
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 関市 直轄治山事業 板取川 5,360         山腹工 14ha、渓間工 64基 1.71           306                 

2 岐阜県 高山市 復旧治山事業 白谷 375            山腹工1.17ha - 49                   

3 岐阜県 高山市 復旧治山事業 穂高（白出沢） 358            渓間工6基、護岸工35m - 40                   

4 岐阜県 白川村 復旧治山事業
大白川（間名古
谷）

499            渓間工10基、導流工1基 - 54                   

5 岐阜県 飛騨市 復旧治山事業 横谷（トウゾウ谷） 340            渓間工6基、山腹工1.16ha - 41                   

6 岐阜県 高山市 復旧治山事業 宮（大ヌクヰ谷） 171            渓間工7基、山腹工0.32ha - 27                   

7 岐阜県 白川村 復旧治山事業 三方崩（弓ヶ洞） 359            渓間工5基 - 48                   

8 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業
足打谷（サンショ
谷）

347            渓間工8基、山腹工0.33ha - 68                   

9 岐阜県 中津川市 復旧治山事業
高時谷（五色沢）
2

570            渓間工7基、山腹工2.26ha - 40                   

10 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 姥ナギ沢2 505            山腹工2.58ha - 33                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

11 岐阜県 恵那市 復旧治山事業 鎗ヶ入谷（東谷） 424            渓間工10基、山腹工0.42ha - 46                   

12 岐阜県 恵那市 復旧治山事業
ホコロ沢（カラウ
ス谷）

306            渓間工5基、山腹工0.94ha - 23                   

13 岐阜県 下呂市 復旧治山事業
赤沼田（大萱谷
上流）

173            渓間工6基、山腹工0.51ha - 27                   

14 岐阜県 中津川市 復旧治山事業
タツガヒゲ（細涌
谷）

387            渓間工6基、山腹工0.80ha - 75                   

15 岐阜県 中津川市 復旧治山事業
中津川上流（テン
グ小屋）

399            渓間工9基、山腹工1.28ha - 42                   

16 岐阜県 白川村 復旧治山事業 荒谷（白水谷） 359            渓間工8基、山腹工0.44ha - 30                   

17 岐阜県 高山市 復旧治山事業 穂高（柳谷） 285            渓間工6基 - 39                   

18 岐阜県 中津川市 復旧治山事業
臼ケ久保（コハ清
水）

450            渓間工8基、山腹工0.75ha - 39                   

19 岐阜県 高山市 水源地域整備事業 池ヶ洞（塩蔵谷） 394            山腹工2.13ha - 35                   

20 岐阜県 飛騨市 水源地域整備事業
舟原山（ソウツイ
谷下流）

50             渓間工4基 - 16                   
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

21 岐阜県 下呂市 水源地域整備事業
椹谷（ねはげサ
コ）

198            山腹工1.32ha、護岸工2基 - 115                 

22 岐阜県 高山市 保安林整備事業 白谷 900            森林整備10,829ha - 181                 

23 岐阜県 下呂市 保安林整備事業 馬瀬（北俣谷） 206            森林整備2,223ha - 42                   

24 岐阜県
高山市、飛騨市
ほか

森林環境保全整備事
業

宮・庄川 3,719         
更新面積491ha、保育面積
4,553ha、路網開設延長
24.5km

5.26           767                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

25 岐阜県
下呂市、七宗町
ほか

森林環境保全整備事
業

飛騨川 2,136         
更新面積318ha、保育面積
2,719ha、路網開設延長
10.8km

9.74           455                 

26 岐阜県
関市、郡上市ほ
か

森林環境保全整備事
業

長良川 151            
更新面積3ha、保育面積
243ha

- 25                   

27 岐阜県
本巣市、揖斐川
町

森林環境保全整備事
業

揖斐川 126            
更新面積16ha、保育面積
101ha

- 18                   

28 岐阜県
中津川市、恵那
市ほか

森林環境保全整備事
業

木曽川 631            
更新面積213ha、保育面積
1,810ha、路網開設延長
5.9km

- 427                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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機構営事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県
水資源機構かんがい
排水事業

木曽川右岸
緊急改築

3,648         用水路L=15.9km 1.18           243                事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
事業費

前回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

（市町村名）
全体事業費 主要工事計画
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 垂井町
農業競争力強化基盤整備
事業

栗原 1,500         1.20           50                      

2 岐阜県 中津川市
農業競争力強化基盤整備
事業

八布施 370            - 35                      

3 岐阜県 恵那市
農業競争力強化基盤整備
事業

小泉 270            - 26                      事業着手

4 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 314            - 58                      

5 岐阜県
海津市、養老
町　ほか

農業基盤整備促進事業 西濃３期 446            - 21                      

6 岐阜県 羽島市
農業水利施設保全合理化
事業

桑原一期 453            - 150                    

7 岐阜県
本巣市、大野
町

農業水利施設保全合理化
事業

真桑用水二期 160            - 16                      

8 岐阜県 中津川市
農業水利施設保全合理化
事業

西山 250            - 11                      

9 岐阜県 安八町
農業水利施設保全合理化
事業

揖斐川以東第三期 628            - 72                      

10 岐阜県 養老町
農業水利施設保全合理化
事業

東八間 460            - 51                      

11 岐阜県 羽島市
農業水利施設保全合理化
事業

桑原二期 2,887         1.03           10                      

12 岐阜県
岐阜市、関市
ほか

農業水利施設保全合理化
事業

各務用水三期 380            - 65                      

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 岐阜県 関市、美濃市
農業水利施設保全合理化
事業

曽代用水三期 280            - 9                        

14 岐阜県 岐阜市
農業水利施設保全合理化
事業

木田 235            - 14                      事業着手

15 岐阜県 山県市、関市
農業水利施設保全合理化
事業

東沖 280            - 16                      事業着手

16 岐阜県
大垣市、垂井
町

農業水利施設保全合理化
事業

相川左岸 170            - 17                      事業着手

17 岐阜県 池田町
農業水利施設保全合理化
事業

粕川一ノ井幹線用水 75             - 14                      事業着手

18 岐阜県 関市
農業水利施設保全合理化
事業

曽代用水四期 100            - 15                      事業着手

19 岐阜県 高山市
農業水利施設保全合理化
事業

上野平用水 158            - 6                        事業着手

20 岐阜県
飛騨市、高山
市

農業水利施設保全合理化
事業

宮川右岸用水 243            - 25                      事業着手

21 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 新堀川 400            - 13                      

22 岐阜県
岐阜市、各務
原市

農村地域防災減災事業 岐阜１期 196            - 20                      

23 岐阜県 山県市 農村地域防災減災事業 山県 34             - 17                      事業着手

24 岐阜県 郡上市 農村地域防災減災事業 郡上１期 83             - 20                      
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

25 岐阜県
可児市、御嵩
町ほか

農村地域防災減災事業 可茂南部１期 480            - 68                      

26 岐阜県 御嵩町 農村地域防災減災事業 可茂南部２期 200            - 43                      

27 岐阜県 可児市 農村地域防災減災事業 可茂南部３期 446            - 20                      事業着手

28 岐阜県
美濃加茂市、
坂祝町ほか

農村地域防災減災事業 可茂北部 250            - 130                    

29 岐阜県 八百津町 農村地域防災減災事業 可茂北部２期 490            - 10                      

30 岐阜県
多治見市、土
岐市ほか

農村地域防災減災事業 東濃 450            - 130                    

31 岐阜県 瑞浪市 農村地域防災減災事業 瑞浪１期 277            - 17                      事業着手

32 岐阜県
恵那市、中津
川市

農村地域防災減災事業 恵那 350            - 14                      

33 岐阜県 中津川市 農村地域防災減災事業 中津川１期 484            - 17                      

34 岐阜県 中津川市 農村地域防災減災事業 中津川２期 483            - 22                      

35 岐阜県 中津川市 農村地域防災減災事業 二軒屋 90             - 20                      

36 岐阜県 川辺町 農村地域防災減災事業 木曽川右岸用水川辺 490            - 10                      事業着手
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

37 岐阜県 揖斐川町 農村地域防災減災事業 谷汲池 199            - 74                      

38 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 鵜森三郷 1,500         3.45           20                      

39 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 静里 1,077         1.67           143                    

40 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 鵜森 1,514         6.43           20                      

41 岐阜県 山県市 農村地域防災減災事業 伊自良 137            - 47                      

42 岐阜県 各務原市 農村地域防災減災事業 寒洞 200            - 10                      事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

43 岐阜県 大垣市 復旧治山事業 初谷 125            - 27                      

44 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 足打谷 1,792         3.26           51                      

45 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 則重 272            - 69                      

46 岐阜県 瑞浪市 復旧治山事業 小松ヶ洞 151            - 19                      

47 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 矢平 120            - 34                      

48 岐阜県 中津川市 水源森林再生対策事業 中津川 880            - 103                    

49 岐阜県 中津川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

丸野 559            - 99                      

50 岐阜県 白川村 復旧治山事業 木滝 163            - 13                      

51 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 尾洞 236            - 55                      

52 岐阜県 御嵩町 復旧治山事業 板良洞 70             - 18                      

53 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 芦谷 240            - 30                      

54 岐阜県 大垣市 復旧治山事業 奥山 104            - 43                      

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

55 岐阜県 高山市 復旧治山事業 国府町桐谷 78             - 22                      

56 岐阜県 各務原市 復旧治山事業 松が丘 166            - 41                      

57 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 障子洞 175            - 80                      

58 岐阜県 土岐市 復旧治山事業 東山 85             - 19                      

59 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 平石 273            - 58                      

60 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 小郷東 96             - 37                      

61 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 厚谷 236            - 93                      

62 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 小峠 182            - 33                      

63 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 白谷 155            - 83                      

64 岐阜県 白川村 復旧治山事業 一匹洞 126            - 57                      

65 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 月ヶ洞 80             - 25                      

66 岐阜県 飛騨市 復旧治山事業 ナラサコ 81             - 35                      
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

67 岐阜県 白川村 復旧治山事業 タロビ 99             - 49                      

68 岐阜県 養老町 復旧治山事業 滝谷 331            - 26                      

69 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 エイレイ寺谷 120            - 16                      

70 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 初河山 80             - 33                      

71 岐阜県 白川町 復旧治山事業 大利 146            - 19                      

72 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 杉ヶ平 100            - 33                      

73 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 高岩ス 206            - 71                      

74 岐阜県 恵那市
奥地保安林保全緊急対策
事業

奥達原 137            - 41                      

75 岐阜県 養老町 復旧治山事業 表山 466            - 75                      事業着手

76 岐阜県 関市 復旧治山事業 大洞中洞 80             - 18                      事業着手

77 岐阜県 関市
奥地保安林保全緊急対策
事業

ナラ谷 130            - 52                      事業着手

78 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 平畑山 92             - 36                      事業着手
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

79 岐阜県 下呂市
奥地保安林保全緊急対策
事業

桜洞 488            - 113                    事業着手

80 岐阜県 高山市 復旧治山事業 湯ノ平 382            - 50                      事業着手

81 岐阜県 高山市 復旧治山事業 カルカヤ 85             - 30                      事業着手

82 岐阜県 本巣市 保安林整備事業 本谷 1               - 1                        

83 岐阜県 瑞浪市 保安林整備事業 大狭間 外 4               - 4                        

84 岐阜県 土岐市 保安林整備事業 賤ヶ洞 外 5               - 5                        

85 岐阜県
高山市、飛騨
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

宮・庄川 5,087         5.16           821                    

86 岐阜県
美濃加茂市、
坂祝町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

飛騨川 4,379         5.69           707                    

87 岐阜県
岐阜市、各務
原市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

長良川 4,529         6.36           731                    

88 岐阜県
大垣市、海津
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

揖斐川 1,578         6.25           251                    

89 岐阜県
可児市、御嵩
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

木曽川 2,680         5.88           433                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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 - 8



交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 岐阜県 農山漁村地域整備交付金 2,532                   

2 岐阜県 美しい森林づくり基盤整備交付金 15                       

（注）「当該予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該予算の
配分額（国費）
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（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-24 岐阜県 森林環境保全整備事業 宮・庄川 高山市、飛騨市、白川村

直-25 岐阜県 森林環境保全整備事業 飛騨川 下呂市、七宗町、八百津町、東白川村

直-26 岐阜県 森林環境保全整備事業 長良川 岐阜市、関市、美濃市、山県市、郡上市

直-28 岐阜県 森林環境保全整備事業 木曽川 中津川市、瑞浪市、恵那市

補-5 岐阜県 農業基盤整備促進事業 西濃３期 海津市、養老町、垂井町、輪之内町

補-12 岐阜県
農業水利施設保全合理化
事業

各務用水三期 岐阜市、関市、各務原市

補-25 岐阜県 農村地域防災減災事業 可茂南部１期 可児市、御嵩町、多治見市、瑞浪市

補-28 岐阜県 農村地域防災減災事業 可茂北部 美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町

補-30 岐阜県 農村地域防災減災事業 東濃 多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市

補-85 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮・庄川 高山市、飛騨市、白川村

補-86 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

飛騨川
美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、
下呂市

補-87 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長良川 岐阜市、各務原市、山県市、関市、美濃市、郡上市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

補-88 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

揖斐川
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、大野町、池田町、本巣
市

補-89 岐阜県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

木曽川 可児市、御嵩町、多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
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