
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月16日

計画の名称 愛知岐阜長野における広域的産業・物流活性化計画

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岐阜県

計画の目標 　本地域は、世界トップクラスの自動車関連産業、世界市場への参入を目指す航空宇宙産業などの関連企業が集積した工業団地や、全国でも上位を占める農産物、高級

国産木材として有名な木曽ヒノキを中心とした木材などの流通施設において、密接な連携により産業・物流活動が活発に行われている。さらに、低燃料・次世代自動車、航

空旅客機などの世界的な需要の拡大、全国的な食の安心・安全への要求の高まりや信頼性の高い国産木材の需要の増加が見込まれるとともに、既存の中央自動車道、

東名高速道路、東海北陸自動車道に加え、新東名高速道路の愛知県内の開通、東海環状自動車道、三遠南信自動車道など高規格幹線道路の整備が進められており、

「愛知・岐阜・長野地域」において産業のポテンシャルが飛躍的に高まっている。このポテンシャルを高めるべく、高規格道路と産業拠点とのアクセス道路の整備により、物

流の効率性を高め、ストック効果の最大化や広域的な競争力を強化し、本地域のさらなる産業活性化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,000  Ａ               3,000  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28） （H30末） （H32末）

   1 【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】計画区域における製造品出荷額の増加　（Ｈ２８）８兆９,５６１億円　→　（Ｈ３２）９兆５,１１８億円

【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】愛知岐阜長野の計画区域における製造品出荷額の増加 89561億円 億円 95118億円

   2 【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】計画区域における農林産出額の増加　　（Ｈ２８）４,５５７億円　　　→　（Ｈ３２）４,７３０億円

【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】愛知岐阜長野の計画区域における農林産出額の増加 4557億円 億円 4730億円

 （農林産出額：農業産出額及び木材生産産出額）

   3 【岐阜県の目標】製造品出荷額の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２８）２兆３,０４３億円　→　（Ｈ３２）２兆６,１４３億円

【岐阜県の目標】製造品出荷額の増加 23043億円 億円 26143億円

   4 【岐阜県の目標】農林産出額の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２８）１,１８５億円　　　→　（Ｈ３２）１,２６４億円

【岐阜県の目標】農林産出額の増加 1185億円 億円 1264億円

 （農林産出額：農業産出額及び木材生産産出額）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000058672



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-001 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）２４８号　大針工

区

現道拡幅 L=900m 多治見市  ■          50 －

1-A1-1

A11-002 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）２４８号　多治見

インター前工区

現道拡幅 L=521m 多治見市  ■  ■  ■  ■  ■         900 －

1-A1-2

A11-003 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 (一）土岐南多治見インタ

ー線　下石町工区

バイパス L=400m 土岐市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

1-A1-3

A11-004 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）中津川田立線　坂

下上鐘工区

現道拡幅 L=200m 中津川市  ■  ■  ■  ■         390 －

1-A1-4

A11-005 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）勝山山田線　迫間

工区

現道拡幅 L=1000m 関市  ■          30 －

1-A1-5

A11-006 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）２４８号　関イン

ター工区

現道拡幅 L=500m 関市  ■  ■  ■         200 －

1-A1-6

1 案件番号： 0000058672



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-007 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）岐阜美濃線　山崎

工区

現道拡幅 L=520m 美濃市  ■         200 －

1-A1-7

A11-008 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）多治見白川線　中

工区

交差点改良 L=200m 御嵩町  ■          20 －

1-A1-8

A11-009 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）関本巣線　千疋工

区

現道拡幅 L=300m 関市  ■         100 －

1-A1-9

A11-010 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 (一）屋井黒野線　三橋工

区

バイパス L=400m 本巣市  ■         200 －

1-A1-10

A11-011 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）岐阜巣南大野線　

西座倉工区

現道拡幅 L=300m 神戸町  ■          10 －

1-A1-11

A11-012 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）羽島養老線　福束

工区

交差点改良 L=300m 輪之内町  ■         200 －

1-A1-12

 小計       3,000

2 案件番号： 0000058672



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       3,000

3 案件番号： 0000058672



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                      78                      78                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      78                      78                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                      21                       0

支払済額 (e)                      57                      68                       0

翌年度繰越額 (f)                      21                      31                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000058672


