
　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 県民の暮らしの安全・安心を確保するため総合的な老朽化対策及び地震等の災害に備えるための事前防災・減災対策の推進（道路分野）（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 岐阜県

計画の目標 　老朽化した社会インフラの維持管理を計画的・戦略的に取り組むため、定期点検・診断、修繕・更新など、長寿命化計画を踏まえた道路施設に係る老朽化対策を重点的に進める。

　また、南海トラフの巨大地震や内陸型直下地震などの広域災害に備えるため、緊急輸送道路ネットワーク等の重点整備箇所における橋りょうの耐震対策を重点的に進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              56,620  Ａ              56,620  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

（Ｈ29末） （R2末） （R4末）

   1 ・修繕計画等に基づく道路ストックの点検を計画的に進める。

修繕計画等に基づく主要な道路施設（橋梁、トンネル、シェッド、横断歩道橋）の点検状況から算出する。 0% 60% 100%

〔 各年度の点検施設(箇所)数（累計） ／ Ｈ３０年からR４年までの点検計画に基づく要点検対象施設(箇所)数 〕

   2 ・早期措置段階と診断された道路施設に対し、修繕・更新・撤去等の対策を推進し、平成３４年度までに対策を完了する。

Ｈ２９年度末までに早期措置段階と診断された道路施設の修繕・更新・撤去の進捗率から算出する。 32% 70% 100%

〔（Ｈ２９年度末までの対策済施設数＋ Ｈ３０年以降の対策済施設数 ）／ H２９年度末早期措置段階道路施設数 〕

備考等 個別施設計画を含む 〇 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： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 橋梁点検・修繕計画更新 点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■  ■       3,700 策定済

48-A1

A01-002 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 トンネル点検・修繕計画

更新

点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■  ■       1,400 策定済

48-A2

A01-003 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 横断歩道橋点検・修繕計

画更新

点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■  ■         200 策定済

48-A3

A01-004 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 シェッド点検・修繕計画

策定更新

点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■  ■         500 未策定

48-A4

A01-005 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５６号・中村橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　1.2km 郡上市外  ■       1,350 策定済

48-A100

A01-006 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５７号・忠節橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.5ｋ

ｍ

岐阜市外  ■         150 策定済

48-A101

A01-007 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５８号・鍛冶橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.5km 高山市外  ■         600 策定済

48-A102

1 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 国道 修繕 国道２４８号・門田橋工

区

橋梁修繕・耐震補強　0.02km 関市  ■       1,050 策定済

48-A103

A01-009 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道２５６号・三掛橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.7km 白川町外  ■  ■         750 策定済

48-A104

A01-010 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道２５７号・一之瀬橋

外工区

橋梁修繕・耐震補強　1.4km 高山市外  ■  ■         750 策定済

48-A105

A01-011 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３０３号・藪川橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　1.9km 本巣市外  ■  ■         450 策定済

48-A106

A01-012 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６０号・新上村橋

外工区

橋梁修繕・耐震補強　0.5km 飛騨市外  ■  ■         300 策定済

48-A107

A01-013 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６１号・日之出橋

外工区

橋梁修繕・耐震補強　0.8km 高山市外  ■  ■         150 策定済

48-A108

2 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-014 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６３号・阿木大橋

外工区

橋梁修繕・耐震補強　0.2km 中津川市外  ■         300 策定済

48-A109

A01-015 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６５号・三谷橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.6km 大垣市外  ■         300 策定済

48-A110

A01-016 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４１７号・赤坂大橋

外工区

橋梁修繕・耐震補強　1.6km 大垣市外  ■         150 策定済

48-A111

A01-017 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４１８号・藤川橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.8km 恵那市外  ■         300 策定済

48-A112

A01-018 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４７１号・船津橋外

工区

橋梁修繕・耐震補強　0.6km 飛騨市外  ■         150 策定済

48-A113

A01-019 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （一）清見河合線・江黒

大橋外工区

橋梁修繕・耐震補強　4.1km 高山市外  ■  ■       7,650 策定済

48-A115

3 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-020 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）金山明宝線・柏谷

橋外工区

橋梁修繕・耐震補強　13.0km 下呂市外  ■  ■       3,750 策定済

48-A116

A01-021 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （一）大垣江南線・尾濃

大橋

橋梁修繕・耐震補強　0.7km 羽島市～愛知県  ■  ■       1,000 策定済

48-A117

A01-022 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）大垣一宮線・濃尾

大橋

橋梁修繕・耐震補強　0.8km 羽島市～愛知県  ■  ■         500 策定済

48-A118

A01-023 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５６号・初屋谷橋

外工区

橋梁修繕　2.3km 白川村外  ■  ■         900 策定済

48-A120

A01-024 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５７号・赤岩橋外

工区

橋梁修繕　1.2km 本巣市外  ■         100 策定済

48-A121

A01-025 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道１５８号・白樺大橋

外工区

橋梁修繕　0.9km 高山市外  ■  ■         400 策定済

48-A122

4 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-026 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道２４８号・今渡金屋

大橋外工区

橋梁修繕　0.5km 可児市外  ■         700 策定済

48-A123

A01-027 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道２５６号・付知峡大

橋外工区

橋梁修繕　1.3km 中津川市外  ■  ■         500 策定済

48-A124

A01-028 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道２５７号・上矢作橋

外工区

橋梁修繕　2.0km 恵那市外  ■  ■         500 策定済

48-A125

A01-029 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３０３号・飛鳥川橋

外工区

橋梁修繕　1.0km 揖斐川町外  ■  ■         300 策定済

48-A126

A01-030 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６０号・大俣橋外

工区

橋梁修繕　0.4km 白川村外  ■         250 策定済

48-A127

A01-031 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６１号・下之向大

橋外工区

橋梁修繕　0.6km 高山市外  ■         100 策定済

48-A128

5 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-032 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６３号・市場橋外

工区

橋梁修繕　0.4km 恵那市外  ■         200 策定済

48-A129

A01-033 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道３６５号・萩原橋外

工区

橋梁修繕　0.3km 大垣市外  ■  ■         200 策定済

48-A130

A01-034 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４１７号・桂川橋外

工区

橋梁修繕　0.1km 揖斐川町  ■         100 策定済

48-A131

A01-035 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４１８号・川平橋外

工区

橋梁修繕　0.3km 恵那市外  ■  ■         200 策定済

48-A132

A01-036 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４７１号・宝橋外工

区

橋梁修繕　0.2km 飛騨市外  ■  ■         100 策定済

48-A133

A01-037 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 国道４７２号・坂本大橋

外工区

橋梁修繕　0.3km 郡上市外  ■  ■         100 策定済

48-A134

6 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-038 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （一）藤橋池田線・庭露

橋外工区

橋梁修繕　7.7km 揖斐川町外  ■  ■       5,100 策定済

48-A135

A01-039 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）瑞浪大野瀬線・瑞

浪大橋外工区

橋梁修繕　9.7km 瑞浪市外  ■  ■       2,500 策定済

48-A136

A01-040 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５６号・新平瀬ﾄﾝﾈ

ﾙ他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　7.8km 白川村外  ■  ■  ■       1,500 策定済

48-A200

A01-041 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５７号・本巣トン

ネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　1.7km 本巣市  ■  ■  ■         300 策定済

48-A201

A01-042 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５８号・平湯トン

ネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　3.7km 高山市外  ■  ■  ■       1,400 策定済

48-A202

A01-043 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２４８号・平和トン

ネル工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　0.5km 多治見市  ■  ■         300 策定済

48-A203

7 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-044 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５６号・タラガト

ンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　7.6km 関市外  ■  ■         500 策定済

48-A204

A01-045 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５７号・新木の実

トンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　8.9km 恵那市外  ■  ■  ■       2,000 策定済

48-A205

A01-046 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３０３号・椿井野ト

ンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策　8.3km 揖斐川町  ■  ■  ■       1,200 策定済

48-A206

A01-047 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６０号・巣納谷ト

ンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  3.8km 飛騨市  ■  ■  ■         200 策定済

48-A207

A01-048 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６１号・上ヶ洞2号

トンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  5.8km 高山市  ■  ■  ■         800 策定済

48-A208

A01-049 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６５号・上石津第1

トンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  1.6km 大垣市  ■  ■       1,100 策定済

48-A209

8 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 A01-050 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１７号・池太沢夜

叉隧道他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  11.2km 揖斐川町  ■  ■  ■         200 策定済

48-A210

A01-051 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１８号・柏木トン

ネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  1.5km 八百津町外  ■  ■         800 策定済

48-A211

A01-052 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７１号・笹島トン

ネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  2.3km 高山市外  ■  ■  ■         600 策定済

48-A212

A01-053 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４７２号・坂本トン

ネル工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  1.3km 郡上市外  ■  ■         200 策定済

48-A213

A01-054 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (主)高山清見線外・大倉

トンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  13.5km 高山市外  ■  ■  ■       2,600 策定済

48-A214

A01-055 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (一)上野関線外・大矢田

トンネル他工区

ﾄﾝﾈﾙ防災対策  9.2km 美濃市外  ■  ■  ■       2,400 策定済

48-A215

9 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 国道 修繕 (国)１５６号・高鷲歩道

橋工区

横断歩道橋防災対策 0.02km 郡上市  ■         100 策定済

48-A300

A01-057 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５７号・山吹歩道

橋外工区

横断歩道橋防災対策 0.06km 岐阜市外  ■         120 策定済

48-A301

A01-058 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)１５８号・大門歩道

橋外工区

横断歩道橋防災対策 0.03km 高山市  ■         100 策定済

48-A302

A01-059 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２４８号・田代歩道

橋外工区

横断歩道橋防災対策　0.29ｋ

ｍ

多治見市外  ■         150 策定済

48-A303

A01-060 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５６号・花街道付

知歩道橋外工区

横断歩道橋防災対策　0.12km 中津川市外  ■  ■         100 策定済

48-A304

A01-061 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)２５７号・青木横断

歩道橋外工区

横断歩道橋防災対策　0.06km 中津川市外  ■         100 策定済

48-A305

10 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 国道 修繕 (国)３０３号・相羽歩道

橋工区

横断歩道橋防災対策　0.02km 大野町  ■         100 策定済

48-A306

A01-063 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６３号・陶歩道橋

工区

横断歩道橋防災対策　0.02km 瑞浪市  ■         100 策定済

48-A307

A01-064 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)３６５号・関ヶ原横

断歩道橋外工区

横断歩道橋防災対策　0.04km 関ヶ原町  ■  ■         100 策定済

48-A308

A01-065 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１７号・脛永歩道

橋外工区

横断歩道橋防災対策 0.02km 揖斐川町外  ■         100 策定済

48-A309

A01-066 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 (国)４１８号・あさひま

ちほどうきょう外工区

横断歩道橋防災対策 0.05km 関市外  ■         100 策定済

48-A310

A01-067 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 (主)恵那白川線・坂の上

歩道橋外工区

横断歩道橋防災対策  1.7km 恵那市外  ■  ■         540 策定済

48-A311

11 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 都道府

県道

修繕 (一)長森各務原線・西市

場歩道橋外工区

横断歩道橋防災対策 0.91km 各務原市外  ■  ■         300 策定済

48-A312

A01-069 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 点検 門型標識点検・修繕計画

更新

点検・修繕計画策定更新 県内一円  ■          10 策定済

48-A5

A01-070 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）１５７号・門型標

識

門型標識修繕　７箇所 県内一円  ■         300 策定済

48-A401

A01-071 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・門

型標識

門型標識修繕　２箇所 県内一円  ■         100 策定済

48-A402

A01-072 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）１５６号・野谷シ

ェッド外工区

シェッド防災対策　2.86ｋｍ 白川村外  ■         100 策定済

48-A500

A01-073 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）２５７号・川上シ

ェッド工区

シェッド防災対策　0.04ｋｍ 下呂市  ■          50 策定済

48-A501

12 案件番号： 0000154690



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 国道 修繕 （国）３６０号・岸奥シ

ェッド外工区

シェッド防災対策　0.2km 飛騨市  ■          30 策定済

48-A502

A01-075 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 修繕 （国）４１７号・鶴見２

シェッド外工区

シェッド防災対策　0.19km 揖斐川町  ■          20 策定済

48-A503

A01-076 道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

修繕 （主）名古屋多治見線・

古虎渓シェッド外工区

シェッド防災対策　1.02km 多治見市外  ■         200 策定済

48-A504

 小計      56,620

合計      56,620

13 案件番号： 0000154690



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30

配分額 (a)                   3,317

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                   3,317

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                   2,694

翌年度繰越額 (f)                     623

うち未契約繰越額(g)                       0

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       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： 0000154690


