垣
市,養老町,垂井町,関ケ原町,輪之内町,安八
町,揖斐川町,大野町,池田町,美濃市,関市,
郡上市,美濃加茂市,可児市,富加町,川辺町,
七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,
多治見市,瑞浪市,土岐市,中津川市,恵那市,
下呂市,高山市,白川村,飛騨市

1,375,717 

県内市町村における通学路の要
対策箇所における安全の確保
（防災・安全）

瑞穂市,養老町,垂井町,安八町,揖斐川町,大
野町,可児市,川辺町,八百津町,恵那市,高山
市

134,471 

北方町における循環のみちの実
現（防災・安全）

北方町 14,000 

富加町における循環のみちの実
現（防災・安全）

富加町 4,300 

便利で快適に過ごせるまちづく
り(防災・安全)

川辺町 2,300 

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 23,250 

12,183,953 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


