
参考資料 平成20年度事業実施箇所

平成20年度には以下の箇所で事業を実施予定です。

（災害の発生等により予定が変更になる場合があります）
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参考資料 平成20年度事業実施箇所

河川事業（国）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 河川改修事業 羽島市 木曽川水系 木曽川 加賀野井 河川防災ステーション整備 木曽川･飛騨川圏域

2 河川改修事業 各務原市 木曽川水系 木曽川南派川 渡町 護岸工 木曽川･飛騨川圏域

3 河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 長良川 雄総 河道掘削工 長良川圏域

4 河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 長良川 忠節 護岸工 長良川圏域

5 河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 長良川 東島 ドレーン工 長良川圏域

6 河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 伊自良川 尻毛 築堤工 長良川圏域

7 河川改修事業 瑞穂市･大垣市 木曽川水系 犀川 犀川遊水地 築堤工 長良川圏域

8 総合水系環境整備事業 瑞穂市･大垣市 木曽川水系 犀川 犀川 緩傾斜堤･高水敷整正 長良川圏域

9 特定構造物事業 瑞穂市 木曽川水系 犀川 穂積 排水機場整備 長良川圏域

10 河川改修事業 海津市 木曽川水系 揖斐川 本阿弥新田 浸透対策工 揖斐川圏域

11 河川改修事業 大垣市 木曽川水系 揖斐川 難波野 護岸工 揖斐川圏域
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11 河川改修事業 大垣市 木曽川水系 揖斐川 難波野 護岸工 揖斐川圏域

12 河川改修事業 大垣市 木曽川水系 揖斐川 難波野 河川防災ステーション整備 揖斐川圏域

13 総合水系環境整備事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 屋井等 魚道改築 揖斐川圏域

14 河川改修事業 養老町 木曽川水系 牧田川 根古地 築堤護岸工 揖斐川圏域

15 河川改修事業 大垣市 木曽川水系 杭瀬川 綾里 築堤護岸工 揖斐川圏域

16 河川改修事業 大野町 木曽川水系 根尾川 下座倉 排水機場整備 揖斐川圏域

河川事業（県･市）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 広域基幹河川改修事業 可児市 木曽川水系 可児川 可児川 用地買収 木曽川･飛騨川圏域

2 総合流域防災事業（広一） 中津川市 木曽川水系 坂本川 坂本川 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ・護岸工 木曽川･飛騨川圏域

3 統合河川環境整備事業 下呂市 木曽川水系 飛騨川 飛騨川 散策路工 木曽川･飛騨川圏域

4 床上浸水対策特別緊急事業 岐阜市･関市 木曽川水系 長良川 長良川 用地買収･河道掘削工 長良川圏域

5 床上浸水対策特別緊急事業 郡上市 木曽川水系 曽部地川 曽部地川 用地買収･掘削護岸工 長良川圏域

6 総合治水対策特定河川事業 岐阜市･笠松町 木曽川水系 境川 境川 用地買収･掘削護岸工･橋梁工 長良川圏域
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参考資料 平成20年度事業実施箇所

河川事業（県･市）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

7 都市基幹河川改修事業 山県市 木曽川水系 鳥羽川 鳥羽川 用地買収･掘削護岸工･橋梁工 長良川圏域

8 広域基幹河川改修事業 大垣市 木曽川水系 杭瀬川 杭瀬川 用地買収･護岸詳細設計 長良川圏域

9 広域基幹河川改修事業 大垣市･養老町 木曽川水系 相川 相川 築堤工 長良川圏域

10 広域基幹河川改修事業 瑞穂市 木曽川水系 犀川 新堀川 用地買収 長良川圏域

11 広域基幹河川改修事業 瑞穂市 木曽川水系 犀川 犀川 橋梁工･取付道路工 長良川圏域

12 都市基盤河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 新荒田川 新荒田川 用地買収 長良川圏域

13 都市基盤河川改修事業 岐阜市 木曽川水系 正木川 正木川 掘削護岸工 長良川圏域

14 都市基盤河川改修事業 関市 木曽川水系 関川 関川 用地買収・掘削護岸工 長良川圏域

15 総合流域防災事業（広基） 岐阜市 木曽川水系 荒田川 荒田川 築堤護岸工 長良川圏域

16 総合流域防災事業（広基） 羽島市 木曽川水系 桑原川 桑原川 用地買収･河道掘削工 長良川圏域

17 総合流域防災事業（統合準用） 岐阜市 木曽川水系 西出川 西出川 用地買収 長良川圏域
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17 総合流域防災事業（統合準用） 岐阜市 木曽川水系 西出川 西出川 用地買収 長良川圏域

18 総合流域防災事業（統合準用） 岐阜市 木曽川水系 戸石川 戸石川 掘削護岸工 長良川圏域

19 総合流域防災事業（統合準用） 関市 木曽川水系 桐谷川 桐谷川 掘削護岸工･橋梁詳細設計 長良川圏域

20 総合流域防災事業（流域貯留） 岐阜市 木曽川水系 境川 境川 貯留施設工 長良川圏域

21 総合流域防災事業（流域貯留） 岐阜市 木曽川水系 境川 境川 貯留施設詳細設計 長良川圏域

22 総合流域防災事業（統合準用） 大垣市 木曽川水系 江西川 江西川 護岸工 揖斐川圏域

23 広域基幹河川改修事業 大垣市･養老町 木曽川水系 泥川 泥川 水門工 揖斐川圏域

24 総合流域防災事業（広基） 海津市 木曽川水系 津屋川 津屋川 用地買収･築堤工･樋管詳細設計 揖斐川圏域

― 総合流域防災事業（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ） 養老町 木曽川水系 泥川 他 ― ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 揖斐川圏域

25 総合流域防災事業（広基） 土岐市 庄内川水系 肥田川 肥田川 用地買収 庄内川･矢作川水系

26 総合流域防災事業（広基） 高山市 神通川水系 苔川 苔川 用地買収･橋梁予備設計 宮川･庄川圏域

27 宮川水系河川災害復旧助成事業 高山市･飛騨市 神通川水系 宮川 他 下切町 他 河床掘削･護岸工 宮川･庄川圏域

― 総合流域防災事業（浸水想定区域図） 高山市･飛騨市 神通川水系 宮川 ― 浸水想定区域図作成 宮川･庄川圏域
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砂防事業（国）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 直轄砂防事業 中津川市 木曽川水系 温川 温川第５砂防堰堤 砂防堰堤 木曽川･飛騨川圏域

2 直轄砂防事業 中津川市 木曽川水系 落合本谷 本谷砂防堰堤工群 砂防堰堤 木曽川･飛騨川圏域

3 直轄砂防事業 中津川市 木曽川水系 中津川 中津川第１０砂防堰堤 砂防堰堤 木曽川･飛騨川圏域

4 直轄砂防事業 中津川市 木曽川水系 橋ヶ谷 橋ヶ谷第２砂防堰堤 砂防堰堤 木曽川･飛騨川圏域

5 直轄砂防事業 中津川市 木曽川水系 中津川 中津川第１１砂防堰堤 砂防堰堤 木曽川･飛騨川圏域

6 直轄砂防事業 土岐市 庄内川水系 鍛冶ヶ入川 鍛治ヶ入第５砂防堰堤 砂防堰堤 庄内川･矢作川圏域

7 直轄砂防事業 多治見市 庄内川水系 寺下谷 西蔵連第１堰堤 砂防堰堤 庄内川･矢作川圏域

8 直轄砂防事業 多治見･土岐市 庄内川水系 笠原川 笠原川床固工群 床固工群 庄内川･矢作川圏域

9 直轄砂防事業 多治見市 庄内川水系 生田川 生田川遊砂工 遊砂工 庄内川･矢作川圏域

10 直轄砂防事業 多治見市 庄内川水系 市之倉川 市之倉川第４砂防堰堤 砂防堰堤 庄内川･矢作川圏域

11 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 蒲田川 小鍋谷第８号上流砂防堰堤群 砂防堰堤工 宮川 庄川圏域11 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 蒲田川 小鍋谷第８号上流砂防堰堤群 砂防堰堤工 宮川･庄川圏域

12 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 蒲田川 新穂高渓流保全工 砂防堰堤工 宮川･庄川圏域

13 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 蒲田川 尻高谷砂防堰堤群 用地取得、工事用道路 宮川･庄川圏域

14 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 平湯川 平湯川砂防樹林帯 帯工、導流堤 宮川･庄川圏域

15 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 平湯川 岩坪谷第５号砂防堰堤 用地取得 宮川･庄川圏域

16 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 平湯川 白谷砂防堰堤群 砂防堰堤工 宮川･庄川圏域

17 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 平湯川 貝塩山腹工 山腹工 宮川･庄川圏域

18 直轄砂防事業 飛騨市 神通川水系 山田川 小洞谷砂防堰堤群 用地取得、砂防堰堤工 宮川･庄川圏域

19 直轄砂防事業 高山市 神通川水系 平湯川･蒲田川 焼岳火山噴火緊急減災対策 調査（砂防計画検討） 宮川･庄川圏域

20 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 浅又川第３砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

21 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 ドン谷第2砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

22 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 大谷川第3砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

23 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 貝月谷第１砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

24 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 高地谷第1砂防えん堤 転流工 揖斐川圏域

25 直轄砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 高地谷第1砂防えん堤 資材運搬路工 揖斐川圏域
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参考資料 平成20年度事業実施箇所

砂防事業（県）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 通常砂防事業 山県市 木曽川水系 武儀川 西江谷 堰堤工 長良川圏域

2 通常砂防事業 山県市 木曽川水系 武儀川 八月洞 堰堤工 長良川圏域
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砂防事業（国）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

26 直轄砂防事業 本巣市 木曽川水系 根尾川 門脇谷第1砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

27 直轄砂防事業 本巣市 木曽川水系 根尾川 エノマ谷第1砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

28 直轄砂防事業 本巣市 木曽川水系 根尾川 敷原谷第1砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

29 直轄砂防事業 本巣市 木曽川水系 根尾川 神戸谷第1砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

30 直轄砂防事業 本巣市 木曽川水系 根尾川 初鹿谷第1砂防えん堤 砂防えん堤 揖斐川圏域

3 通常砂防事業 大垣市 木曽川水系 牧田川 桂谷 堰堤工 揖斐川圏域

4 通常砂防事業 大垣市 木曽川水系 牧田川 大持谷 堰堤工・山腹工 揖斐川圏域

5 通常砂防事業 大垣市 木曽川水系 牧田川 梅原谷 堰堤工 揖斐川圏域

6 通常砂防事業 海津市 木曽川水系 山除川 馬ヶ瀬谷 堰堤工 揖斐川圏域

7 通常砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 飛鳥川 坂本谷 渓流保全工 揖斐川圏域

8 通常砂防事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 浅取谷 堰堤工 揖斐川圏域

9 通常砂防事業 池田町 木曽川水系 杭瀬川 大津谷 堰堤工・渓流保全工・山腹工 揖斐川圏域

10 通常砂防事業 関市 木曽川水系 津保川 鬼谷 堰堤工 長良川圏域

11 通常砂防事業 関市 木曽川水系 津保川 栃洞 堰堤工 長良川圏域

12 通常砂防事業 美濃市 木曽川水系 板取川 小倉谷 堰堤工 長良川圏域

13 通常砂防事業 郡上市 木曽川水系 長良川 蓮原川 堰堤工 長良川圏域

14 通常砂防事業 郡上市 木曽川水系 吉田川 吉田川 魚道工 長良川圏域

15 通常砂防事業 郡上市 木曽川水系 長良川 大洞谷 堰堤工 長良川圏域

16 通常砂防事業 白川町 木曽川水系 黒川 中根谷 堰堤工・渓流保全工 木曽川･飛騨川圏域
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砂防事業（県）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

17 通常砂防事業 白川町 木曽川水系 柿反川 初屋谷 堰堤工・渓流保全工 木曽川･飛騨川圏域

18 通常砂防事業 東白川村 木曽川水系 白川 森の平谷 堰堤工・渓流保全工・山腹工 木曽川･飛騨川圏域

19 通常砂防事業 中津川市 木曽川水系 白川 木曽谷 堰堤工・山腹工 木曽川･飛騨川圏域

20 通常砂防事業 中津川市 木曽川水系 白川 尾城谷 堰堤工・渓流保全工 木曽川･飛騨川圏域

21 通常砂防事業 中津川市 木曽川水系 白川 畑洞谷 堰堤工・渓流保全工 木曽川･飛騨川圏域

22 通常砂防事業 下呂市 木曽川水系 飛騨川 ｶｳﾄ洞谷 堰堤工・渓流保全工 木曽川･飛騨川圏域

23 通常砂防事業 下呂市 木曽川水系 飛騨川 小川谷 山腹工 木曽川･飛騨川圏域

24 通常砂防事業 下呂市 木曽川水系 馬瀬川 前洞谷 堰堤工 木曽川･飛騨川圏域

25 通常砂防事業 下呂市 木曽川水系 飛騨川 宮地大洞谷 堰堤工 木曽川･飛騨川圏域

26 通常砂防事業 瑞浪市 庄内川水系 土岐川 御湯川 堰堤工 庄内川･矢作川圏域

27 通常砂防事業 瑞浪市 庄内川水系 小里川 沢跨川 堰堤工 庄内川･矢作川圏域

28 通常砂防事業 瑞浪市 庄内川水系 小里川 坊主 入沢 堰堤工 庄内川 矢作川圏域
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28 通常砂防事業 瑞浪市 庄内川水系 小里川 坊主ヶ入沢 堰堤工 庄内川･矢作川圏域

29 通常砂防事業 恵那市 矢作川水系 上村川 谷下川 堰堤工 庄内川･矢作川圏域

30 通常砂防事業 高山市 神通川水系 宮川 芦谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

31 通常砂防事業 高山市 神通川水系 川上川 稲部谷 堰堤工・渓流保全工 宮川･庄川圏域

32 通常砂防事業 高山市 神通川水系 荒城川 カジカ洞 堰堤工 宮川･庄川圏域

33 通常砂防事業 高山市 神通川水系 蔵柱川 明ヶ谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

34 通常砂防事業 飛騨市 神通川水系 宮川 高野谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

35 通常砂防事業 飛騨市 神通川水系 宮川 本道洞 堰堤工・渓流保全工 宮川･庄川圏域

36 通常砂防事業 飛騨市 神通川水系 宮川 岡前谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

37 通常砂防事業 高山市 庄川水系 庄川 北洞谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

38 火山砂防事業 高山市 木曽川水系 飛騨川 洞ノ谷 堰堤工 宮川･庄川圏域

39 火山砂防事業 郡上市 九頭竜川水系 前川 滝ヶ洞谷 堰堤工 長良川圏域

40 火山噴火警戒避難対策事業 下呂市 － － 御岳 調査設計 木曽川･飛騨川圏域

－ 総合流域防災事業（基礎調査） － － － － 土石流基礎調査 全圏域

－ 総合流域防災事業（相互通報） － － － － デジタル画像送受信システム 全圏域
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参考資料 平成20年度事業実施箇所

急傾斜地崩壊対策事業（県）

No. 事業名 市町村名 統合斜面名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 急傾斜地崩壊対策事業 本巣市 岐阜 ― 中 重力式擁壁工 揖斐川圏域

2 急傾斜地崩壊対策事業 岐阜市 岐阜 ― 安食三内前 重力式擁壁工 長良川圏域

3 急傾斜地崩壊対策事業 垂井町 大垣 ― 宮ノ前Ⅰ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 揖斐川圏域

4 急傾斜地崩壊対策事業 大垣市 大垣 北庄 重力式擁壁工 もたれ式擁壁工 揖斐川圏域
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地すべり対策事業（県）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 地すべり対策事業 瑞浪市 庄内川水系 ― 南垣外 頭部切土工、押え盛土工 庄内川･矢作川圏域

2 地すべり対策事業 中津川市 木曽川水系 ― 尾外岩 集水井工 木曽川･飛騨川圏域

3 地すべり対策事業 瑞浪市 庄内川水系 ― 入ヶ洞 集水井工 庄内川･矢作川圏域

4 地すべり対策事業 土岐市 庄内川水系 ― 山神２ 押え盛土工、集水井工 庄内川･矢作川圏域

4 急傾斜地崩壊対策事業 大垣市 大垣 ― 北庄 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 揖斐川圏域

5 急傾斜地崩壊対策事業 揖斐川町 揖斐 ― 長良 もたれ式擁壁工 揖斐川圏域

6 急傾斜地崩壊対策事業 美濃市 美濃 ― 前野２ 重力式擁壁工 長良川圏域

7 急傾斜地崩壊対策事業 関市 美濃 ― 横腰 重力式擁壁工 長良川圏域

8 急傾斜地崩壊対策事業 関市 美濃 ― 舟洞 重力式擁壁工 長良川圏域

9 急傾斜地崩壊対策事業 郡上市 郡上 ― 腰細２ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 長良川圏域

10 急傾斜地崩壊対策事業 郡上市 郡上 ― 苅安２ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 長良川圏域

11 急傾斜地崩壊対策事業 郡上市 郡上 ― 小瀬子２ 重力式擁壁工 長良川圏域

12 急傾斜地崩壊対策事業 郡上市 郡上 ― 八坂 重力式擁壁工 長良川圏域

13 急傾斜地崩壊対策事業 白川町 可茂 ― 東和泉 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

14 急傾斜地崩壊対策事業 七宗町 可茂 ― 戸刈平 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

15 急傾斜地崩壊対策事業 東白川村 可茂 ― 陰地 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

16 急傾斜地崩壊対策事業 瑞浪市 多治見 ― 大湫２ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 庄内川･矢作川圏域

17 急傾斜地崩壊対策事業 瑞浪市 多治見 ― 鶴城団地 重力式擁壁工 庄内川･矢作川圏域
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参考資料 平成20年度事業実施箇所

急傾斜地崩壊対策事業（県）

No. 事業名 市町村名 統合斜面名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

18 急傾斜地崩壊対策事業 恵那市 恵那 ― 城山２ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 庄内川･矢作川圏域

19 急傾斜地崩壊対策事業 恵那市 恵那 ― 相走３ 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 庄内川･矢作川圏域

20 急傾斜地崩壊対策事業 中津川市 恵那 ― 下田瀬 重力式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

21 急傾斜地崩壊対策事業 下呂市 下呂 ― 川戸平 重力式擁壁工･落石防護網 木曽川･飛騨川圏域

22 急傾斜地崩壊対策事業 下呂市 下呂 ― 舟野 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

23 急傾斜地崩壊対策事業 下呂市 下呂 ― 小四郎 重力式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

24 急傾斜地崩壊対策事業 高山市 高山 ― 中島 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 宮川･庄川圏域

25 急傾斜地崩壊対策事業 高山市 高山 ― 三福寺 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 宮川･庄川圏域

26 急傾斜地崩壊対策事業 高山市 高山 ― 半ノ田２ 重力式擁壁工 宮川･庄川圏域

27 急傾斜地崩壊対策事業 高山市 古川 ― 堂ヶ洞 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 宮川･庄川圏域

28 総合流域防災事業（急傾斜） 揖斐川町 揖斐 市場 重力式擁壁工 もたれ式擁壁工 揖斐川圏域
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28 総合流域防災事業（急傾斜） 揖斐川町 揖斐 ― 市場 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 揖斐川圏域

29 総合流域防災事業（急傾斜） 可児市 可茂 ― 古瀬 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

30 総合流域防災事業（急傾斜） 御嵩町 可茂 ― 長岡 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 木曽川･飛騨川圏域

31 総合流域防災事業（急傾斜） 多治見市 多治見 ― 市之倉 重力式擁壁工･もたれ式擁壁工 庄内川･矢作川圏域

32 総合流域防災事業（雪崩） 飛騨市 古川 ― 有家 雪崩予防柵 宮川･庄川圏域

― 総合流域防災事業（基礎調査） － － ― － 急傾斜基礎調査 全圏域
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ダム事業（県）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 河川総合開発事業 川辺町 木曽川水系 水無瀬川 水無瀬生活貯水池 調査等 木曽川･飛騨川圏域

ダム事業（国）

No. 事業名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 主な工種 圏域名

1 河川総合開発事業 八百津町 木曽川水系 木曽川 丸山ダム 維持管理 木曽川･飛騨川圏域

2 多目的ダム建設事業 八百津町 木曽川水系 木曽川 新丸山ダム 付替･工事用道路整備･用地取得等 木曽川･飛騨川圏域

3 河川総合開発事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 横山ダム再開発 堆積土砂掘削等 揖斐川圏域

4 河川総合開発事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 横山ダム 維持管理 揖斐川流域

5 河川総合開発事業 揖斐川町 木曽川水系 揖斐川 徳山ダム 維持管理 揖斐川流域

6 堰堤改良事業 豊田市 矢作川水系 矢作川 矢作ダム 堆積土砂掘削等 庄内川･矢作川圏域

1 河川総合開発事業 川辺町 木曽川水系 水無瀬川 水無瀬生活貯水池 調査等 木曽川 飛騨川圏域

2 治水ダム建設事業 郡上市 木曽川水系 亀尾島川 内ヶ谷ダム 付替道路工 長良川圏域

3 河川総合開発事業 高山市 神通川水系 荒城川 丹生川ダム ダム本体工 宮川･庄川圏域

4 治水ダム建設事業 高山市 神通川水系 大八賀川 大島ダム 調査等 宮川･庄川圏域
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