
岐阜　直轄　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （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           84                   

（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　 - 2

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　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 3.01 273                 

（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　機構　 - 1

機構営事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 岐阜県
水資源機構かんがい排
水事業

木曽川右岸施設
緊急改築

3,252         用水路L=9kmほか 1.11           732                 

（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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画



岐阜　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 岐阜県

岐阜市、羽島
市、各務原
市、岐南町、
笠松町

農業競争力強化基盤整備
事業

羽島４期 6,258         1.04           237                    

2 岐阜県

岐阜市、羽島
市、各務原
市、岐南町、
笠松町

農業競争力強化基盤整備
事業

羽島５期 6,258         1.04           8                        

3 岐阜県
海津市、養老
町、垂井町

農業基盤整備促進事業 西濃２期 330            - 30                      事業着手

4 岐阜県 中津川市 農業基盤整備促進事業 恵那 27             - 15                      事業着手

5 岐阜県 揖斐川町 農業基盤整備促進事業 谷汲 34             - 34                      事業着手

6 岐阜県 中津川市 農業基盤整備促進事業 中津川北部 15             - 15                      事業着手

7 岐阜県 飛騨市 農業基盤整備促進事業 古川西 23             - 23                      事業着手

8 岐阜県 郡上市 農業基盤整備促進事業 郡上西部 35             - 35                      事業着手

9 岐阜県 中津川市 農業基盤整備促進事業 中津川西部 91             - 91                      事業着手

10 岐阜県 高山市 農業基盤整備促進事業 南高山 33             - 33                      事業着手

11 岐阜県 大垣市 農業基盤整備促進事業 かみいしづ 80             - 80                      事業着手

 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　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

12 岐阜県 揖斐川町 農業基盤整備促進事業 揖斐川北部 126            - 126                    事業着手

13 岐阜県 郡上市 農業基盤整備促進事業 大和南 145            - 145                    事業着手

14 岐阜県 下呂市 農業基盤整備促進事業 下呂北部 73             - 73                      事業着手

15 岐阜県
七宗町、八百
津町、白川
町、東白川村

農業基盤整備促進事業 加茂北部 65             - 65                      事業着手

16 岐阜県 郡上市 農業基盤整備促進事業 八幡 56             - 56                      事業着手

17 岐阜県 恵那市 農業基盤整備促進事業 恵那北部 94             - 94                      事業着手

18 岐阜県 飛騨市 農業基盤整備促進事業 神岡 53             - 53                      事業着手

19 岐阜県
大垣市、安八
町

農業水利施設保全合理化
事業

揖斐川以東第二期 413            - 61                      

20 岐阜県
岐阜市、本巣
市、北方町

農業水利施設保全合理化
事業

席田用水二期 100            - 10                      

21 岐阜県 安八町
農業水利施設保全合理化
事業

森部 98             - 10                      

22 岐阜県 羽島市
農業水利施設保全合理化
事業

桑原一期 453            - 13                      

 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



岐阜　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

23 岐阜県 関市、美濃市
農業水利施設保全合理化
事業

曽代用水二期 175            - 40                      

24 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            - 75                      

25 岐阜県
岐阜市、関
市、各務原市

農業水利施設保全合理化
事業

各務用水二期 150            - 125                    

26 岐阜県 中津川市
農業水利施設保全合理化
事業

西山 250            - 60                      

27 岐阜県 垂井町
農業水利施設保全合理化
事業

垂井二期 287            - 130                    

28 岐阜県 揖斐川町
震災対策農業水利施設整
備事業

谷汲池 199            - 10                      事業着手

29 岐阜県 海津市
震災対策農業水利施設整
備事業

腰越２号 106            - 45                      

30 岐阜県
神戸町、大垣
市、瑞穂市

震災対策農業水利施設整
備事業

柳瀬 1,260         1.34           101                    

31 岐阜県 養老町
震災対策農業水利施設整
備事業

多芸 515            - 40                      

32 岐阜県 大垣市
震災対策農業水利施設整
備事業

鵜森三郷 1,500         3.57           49                      

33 岐阜県 大垣市
震災対策農業水利施設整
備事業

静里 1,124         1.67           52                      

34 岐阜県
羽島市、笠松
町、岐阜市

震災対策農業水利施設整
備事業

逆川１期 1,432         1.23           201                    

 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



岐阜　補助　 - 4

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

35 岐阜県 御嵩町 農村地域防災減災事業 比衣 167            - 60                      

36 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 新堀川 420            - 95                      

37 岐阜県 下呂市 農村地域防災減災事業 連合 150            - 50                      

38 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            - 39                      

39 岐阜県
可児市、御嵩
町、多治見
市、瑞浪市

農村地域防災減災事業 可茂南部１期 480            - 111                    

40 岐阜県 御嵩町 農村地域防災減災事業 可茂南部２期 200            - 20                      事業着手

41 岐阜県

美濃加茂市、
坂祝町、富加
町、川辺町、
八百津町

農村地域防災減災事業 可茂北部 250            - 26                      事業着手

42 岐阜県
多治見市、土
岐市、瑞浪
市、恵那市

農村地域防災減災事業 東濃 450            - 29                      事業着手

43 岐阜県
中津川市、恵
那市

農村地域防災減災事業 恵那 350            - 23                      事業着手

44 岐阜県 恵那市 農村地域防災減災事業 中部用水 369            - 80                      

（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。

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

 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。



岐阜　補助　 - 5

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

45 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 椎高山 383            - 24                      

46 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 東洞 320            - 50                      

47 岐阜県 海津市 復旧治山事業 飯森 146            - 80                      

48 岐阜県 養老町 復旧治山事業 小倉山 296            - 110                    

49 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 門ヶ谷 226            - 36                      

50 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 馬本 108            - 51                      

51 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 向山 724            - 540                    

52 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 水沢上 509            - 60                      

53 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 則重 272            - 75                      

54 岐阜県 八百津町 復旧治山事業 狐塚 85             - 50                      

55 岐阜県 瑞浪市 復旧治山事業 小松ヶ洞 151            - 55                      

56 岐阜県 恵那市 復旧治山事業 高井戸 154            - 55                      

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

 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



岐阜　補助　 - 6

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

57 岐阜県 恵那市 復旧治山事業 番内 104            - 63                      

58 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 カクラ山 340            - 115                    

59 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 あらや 85             - 46                      

60 岐阜県
垂井町、池田
町

水源森林再生対策事業 梅谷、片山 555            - 65                      

61 岐阜県 中津川市 水源森林再生対策事業 中津川 880            - 104                    

62 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 横挽 142            - 76                      事業着手

63 岐阜県 中津川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

丸野 458            - 257                    

64 岐阜県 八百津町 復旧治山事業 臨コ山 130            - 32                      

65 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 武佐原 178            - 48                      

66 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 から谷 112            - 112                    事業着手

67 岐阜県 白川村 復旧治山事業 木滝 163            - 34                      

68 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 尾洞 236            - 61                      事業着手

 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



岐阜　補助　 - 7

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

69 岐阜県 白川町 復旧治山事業 島垣道 200            - 60                      事業着手

70 岐阜県 御嵩町 復旧治山事業 板良洞 70             - 40                      事業着手

71 岐阜県 多治見市 復旧治山事業 大山 100            - 35                      事業着手

72 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 芦谷 83             - 83                      事業着手

73 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 西山 164            - 52                      

74 岐阜県 飛騨市 防災林造成事業 井ノコ谷 103            - 71                      

75 岐阜県 関市
奥地保安林保全緊急対策
事業

大谷 173            - 71                      事業着手

76 岐阜県 下呂市
奥地保安林保全緊急対策
事業

葛谷 125            - 39                      

77 岐阜県 白川村 保安林整備事業 上長山 25             - 13                      

78 岐阜県 本巣市 保安林整備事業 本谷 2               - 2                        事業着手

79 岐阜県 揖斐川町 保安林整備事業 黒津外 9               - 9                        事業着手

80 岐阜県 瑞浪市 保安林整備事業 大狭間 2               - 2                        事業着手

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

 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



岐阜　補助　 - 8

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

81 岐阜県 土岐市 保安林整備事業 大沢外 3               - 3                        事業着手

82 岐阜県 中津川市 保安林整備事業 横挽外 19             - 19                      事業着手

83 岐阜県 恵那市 保安林整備事業 番屋外 20             - 20                      事業着手

84 岐阜県 高山市 保安林整備事業 虫喰畑 1               - 1                        事業着手

85 岐阜県 恵那市 林業専用道等整備事業 大沢線 210            - 62                      

86 岐阜県 郡上市 林業専用道等整備事業 八幡・高山線 19             - 19                      

87 岐阜県 垂井町 林業専用道等整備事業 明神線 152            - 52                      

88 岐阜県 八百津町 林業専用道等整備事業 権現線 91             - 31                      

89 岐阜県 白川町 林業専用道等整備事業 頭谷丸山線 49             - 27                      

90 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           263                    

91 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           226                    

92 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           234                    

 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



岐阜　補助　 - 9

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

93 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             82                        

94 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             138                       

（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。

 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



岐阜　直轄（ゼロ国）　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 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 3.01 184                 

（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
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補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 足打谷 1,792         3.26           115                    

2 岐阜県 関市 復旧治山事業 盲目洞 140            － 48                      

3 岐阜県 郡上市 復旧治山事業 相谷 310            － 41                      

4 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 平田 284            － 87                      

5 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 矢平 120            － 52                      

6 岐阜県 高山市 復旧治山事業 長谷山 360            － 87                      

7 岐阜県 大垣市 復旧治山事業 東屋敷 92             － 43                      事業着手

8 岐阜県 大垣市 復旧治山事業 奥山 104            － 76                      事業着手

9 岐阜県 揖斐川町 復旧治山事業 白倉 122            － 122                    事業着手

10 岐阜県 高山市 復旧治山事業 国府町桐谷 78             － 78                      事業着手

（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。

 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
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交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 岐阜県 農山漁村地域整備交付金 3,116                   

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）
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