
直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 国営かんがい排水事業 西濃用水第二期 5,000         
頭首工　1ヶ所
用水路　L=4.0ｋｍ
水管理施設　1式

1.05           300                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

岐阜　直轄 - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 岐阜県 復旧治山事業 白谷 269            山腹工1.17ha - 79                   

3 岐阜県 復旧治山事業 三方崩(弓ヶ洞) 359            渓間工5.0基 - 78                   

4 岐阜県 復旧治山事業 乗政(黒谷支流) 295            山腹工0.98ha、渓間工7.0基 - 70                   

5 岐阜県 復旧治山事業
タツガヒゲ(細桶
谷)

387            山腹工0.80ha、渓間工6.0基 - 65                   

6 岐阜県 復旧治山事業 落合川（釜谷） 598            山腹工2.03ha、渓間工6.0基 - 28                   

7 岐阜県 復旧治山事業
臼ケ久保（コハ清
水）

450            山腹工0.75ha、渓間工8.0基 - 73                   

8 岐阜県 復旧治山事業
ホコロ沢（カラウ
ス谷）

306            山腹工0.94ha、渓間工5.0基 - 49                   

9 岐阜県 復旧治山事業
中津川上流（テン
グ小屋）

399            山腹工1.28ha、渓間工9.0基 - 15                   

10 岐阜県 水源地域整備事業 平湯(安房谷) 313            渓間工6.0基、導流工3.0基 - 71                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

岐阜　直轄 - 2



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

11 岐阜県 水源地域整備事業
山之口川(タナ洞
支流)

410            山腹工1.17ha、渓間工13基 - 50                   

12 岐阜県 保安林整備事業
荒谷・御母衣ほ
か

74             森林整備281.10ha - 74                   

13 岐阜県
森林環境保全整備事
業

宮・庄川 3,329         
更新面積531ｈａ、保育面積
7,022ha、路網開設延長2.5ｋ
ｍ

7.74           55                   

14 岐阜県
森林環境保全整備事
業

飛騨川 2,136         
更新面積318ｈａ、保育面積
2,268ha、路網開設延長8.0ｋ
ｍ

9.74           25                   

15 岐阜県
森林環境保全整備事
業

木曽川 631            
更新面積164ｈａ、保育面積
1,424ha、路網開設延長
4.8km

- 98                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

岐阜　直轄 - 3



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県
中津川市、恵
那市

農業競争力強化基盤整備
事業

東濃東部 156            - 60                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

岐阜　補助 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮・庄川 5,087         5.16           98                      

3 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

飛騨川 4,379         5.69           86                      

4 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長良川 4,529         6.36           87                      

5 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

揖斐川 1,578         6.25           32                      

6 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

木曽川 2,680         5.88           52                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

岐阜　補助 - 2



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 国営かんがい排水事業 西濃用水第二期 5,000         
頭首工　1ヶ所
用水路　L=4.0ｋｍ
水管理施設　1式

1.05           120                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

岐阜　直轄(ゼロ国) - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 岐阜県 直轄治山事業 板取川地区 6,000         山腹工 11ha、渓間工 60基 3.01           138                 

3 岐阜県 復旧治山事業 穂高(白出沢) 358            渓間工6.0基 - 53                   

4 岐阜県 復旧治山事業 横谷（トウゾウ谷） 340            山腹工1.16ha、渓間工6.0基 - 56                   

5 岐阜県 復旧治山事業 穂高(柳谷) 300            渓間工6.0基 - 39                   

6 岐阜県 復旧治山事業 馬瀬(北俣谷) 290            山腹工0.94ha、渓間工7.0基 - 34                   

7 岐阜県 復旧治山事業 高時谷（五色沢） 570            山腹工0.35ha、渓間工7.0基 - 53                   

8 岐阜県 復旧治山事業 姥ナギ沢 505            山腹工2.58ha - 63                   

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

岐阜　直轄(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 羽島市
農業水利施設保全合理化
事業

桑原一期 453            - 40                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

岐阜　補助(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 岐阜県 海津市 復旧治山事業 飯森 146            - 40                      

3 岐阜県 養老町 復旧治山事業 小倉山 296            - 25                      

4 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 足打谷 1,792         3.26           57                      

5 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 則重 272            - 28                      

6 岐阜県 瑞浪市 復旧治山事業 小松ヶ洞 151            - 25                      

7 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 平田 284            - 136                    

8 岐阜県 恵那市 復旧治山事業 高井戸 154            - 28                      

9 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 カクラ山 340            - 81                      

10 岐阜県
垂井町、池田
町

水源森林再生対策事業 梅谷、片山 555            - 76                      

11 岐阜県 中津川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

丸野 475            - 127                    

12 岐阜県 白川町 復旧治山事業 島垣道 206            - 105                    

13 岐阜県 関市
奥地保安林保全緊急対策
事業

大谷 304            - 122                    

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

岐阜　補助(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

14 岐阜県 下呂市
奥地保安林保全緊急対策
事業

葛谷 125            - 61                      

15 岐阜県 各務原市 復旧治山事業 松が丘 130            - 62                      

16 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 障子洞 175            - 78                      

17 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 犬啼 128            - 40                      

18 岐阜県 中津川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

木戸ヶ入 140            - 46                      

19 岐阜県 中津川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

一ノ沢 48             - 27                      

20 岐阜県 飛騨市 復旧治山事業 ナラサコ 81             - 32                      

21 岐阜県 白川村 復旧治山事業 タロビ 99             - 67                      

22 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 イシヤン谷 147            - 45                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

岐阜　補助(ゼロ国) - 3


