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直轄事業の事業計画（岐阜県関連分）について 

 

  

 平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当局所管直轄事業の令和３年度事業計画のうち、岐阜県関連分について別紙のとおり

お知らせいたします。 

 
 （事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）  

 

 

 
 

 

 
事務担当： （全      般）企画部 企画課 事業調整係 

 （河      川）河川部 河川計画課 計画第一係 

 （道      路）道路部 道路計画課 計画第一係 

 （公      園）建政部 都市整備課 公園係 



（中部地方整備局分のみ）

令和３年度当初　岐阜県における事業計画　総括表
（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 10,237,558 3,347,034

道路関係 39,830,000 13,337,092

公園関係 303,077 143,768

港湾関係
（港湾海岸事業を含む。）

－ －

空港関係 － －

合計 50,370,635 16,827,894

（注）端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



令和３年度当初 岐阜県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 2,350,000 1,117,800 430,000 135,000 2,000 0 50,300 4,085,100 1,361,699

（一般河川改修事業）

庄内川 直轄管理区間　L=17.3km
（庄内川　築堤・護岸他）

庄内川水系
1,554＊

80,000 58,300 0 13,200 0 0 300 151,800 50,600 豊岡地区：築堤 L=150m（令和4年度完成予定）

＜負担基本額（他県分
含む）＞
1,327,400千円

<事業展開（他県分含
む）>
庄内川水系
令和4年度:　約25億円
令和5年度:　約25億円
令和6年度:　約30億円
令和7年度:　約50億円
令和8年度:　約50億円

木曽川下流 直轄管理区間　L=26.0km
（木曽川他　築堤・護岸他）

木曽川　670
長良川1,174
揖斐川1,243

527,900 257,500 180,000 49,500 0 0 2,800 1,017,700 339,233 油島地区：河道掘削 V=57千m3
本阿弥新田地区：用地取得 A=1.5ha、浸透対策 L=690m　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
2,398,800千円

<事業展開（他県分含
む）>
木曽川水系木曽川
令和4年度:　約15億円
令和5年度:　約15億円
令和6年度:　約15億円
令和7年度:　約15億円
令和8年度:　約15億円
木曽川水系長良川
令和4年度:　約40億円
令和5年度:　約40億円
令和6年度:　約40億円
令和7年度:　約40億円
令和8年度:　約40億円
木曽川水系揖斐川
令和4年度:　約20億円
令和5年度:　約40億円
令和6年度:　約40億円
令和7年度:　約40億円
令和8年度:　約40億円

木曽川上流
直轄管理区間　L=236.8km
（木曽川他　築堤・護岸他）

木曽川　670
長良川1,174
揖斐川1,243

1,742,100 758,000 150,000 68,400 2,000 0 44,600 2,765,100 921,700

犀川遊水地地区：樋門改良N=2基（令和7年度完成予定）
長良川遊水地地区：用地取得　A=5ha
本郷～日置江地区：緊急用河川敷道路（渡河施設）N=2橋（令和3
年度完成予定）
野中地区：樋管改良 N=2基（令和5年度完成予定）
江ノ橋地区：築堤L=700m（令和4年度完成予定）
船附地区：河道掘削 V=10千㎥、樋門 N=1基　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
2,996,600千円

<事業展開（他県分含
む）>
木曽川水系木曽川
令和4年度:　約15億円
令和5年度:　約15億円
令和6年度:　約15億円
令和7年度:　約15億円
令和8年度:　約15億円
木曽川水系長良川
令和4年度:　約40億円
令和5年度:　約40億円
令和6年度:　約40億円
令和7年度:　約40億円
令和8年度:　約40億円
木曽川水系揖斐川
令和4年度:　約20億円
令和5年度:　約40億円
令和6年度:　約40億円
令和7年度:　約40億円
令和8年度:　約40億円

（特定構造物改築事業）

木曽川上流 新水門川排水機改築 240 0 44,000 100,000 3,900 0 0 2,600 150,500 50,166 横曽根町：用地取得　A=3ha（令和15年度完成予定）　等

（目）河川工作物関連応急対策事業費 380,000 0 0 0 0 0 0 380,000 126,666

木曽川上流 直轄管理区間L=235.5km
樋門樋管等改善

3.8 380,000 0 0 0 0 0 0 380,000 126,666
犀川第三排水機ひ管：開閉装置改善
正木川排水機ひ管：開閉装置改善
平野井川排水機場：操作盤改善

事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模
全体事業費

（億円）

負　　担　　基　　本　　額
地方負担額 令和3年度事業内容 備　　考



令和３年度当初 岐阜県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計
事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負　　担　　基　　本　　額
地方負担額 令和3年度事業内容 備　　考

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費 41,000 69,500 0 0 0 0 1,000 111,500 55,750

庄内川水系 直轄管理区間　L=69.5km
（自然再生、水辺整備）

18 15,000 20,000 0 0 0 0 100 35,100 17,550 庄内川上流部地区：レキ河原再生　 1箇所　等

＜事業展開＞
令和4年度：約1億円未
満
令和5年度：約1億円未
満

木曾川水系 直轄管理区間　L=250.9km
（自然再生、水辺整備）

166 26,000 49,500 0 0 0 0 900 76,400 38,200

東加賀野井地区：樹木伐開　1,400m2 　等
上之輪新田等地区：ヨシ原再生　200ｍ2　等
忠節地区：モニタリング調査　1式
万石地区：モニタリング調査　1式　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
　　415,300千円

＜事業展開（他県含
む）＞
令和4年度:約8億円
令和5年度:約8億円
令和6年度:約3億円
令和7年度:約3億円
令和8年度:約3億円

ダム事業

（項）多目的ダム建設事業費

（目）木曾川新丸山ダム建設費 1,227,587 201,961 1,079,133 11,088 0 0 2,189 2,521,958 756,587

木曾川新丸山ダム
堤高=118.4ｍ・堤頂長=340.6ｍ
国道418号、
県道井尻八百津線付替他

2,000 1,227,587 201,961 1,079,133 11,088 0 0 2,189 2,521,958 756,587 本体工事、転流工工事、付替道路工事　等

＜負担基本額（他県分含
む）＞
10,251,862千円

<事業展開（他県分含む）
>
新丸山ダム
令和4年度:　約150億円
令和5年度:　約170億円
令和6年度:　約160億円
令和7年度:　約  95億円
令和8年度:　約  90億円



令和３年度当初 岐阜県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計
事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負　　担　　基　　本　　額
地方負担額 令和3年度事業内容 備　　考

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 2,089,484 739,360 116,600 171,976 0 0 21,580 3,139,000 1,046,332

庄内川水系 流域面積　A=150km² 273 140,000 137,200 42,000 20,300 0 0 700 340,200 113,400

深田洞砂防堰堤（令和6年度完成予定）
厩ヶ洞砂防堰堤工群
町砂防堰堤（令和5年度完成予定）
一の洞第2砂防堰堤（令和3年度完成予定）
妻木管内里山砂防
妻木管内砂防施設改築（令和5年度完成予定）
砂防設備設計、用地取得2.6ha　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
486,000千円

越美山系 流域面積　A=873km² 611 1,073,884 290,960 53,800 68,676 0 0 17,680 1,505,000 501,666

高地谷第1砂防堰堤（令和3年度完成予定）
大谷川第3砂防堰堤（令和5年度完成予定）
揖斐川流木対策（令和5年度完成予定）
百々之木谷第１砂防堰堤
下谷第2砂防堰堤（令和3年度完成予定）
三倉大谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
ナンノ谷砂防堰堤1号改築（令和6年度完成予定）
ナンノ谷砂防堰堤2号改築
村之谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
堂洞第1砂防堰堤（令和7年度完成予定）
揖斐川砂防施設改築
奥ノ洞砂防堰堤工群（令和5年度完成予定）
バンタ川第1砂防堰堤（令和8年度完成予定）
西津汲第2砂防堰堤
北ノ谷砂防堰堤工群
篠洞谷砂防堰堤（令和8年度完成予定）
根尾川流木対策（令和5年度完成予定）
ガラン谷第1砂防堰堤（令和5年度完成予定）
天神堂岡谷第2砂防堰堤（令和6年度完成予定）
アテガ平谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
蛇抜谷砂防堰堤工群（令和8年度完成予定）
根尾川砂防施設改築
砂防設備設計、用地取得6.1ha　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
1,643,000千円

6,088,071 2,128,621 1,625,733 318,064 2,000 0 75,069 10,237,558 3,347,034

（注）　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都府県分を含む額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

合　　　　　　　　　計

全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

＊：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

木曽川水系 流域面積　A=538km² 704 875,600 0 3,200311,200 20,800 83,000 0 1,293,800 431,266

滑川遊砂工（令和4年度完成予定）
十王沢第3砂防堰堤（令和7年度完成予定）
板橋沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
大沢第1砂防堰堤（令和6年度完成予定）
滑川下流床固工群
下在砂防堰堤工群（令和7年度完成予定）
太田第1砂防堰堤（令和7年度完成予定）
猿沢第1砂防堰堤
矢垂沢砂防堰堤（令和7年度完成予定）
桂川第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
和合蛇抜沢沈砂地工
地蔵沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
与川第1砂防堰堤
上松管内砂防施設改築
川上流路工改築（令和3年度完成予定）
薬師沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定）
本谷砂防堰堤改築（令和7年度完成予定）
中津川第12砂防堰堤
和田沢砂防堰堤（令和5年度完成予定）
弥太洞第3砂防堰堤
アラクラ沢砂防堰堤（令和5年度完成予定）
新梨沢砂防堰堤（令和7年度完成予定）
中津川管内砂防施設改築（令和4年度完成予定）
砂防設備設計、用地取得用地取得6.7ha　等

＜負担基本額（他県分
含む）＞
2,489,000千円



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=8.2km 245 1,260,000 265,000 881,000 4,000 0 0 2,410,000 803,333

【瑞浪市土岐町～恵那市武並町】
・調査推進：
　　環境調査、水文調査、
　　埋蔵文化財調査、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　武並地区ほか用地買収
　　釜戸地区移転補償
・工事推進：
　　釜戸地区ほか改良工
　　瑞浪1号橋下部工

用地進捗率：約88％
事業進捗率：約24％

L=4.3km 170 100,000 354,000 225,000 1,000 0 0 680,000 226,666

【恵那市武並町～恵那市長島町】
工事着手

・調査推進：
　　環境調査、水文調査、
　　道路詳細設計、橋梁詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　恵那地区用地買収
・工事推進
　　中切地区改良工

用地進捗率：約4％
事業進捗率：約4％

L=8.0km 349 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：100％
事業進捗率：約89％

L=23.9km 1,100 0 450,000 0 0 0 0 450,000 150,000

【瑞穂市穂積～大垣市長松町】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

【岐阜市茜部本郷～岐阜市下奈良】
・調査推進：
　　水文調査、道路詳細設計、
　　橋梁詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：100％
事業進捗率：約47％

L=10.4km 440 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【国道365号～不破郡関ケ原町今須】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：約85％
事業進捗率：約58％

L=9.4km 645 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【美濃加茂市太田町～美濃加茂市山手町】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：100％
事業進捗率：約78％

L=9.2km 425 307,000 272,000 48,000 2,000 0 0 629,000 209,666

【高山市久々野町久々野～高山市一之宮町】
・工事推進：
　　久々野地区ほか整備工

【高山市一之宮町～高山市千島町】
・調査推進：
　　環境調査、水文調査、地質調査、
　　道路詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　千島地区ほか用地買収
・工事推進：
　　一之宮地区改良工

用地進捗率：約64％
事業進捗率：約46％

高山市久々野町久々野～高山市一之宮町
L=4.7km（2/2）
令和2年12月12日開通済

国道21号 岐大バイパス

国道21号 関ヶ原バイパス

国道41号

備考

国道41号 石浦バイパス

美濃加茂バイパス

国道19号
瑞浪恵那道路
（恵那工区）

国道21号 可児御嵩バイパス

内　　　訳
計

国道19号
瑞浪恵那道路
（瑞浪～恵那武並）

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

備考内　　　訳
計

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容

L=13.4km 950 612,000 184,000 346,000 0 0 0 1,142,000 380,666

【岐阜市岩田西～関市山田】
・調査推進：
　　環境調査、水文調査、地質調査、
　　埋蔵文化財調査、橋梁詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　海戸山地区ほか用地買収
・工事推進：
　　岩田地区改良工
　　岩田高架橋下部工

用地進捗率：約80％
事業進捗率：約61％

L=24.7km 2,298 2,090,000 255,000 40,000 2,000 0 0 2,387,000 716,100

【高山IC～丹生川IC（仮称）】
トンネル工事着手

・調査推進：
　　環境調査、水文調査、
　　埋蔵文化財調査、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　新張地区ほか用地買収
・工事推進：
　　坊方地区ほか改良工
　　下切高架橋ほか上部工
　　岩井沢橋下部工
　　坊方トンネル工

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約58％

L=41.6km 310 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約87％

L=39.0km 4,340 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【美濃関JCT】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

用地進捗率：100％

L=44.2km 6,075 13,672,000 690,000 464,000 53,000 0 0 14,879,000 4,959,666

【山県IC～大野神戸IC】
・調査推進：
　　水文調査、道路詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　岐阜地区ほか用地買収
・工事推進：
　　西深瀬地区ほか改良工
　　西深瀬高架橋ほか上部工
　　西深瀬高架橋ほか下部工
　　岐阜山県第一トンネル工

用地進捗率：100％

山県IC～大野神戸IC
L=18.5km（2/4）
令和6年度開通見込み
（財投活用による整備加速箇所）

L=18.0km 1,500 10,774,000 400,000 991,000 0 0 0 12,165,000 4,055,000

【養老IC～北勢IC（仮称）】
・調査推進：
　　用地調査、環境調査、水文調査、
　　地質調査、橋梁詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　海津地区ほか用地買収
・工事推進：
　　海津地区ほか改良工
　　津屋川橋上部工
　　小倉高架橋ほか下部工

用地進捗率：約99％

養老IC～北勢IC（仮称）
L=18.0km（2/4）
令和8年度開通見込み
（用地取得等が順調な場合）

国道475号
東海環状自動車道
（関～養老）

国道475号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

国道258号 大桑道路

国道475号
東海環状自動車道
（土岐～関）

国道156号 岐阜東バイパス

国道158号
中部縦貫自動車道
高山清見道路



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

備考内　　　訳
計

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容

28,815,000 2,920,000 2,995,000 62,000 0 0 34,792,000 11,517,762   残事業費:約5,500億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

合　　　　計



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=64.5km ー 0 10,000 0 0 0 0 10,000 3,333
【多治見市富士見町～中津川市山口】
・調査推進：
　　調査設計（協議用資料作成等）

L=6.2km 190 266,000 376,000 65,000 0 0 0 707,000 235,666

【加茂郡七宗町川並～加茂郡白川町河岐】
・調査推進：
　　測量、用地調査、環境調査、
　　道路詳細設計、橋梁詳細設計、
　　トンネル詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　七宗地区ほか用地買収
・工事推進
　　七宗地区ほか改良工

用地進捗率：約19％
事業進捗率：約6％

L=1.0km 39 225,000 248,000 0 1,000 0 0 474,000 158,000

【下呂市保井戸～下呂市門原】
橋梁下部工事着手

・調査推進：
　　環境調査、水文調査、
　　道路詳細設計、橋梁詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・工事推進：
　　門原地区改良工
　　新左近橋下部工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約41％

L=2.3km 95 377,000 203,000 180,000 1,000 0 0 761,000 253,666

【下呂市門原～下呂市三原】
・調査推進：
　　測量、環境調査、水文調査、
　　地質調査、道路詳細設計、
　　トンネル詳細設計、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　門原地区ほか用地買収
・工事推進:
　　門原地区改良工

用地進捗率：約80％
事業進捗率：約21％

L=3.1km 170 408,000 164,000 130,000 1,000 0 0 703,000 234,333

【飛騨市神岡町船津～飛騨市神岡町割石】
・調査推進：
　　環境調査、水文調査、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進：
　　割石地区ほか用地買収
・工事推進:
　　割石地区ほか改良工
　　新吉ヶ原橋下部工

用地進捗率：約60％
事業進捗率：約11％

国道41号 船津割石防災

国道41号 上麻生防災

国道41号 屏風岩改良

国道41号 門原防災

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容

国道19号 岐阜19号環境対策

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ３年度事業内容箇所名等 事業規模

全体事業費
（億円）

L=0.4km 45 0 170,000 30,000 0 0 0 200,000 66,666

【郡上市八幡町島谷～郡上市八幡町尾崎町】
用地買収着手

・調査推進：
　　測量、用地調査、環境調査、
　　調査設計（協議用資料作成等）
・用地買収推進
　　島谷地区用地買収

用地進捗率：0％
事業進捗率：約6％

1,276,000 1,171,000 405,000 3,000 0 0 2,855,000 951,664  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和３年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

合　　　　計

国道156号 郡上大橋架替



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 230,000 16,000 0 3,000 0 0 249,000 83,000

釜戸町歩道整備 － － 11,000 4,000 0 0 0 0 15,000
・調査設計
・工事

恵那市竹折歩道
整備

－ － 0 3,000 0 0 0 0 3,000 ・調査設計

原西交差点改良 － － 19,000 5,000 0 3,000 0 0 27,000
・調査設計
・工事

山口下山歩道整
備

－ － 200,000 4,000 0 0 0 0 204,000
・調査設計
・工事

－ － 144,000 93,000 90,000 6,000 0 0 333,000 111,000

住吉南交差点改
良

－ － 84,000 0 0 6,000 0 0 90,000 ・工事

各務原地区交差
点改良

－ － 0 48,000 45,000 0 0 0 93,000
・調査設計
・用地買収

大垣河間地区交
差点改良

－ － 30,000 30,000 0 0 0 0 60,000
・調査設計
・工事

杁之宮交差点改
良

－ － 30,000 15,000 45,000 0 0 0 90,000
・調査設計
・用地買収
・工事

－ － 409,000 27,000 16,000 4,000 0 0 456,000 152,000

宮田歩道整備 － － 32,000 0 1,000 0 0 0 33,000
・用地買収
・工事

岡本地区事故対
策

－ － 0 12,000 0 0 0 0 12,000 ・調査設計

総合庁舎口歩道
拡幅

－ － 125,000 9,000 0 4,000 0 0 138,000
・調査設計
・工事

下岡本町南交差
点改良

－ － 0 6,000 0 0 0 0 6,000 ・調査設計

梨ヶ根登坂 － － 252,000 0 15,000 0 0 0 267,000
・用地買収
・工事

岐阜21号交通安全対策国道21号

国道41号 岐阜41号交通安全対策

事業規模

国道19号 岐阜19号交通安全対策

箇所名等 内　　　訳
計

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

R3年度事業内容 備考
地　方
負担額



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

事業規模箇所名等 内　　　訳
計

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）

R3年度事業内容 備考
地　方
負担額

－ － 212,000 33,000 60,000 0 0 0 305,000 101,666

須原交差点改良 － － 53,000 9,000 0 0 0 0 62,000
・調査設計
・工事

大島歩道整備 － － 0 24,000 0 0 0 0 24,000 ・調査設計

為真歩道整備 － － 159,000 0 60,000 0 0 0 219,000
・用地買収
・工事

－ 995,000 169,000 166,000 13,000 0 0 1,343,000 447,666  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

合　　　　計

岐阜156号交通安全対策国道156号



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 367,000 157,000 0 21,000 0 0 545,000 272,500
・防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標
・光ファイバー、CCTV

－ 367,000 157,000 0 21,000 0 0 545,000 272,500   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

合　　　　計

内　　　訳
計

備考
全体事業費

（億円） R3年度事業内容

負担基本額（千円）

国道19号
国道21号
国道41号
国道156号
国道158号
国道258号

地　方
負担額事業規模

－

箇所名等



令和３年度当初　岐阜県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道41号 岐阜41号電線共同溝 190,000 10,742 14,000 258 0 0 215,000 107,500

冬頭電線共同溝 L=0.7km 6 190,000 10,742 14,000 258 0 0 215,000

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

国道258号 岐阜258号電線共同溝 42,000 12,904 25,000 96 0 0 80,000 40,000

大垣電線共同溝 L=14.0km 37 42,000 12,904 25,000 96 0 0 80,000

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

計 232,000 23,646 39,000 354 0 0 295,000 147,500  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

Ｒ３年度事業内容 備考内　　　訳
計

地　方
負担額路線名 箇所名等 事業規模 全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）



（様式１）

令和３年度当初　岐阜県における事業計画（公園関係）

国営公園等整備費 単位：千円

工事費
測量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国営木曽三川公園

計画面積：
6,087ha
供用面積：
290ha

822 185,550 88,510 27,792 5 0 1,220 303,077 0 303,077 143,768

【工事】
・「河川環境楽園」　　　　　管理施設整備
・「桜堤サブセンター」　　　樋管整備
・「木曽三川公園センター」　管理施設整備

【用地】
・「アクアワールド水郷パークセンター・大江緑道」用地
取得

　　　　　　　　　　　　　　　　　等

【完成予定年度】
　令和10年代後半完成予定

※完成に向けた円滑な事業執行環境
（注4）が整った段階で確定予定

計 822 185,550 88,510 27,792 5 0 1,220 303,077 0 303,077 143,768

（注1） 　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

（注2） 　地方負担額は、工事費関係から占用料収入等の控除額を差し引いた上で、負担率を乗じて算出しています。

（注3） 　完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

（注4） 　事業執行環境とは、公園予定区域全域の用地取得の完了等、事業を円滑に進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※控除額の内訳 単位：千円

収入等の額

負担基本額

公園名 事業規模
全体事業費
（億円）

事業種別・箇所

備考工事費関係

地　方
負担額

－

控除額

－ － -

令和３年度事業内容

収入等の内容
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