
直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 岐阜県
高山市、飛騨市
ほか

森林環境保全整備事
業

宮・庄川 3,329         
更新面積531ha、保育面積
9,897ha、路網開設延長
33.5km

7.74           54                   
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「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

岐阜　直轄 - 1



補助事業（平成２６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 314            - 100                    

2 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            - 17                      

3 岐阜県 大垣市 農村地域防災減災事業 静里 1,077         1.67           21                      

（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・市町村名
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２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 岐阜県 下呂市 復旧治山事業 カクラ山 340            - 100                    

5 岐阜県 東白川村 復旧治山事業 手掛岩 131            - 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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

岐阜　補助 - 2



交付金等（平成２６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 158                      

（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）

岐阜　交付金 - 1



直轄事業（平成２６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 関市 直轄治山事業 板取川地区 5,360         山腹工 14ha、渓間工 64基 1.71           49                   
全体計画の変更による事
業費等の変更

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 三方崩（弓ヶ洞） 359            渓間工5基 - 48                   

5 岐阜県 中津川市 復旧治山事業 高時谷（五色沢） 570            渓間工7基、山腹工2.26ha - 40                   

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

7 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                   

8 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 - 105                 

（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。

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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

岐阜　直轄（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６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 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            - 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・市町村名
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２６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 大垣市 復旧治山事業 奥山 104            - 43                      

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

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

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

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

7 岐阜県 飛騨市 復旧治山事業 ナラサコ 81             - 35                      

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

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

10 岐阜県 恵那市
奥地保安林保全緊急対策
事業

奥達原 137            - 41                      

（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・市町村名
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



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-1 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

補-2 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

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

岐阜　参考 - 1


