
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月07日

計画の名称 社会インフラが災害に強く、安全に利用できる岐阜県づくり（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３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 南海トラフの巨大地震や内陸型直下地震の発生や、社会インフラの高齢化や道路利用環境の変化による事故等の発生が懸念されることから、

総合的な社会インフラの再構築を進めるため、事前防災・減災対策のほか、併せて施設の高齢化対策、交通事故対策等を効果的に組み合わせた総合的な対策を進め、

県民が安全で、安心して暮らせる地域づくりを進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              77,689  Ａ              77,623  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                  66 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末） （R1末） （R3末）

   1 県管理道路における緊急輸送道路ネットワーク上の斜面の落石対策を推進するものとし、令和5年度までに対策を完了する。

県管理道路の緊急輸送道路ネットワーク上における斜面の落石対策の要対策箇所の進捗率から算出する。 25% 73% 96%

〔（ Ｈ２８年末までの対策済要対策箇所数＋Ｈ２９以降対策済要対策箇所数 ）／ Ｈ２８年末時点の要対策箇所数 〕

   2 県管理道路における緊急輸送道路ネットワーク上の亜炭鉱廃坑の崩落を防ぐ路面対策を推進するものとし、平成30年度までに対策を完了する。

県管理道路の緊急輸送道路ネットワーク上における亜炭鉱廃坑の崩落を防ぐ路面対策を要対策箇所の延長から進捗率から算出する。 85% 100% 100%

〔（ Ｈ２８年末までの対策済延長＋Ｈ２９以降対策済延長 ）／ 要対策延長 〕

   3 県管理道路の死傷事故を、約1割削減する。

県警の統計データより、県管理道路の死傷者事故件数削減割合を算出する。 2550件 2400件 2300件

〔（ Ｈ２８年件数－R３年件数 ）／ Ｈ２８年件数 〕　≧　０．１

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 －

・岐阜県緊急輸送道路ネットワーク整備計画に基づき実施される要素事業：A100～A116、A200・定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：該当なし・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素事業：該当無し

1 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-001 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 (一)石徹白前谷線・前谷

外工区

雪崩対策　0.1km 郡上市外  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

43-A141

A01-002 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 (一)古川国府線・古川外

工区

消雪施設　4.6km 飛騨市外  ■  ■  ■  ■  ■         460 －

43-A142

A01-003 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 (主)国府見座線・蔵柱外

工区

堆雪幅確保　11km 高山市外  ■  ■  ■  ■  ■         362 －

43-A143

A01-004 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 (国)４７１号・一重ヶ根

工区

消雪施設　1km 高山市外  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

43-A144

A01-005 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 (主)神岡河合線・杉崎工

区

消雪施設　0.3km 飛騨市外  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

43-A146

A01-006 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 (国)４１７号・塚工区 雪崩対策　0.2km 揖斐川町  ■  ■  ■          20 －

43-A147

A01-007 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 (一)御岳山朝日線・胡桃

島工区

凍上対策　1.0km 高山市外  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

43-A148

1 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-008 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (主)岐阜環状線外 舗装道補修　365km 岐阜市外  ■  ■  ■  ■  ■       8,000 策定済

43-A300

A01-009 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５６号・郡上市～

白川村

舗装道補修　75.4km 郡上市～白川村  ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

43-A301

A01-010 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５７号・岐阜市～

本巣市

舗装道補修　72.4km 岐阜市～本巣市  ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

43-A302

A01-011 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５８号・高山市 舗装道補修　95.6km 高山市  ■  ■  ■  ■  ■         650 策定済

43-A303

A01-012 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２４８号・岐阜市～

多治見市

舗装道補修　44.9km 岐阜市～多治見

市

 ■  ■  ■  ■  ■         450 策定済

43-A304

A01-013 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５６号・岐阜市～

中津川市

舗装道補修　161.3km 岐阜市～中津川

市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,000 策定済

43-A305

A01-014 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５７号・恵那市～

高山市

舗装道補修　102.3km 恵那市～高山市  ■  ■  ■  ■  ■         650 策定済

43-A306

2 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-015 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３０３号・本巣市～

揖斐川町

舗装道補修　51.7km 本巣市～揖斐川

町

 ■  ■  ■  ■  ■         480 策定済

43-A307

A01-016 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６０号・飛騨市～

白川村

舗装道補修　57.0km 飛騨市～白川村  ■  ■  ■  ■  ■         550 策定済

43-A308

A01-017 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６１号・高山市 舗装道補修　48.0km 高山市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

43-A309

A01-018 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６３号・土岐市～

中津川市

舗装道補修　58.2km 土岐市～中津川

市

 ■  ■  ■  ■  ■         550 策定済

43-A310

A01-019 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６５号・大垣市～

関ヶ原町

舗装道補修　19.8km 大垣市～関ヶ原

町

 ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

43-A311

A01-020 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１７号・揖斐川町

～大垣市

舗装道補修　45.2km 揖斐川町～大垣

市

 ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

43-A312

A01-021 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１８号・本巣市～

恵那市

舗装道補修　131.8km 本巣市～恵那市  ■  ■  ■  ■  ■         800 策定済

43-A313

3 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-022 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７１号・飛騨市～

高山市

舗装道補修　55.7km 飛騨市～高山市  ■  ■  ■  ■  ■         600 策定済

43-A314

A01-023 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７２号・郡上市 舗装道補修　29.4km 郡上市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

43-A315

A01-024 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 標識点検 点検 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A700

A01-025 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 道路付属物点検 点検 県内一円  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A701

A01-026 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 法面点検 点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         640 －

43-A702

A01-027 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 路面性状調査 点検 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A703

A01-028 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 ボックス点検 点検 県内一円  ■  ■  ■  ■         205 －

43-A704

A01-029 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (国)４７１号外・道路付

属物修繕

道路付属物修繕　23.3km 飛騨市　外  ■  ■  ■  ■  ■       1,150 －

43-A800

4 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-030 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）岐阜関ヶ原線外・

道路付属物修繕

道路付属物修繕　16.7km 岐阜市　外  ■  ■  ■  ■  ■       1,350 －

43-A801

A01-031 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）１５６号・郡上、

高山工区

落石対策　1.1㎞ 白川村外  ■  ■  ■  ■  ■       1,130 －

43-A100

A01-032 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５７号・岐阜工区 落石対策　1.1㎞ 本巣市外  ■  ■  ■  ■  ■          80 －

43-A101

A01-033 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５８号・郡上、高

山、古川工区

落石対策　0.4km 高山市外  ■  ■  ■  ■  ■         240 －

43-A102

A01-034 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２４８号・美濃、可

茂、多治見工区

落石対策　0.2km 多治見市内外  ■  ■         200 －

43-A103

A01-035 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５６号・岐阜、美

濃、郡上、可茂、恵那、

下呂工区

落石対策　4.4km 関市外  ■  ■  ■  ■  ■       2,110 －

43-A104

5 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-036 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５７号・恵那、下

呂、高山工区

落石対策　1.0km 恵那市外  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

43-A105

A01-037 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３０３号・揖斐工区 落石対策　0.5km 揖斐川町外  ■  ■  ■  ■  ■         350 －

43-A106

A01-038 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６０号・高山、古

川工区

落石対策　1.7km 飛騨市外  ■  ■  ■  ■  ■         410 －

43-A107

A01-039 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６１号・高山工区 落石対策　2.5km 高山市外  ■  ■          80 －

43-A108

A01-040 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６３号・多治見、

恵那工区

落石対策　0.7km 恵那市外  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

43-A109

A01-041 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６５号・大垣工区 落石対策　0.3km 大垣市外  ■  ■  ■  ■  ■          90 －

43-A110

A01-042 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１７号・揖斐工区 落石対策　2.2km 揖斐川町外  ■  ■  ■  ■  ■       1,080 －

43-A111

6 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-043 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１８号・岐阜、美

濃、可茂、恵那工区

落石対策　1.1km 恵那市外  ■  ■  ■  ■  ■         240 －

43-A112

A01-044 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７１号・古川工区 落石対策　1.0㎞ 飛騨市外  ■  ■  ■  ■  ■         841 －

43-A113

A01-045 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７２号・郡上、高

山工区

落石対策　0.2㎞ 郡上市外  ■  ■  ■  ■  ■         940 －

43-A114

A01-046 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (主)白鳥板取線ほか５３

路線・郡上、下呂、高山

、古川工区

落石対策　13.6㎞ 郡上市外  ■  ■  ■  ■  ■       4,520 －

43-A115

A01-047 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (一)上白金真砂線ほか８

１路線・岐阜、大垣、揖

斐、美濃、可茂、多治見

、恵那工区

落石対策　14.0km 岐阜市外  ■  ■  ■  ■  ■       3,650 －

43-A116

A01-048 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (主)多治見白川線外　路

面陥没対策

路面陥没対策　7.4㎞ 御嵩町外  ■  ■  ■  ■       1,430 －

43-A200

7 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-049 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)１５６号外 防護柵、カラー舗装等 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

43-A400

A01-050 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜南濃線外 防護柵、カラー舗装等 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

43-A401

A01-051 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)２５６号外 道路標識 県内一円  ■  ■         300 －

43-A404

A01-052 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜南濃線外 道路標識 県内一円  ■  ■         300 －

43-A405

A01-053 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)北野乙狩線・出屋敷

工区

歩道整備　0.9km 岐阜市  ■  ■  ■  ■  ■         180 －

43-A410

A01-054 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)関本巣線・高富工区 歩道整備　0.2㎞ 山県市  ■  ■  ■  ■  ■         230 －

43-A411

A01-055 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜南濃線・足近町

工区

交差点改良　0.3㎞ 羽島市  ■  ■  ■  ■         110 －

43-A413

8 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-056 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)関本巣線・高富工区 自歩道設置　0.2㎞ 山県市  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

43-A414

A01-057 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)中之元古川線・野工

区

歩道整備　0.7㎞ 大野町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A416

A01-058 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)４１７号・粕ヶ原工

区

歩道整備　0.2㎞ 池田町  ■  ■  ■          90 －

43-A417

A01-059 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)美濃洞戸線・安毛工

区

歩道整備　0.5㎞ 美濃市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

43-A418

A01-060 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)関金山線・下之保多

良木工区

歩道整備　0.5㎞ 関市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A419

A01-061 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)中津川田立線・北野

工区

歩道設置　0.5㎞ 中津川市  ■  ■  ■  ■  ■         280 －

43-A420

9 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-062 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)福岡坂下線・坂下工

区

歩道整備　0.7㎞ 中津川市  ■  ■  ■  ■  ■         130 －

43-A422

A01-063 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)穂積巣南線・十九条

２工区

歩道整備　0.1㎞ 瑞穂市  ■  ■          10 －

43-A423

A01-064 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)大垣養老公園線・高

田工区

歩道整備　0.1㎞ 養老町  ■          25 －

43-A425

A01-065 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）１５６号　福島工

区

バイパス L=2.4km 白川村  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A500

A01-066 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）２５７号　馬瀬川

上工区

バイパス L=1.8km 下呂市  ■  ■  ■  ■  ■       2,800 －

43-A501

A01-067 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）３０３号　西横山

バイパス

バイパス L=2.6km 揖斐川町  ■  ■  ■  ■  ■       2,500 －

43-A502

10 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-068 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）３６０号　打保工

区

バイパス L=7.6km 飛騨市  ■  ■  ■  ■  ■       2,385 －

43-A503

A01-069 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）３６１号　日和田

工区

バイパス L=2.1km 高山市  ■         215 －

43-A504

A01-070 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）４１７号　横山鶴

見バイパス

バイパス L=1.3km 揖斐川町  ■  ■  ■         580 －

43-A505

A01-071 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）金山明宝線　畑佐

工区

バイパス L=3.4km 郡上市  ■  ■  ■  ■  ■       2,900 －

43-A506

A01-072 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）可児金山線　飯高

工区

バイパス L=0.7km 七宗町  ■  ■  ■  ■         480 －

43-A507

A01-073 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）可児金山線　飯高

Ⅱ工区

バイパスL=0.6km 七宗町  ■         100 －

43-A508

11 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-074 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）門和佐瀬戸線　二

の樽工区

バイパス L=0.5km 下呂市  ■  ■  ■  ■  ■         230 －

43-A509

A01-075 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）白川福岡線　黒川

工区

バイパス L=0.7km 白川町  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A510

A01-076 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）上野関線　大矢田

工区

バイパス L=0.6km 美濃市  ■  ■  ■  ■  ■       1,860 －

43-A511

A01-077 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）恵那蛭川東白川線

　遠ヶ根工区

バイパス L=0.8km 中津川市  ■  ■  ■         260 －

43-A512

A01-078 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）川合垂井線　古屋

工区

バイパス L=0.6km 揖斐川町  ■          50 －

43-A513

A01-079 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （一）川合垂井線　川合

工区

法面対策 L=0.7km 揖斐川町  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A600

12 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-080 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）大和美並線　山田

工区

法面対策 L=0.1km 郡上市  ■  ■  ■         200 －

43-A601

A01-081 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）宮萩原線　山之口

工区

法面対策 L=2.2km 下呂市  ■  ■  ■  ■         170 －

43-A602

A01-082 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）３６１号　下之向

工区

橋梁修繕 L=0.6km 高山市  ■  ■  ■         100 －

43-A603

A01-083 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）３６０号　河合橋

工区

橋梁修繕 L=0.3km 飛騨市  ■          20 －

43-A604

A01-084 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）川島三輪線　藍川

橋工区

橋梁修繕 L=0.3km 岐阜市  ■         200 －

43-A605

A01-085 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）２５７号　黒石工

区

法面対策 L=3.1km 下呂市  ■          50 －

43-A606

13 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-086 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）春日揖斐川線　白

川工区

法面対策 L=0.4km 揖斐川町  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A607

A01-087 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）岐阜美濃線　山崎

大橋工区

橋梁修繕 L=0.8km 美濃市  ■          50 －

43-A608

A01-088 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）恵那蛭川東白川線

　遠ヶ根工区

法面対策 L=0.8km 中津川市  ■          20 －

43-A609

A01-089 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）岐阜美山線　梅原

工区

歩道整備 L=0.8km 山県市  ■  ■  ■  ■  ■         420 －

43-A650

A01-090 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）岐阜巣南大野線　

下磯麻生工区

交差点改良 L=0.6km 大野町  ■  ■  ■         400 －

43-A651

A01-091 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）国府見座線　八日

町工区

視距改良 L=1.7km 高山市  ■  ■  ■  ■  ■         800 －

43-A652

14 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-092 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）井尻八百津線　八

百津工区

歩道設置 L=1.0km 御嵩町、八百津

町

 ■          30 －

43-A653

A01-093 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）２４８号　光ヶ丘

工区

歩道整備 L=0.2km 多治見市  ■  ■  ■  ■         350 －

43-A654

A01-094 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）１５６号　牧工区 登坂車線 L=1.2km 白川村  ■          30 －

43-A655

A01-095 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）文殊茶屋新田線　

次木工区

交差点改良 L=0.5km 岐阜市  ■  ■  ■         250 －

43-A656

A01-096 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）岐阜美山線　安食

工区

交差点改良 L=0.9km 岐阜市  ■  ■  ■  ■         300 －

43-A657

A01-097 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 (国)１５６号・椿原外工

区

雪崩対策　2.8km 白川村外  ■  ■  ■  ■  ■         520 －

43-A140

A01-098 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 (国)３６１号・日和田外

工区

雪崩対策　0.2km 高山市外  ■  ■  ■          40 －

43-A145

15 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-099 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)２５６号外 情報提供装置 県内一円  ■         300 －

43-A406

A01-100 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)大垣大野線外 情報提供装置 県内一円  ■  ■         700 －

43-A407

A01-101 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 除雪（

機械）

除雪機械調達及び除雪指

示機器増設

除雪機械の更新・増強及び除

雪指示機器増設

県内一円  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A350

A01-102 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

除雪（

機械）

除雪機械調達及び除雪指

示機器増設

除雪機械の更新・増強及び除

雪指示機器増設

県内一円  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A351

A01-103 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 (国)３６０号・打保外工

区

雪崩対策　１.０㎞ 飛騨市外  ■  ■  ■  ■       1,000 －

43-A149

A01-104 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）１５６号外 道路標識（ナンバリング） 県内一円  ■  ■  ■  ■         200 －

43-A440

A01-105 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)１５６号外 橋梁防護柵 県内一円  ■  ■         200 －

43-A402

16 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-106 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)岐阜羽島線外 橋梁防護柵 県内一円  ■  ■         500 －

43-A403

A01-107 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)牧田室原線・大坪工

区

歩道整備　0.2㎞ 養老町  ■  ■  ■          70 －

43-A426

A01-108 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (一)安八海津線・里工区 歩道整備　0.9㎞ 輪之内町  ■  ■  ■         120 －

43-A427

A01-109 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 道路土工構造物点検 道路土工構造物点検　県内一

円

県内一円  ■  ■  ■         420 －

A01-110 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 （一）稲越角川停車場線 雪崩対策　0.1km 飛騨市外  ■  ■  ■          52 －

A01-111 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 （国）１５６号 堆雪幅確保　9.0km 高山市外  ■  ■  ■         334 －

A01-112 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 国道 雪寒 （国）１５８号 堆雪幅確保　1.0km 高山市外  ■  ■  ■         100 －

17 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-113 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）恵那八百津線　飯

地工区

法面対策 L=0.2km 恵那市  ■  ■  ■         140 －

A01-114 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）下呂白川線　門和

佐Ⅱ工区

法面対策 L=0.7km 下呂市  ■  ■  ■         210 －

A01-115 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）鹿倉白山線　白山

工区

法面対策 L=1.6km 郡上市  ■  ■  ■         360 －

A01-116 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）363号　阿木川上工

区

道路拡幅 L=1.1km 中津川市  ■  ■  ■         390 －

A01-117 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）下山名丸線　名丸

工区

道路拡幅 L=0.4km 下呂市  ■  ■          74 －

A01-118 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）418号　上矢作バイ

パス

道路拡幅 L=0.4km 恵那市  ■  ■  ■         320 －

18 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-119 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）豊田明智線　大小

屋工区

道路拡幅 L=0.4km 恵那市  ■  ■  ■         170 －

A01-120 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）418号　佐々良木工

区

道路拡幅 L=0.2km 恵那市  ■          40 －

A01-121 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜関ヶ原線外・交

差点名改善

交差点名改善 県内一円  ■  ■  ■         100 －

A01-122 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)１５７号外・点字ブ

ロック整備

点字ブロック整備 県内一円  ■  ■  ■          80 －

A01-123 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜停車場線外・点

字ブロック整備

点字ブロック整備 県内一円  ■  ■  ■          30 －

A01-124 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 (国)１５７号外・事故危

険箇所対策

事故危険箇所対策 県内一円  ■  ■          15 －

19 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-125 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 (主)岐阜南濃線外・事故

危険箇所対策

事故危険箇所対策 県内一円  ■  ■          40 －

A01-126 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）２５６号　付知工

区

登坂車線　L=0.4km 中津川市  ■  ■  ■         705 －

A01-127 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）苗木恵那線　並松

工区

交差点改良　L=0.4km 中津川市  ■  ■         500 －

A01-128 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）富加坂祝線　黒岩

工区

歩道整備　L=0.6km 坂祝町  ■  ■  ■         400 －

A01-129 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）３６０号　宮川工

区

バイパス　L=7.6km 飛騨市  ■  ■  ■         200 －

A01-130 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）金山明宝線　明宝

工区

バイパス　L=3.4km 郡上市  ■  ■  ■       1,000 －

20 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-131 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）３６３号　阿木北

工区

道路拡幅　L=1.7km 中津川市  ■  ■  ■          50 －

A01-132 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）山東本巣線　西津

汲工区

道路拡幅　L=0.4km 揖斐川町  ■  ■         150 －

A01-133 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）恵那蛭川東白川線

　遠ヶ根南工区

道路拡幅　L=1.0km 中津川市  ■  ■         295 －

A01-134 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （一）門和佐瀬戸線　お

んじ工区

バイパス　L=0.6km 下呂市  ■  ■         490 －

A01-135 道路 雪寒 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

雪寒 （主）白鳥明宝線 堆雪幅確保　1.0km 郡上市  ■  ■         100 －

A01-136 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）岐阜南濃線　外 防護柵等 岐阜土木管内  ■  ■          80 －

未就学児

21 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-137 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）南濃北勢線　外 防護柵等 大垣土木管内  ■  ■          20 －

未就学児

A01-138 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）156号　外 防護柵等 郡上土木管内  ■  ■           5 －

未就学児

A01-139 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）可児金山線　外 防護柵等 可茂土木管内  ■  ■          10 －

未就学児

A01-140 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （主）土岐足助線　外 防護柵等 多治見土木管内  ■  ■          10 －

未就学児

A01-141 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）恵那停車場線　外 防護柵等 恵那土木管内  ■  ■          20 －

未就学児

A01-142 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）158号　外 防護柵等 高山土木管内  ■  ■          20 －

未就学児

A01-143 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）471号　外 防護柵等 古川土木管内  ■  ■          20 －

未就学児

22 案件番号： 0000152763



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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

道路事業 A01-144 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）417号・本郷工区 歩道整備　L=0.2km 池田町  ■  ■         200 －

A01-145 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

交安 （一）各務原美濃加茂線

　外

道路情報提供装置 美濃加茂市　外  ■  ■  ■         200 －

A01-146 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 交安 （国）156号　外 道路標識 全市町村  ■  ■  ■         400 －

 小計      77,623

合計      77,623

23 案件番号： 0000152763



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

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 H29 H30 H31 R02 R03 （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

円滑化地籍整備事業 D17-001 地籍整備 一般 岐阜県 間接 恵那市 － － 恵那市　社会資本整備円

滑化地籍整備事業

面積　1.98km2 恵那市  ■  ■  ■          66 －

落石対策事業（43-A116）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計          66

合計          66

1 案件番号： 0000152763



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30

配分額 (a)                   4,601                   3,700

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

交付額 (c=a+b)                   4,601                   3,700

前年度からの繰越額 (d)                   1,434                   3,397

支払済額 (e)                   2,638                   4,805

翌年度繰越額 (f)                   3,397                   2,292

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

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       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： 0000152763


