
表：2022年度 工事実施状況
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準備中 ：工事契約締結前まで

発注延期 ：今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事

工事中 ：工事契約締結から工事完成まで 工事完成 ：完成した工事（対策済）

2022年度 実施工事 2022.6.30現在

木曽川 右岸 工事完成 20-1 令和2年度 木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 183.6 2020.6.25 ～ 2022.1.31

木曽川 右岸 工事完成 20-2 令和2年度 木曽川葭ヶ須上流川表高潮堤防補強工事 219.6 2020.6.23 ～ 2021.11.12

木曽川 右岸 工事完成 20-3 令和2年度 木曽川下流管内耐震補強工事 300.5 2020.6.25 ～ 2021.6.30

木曽川 左岸 工事完成 21-1 令和3年度 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 1200.0 2021.8.23 ～ 2022.3.25

揖斐川 右岸 工事完成 21-2 令和3年度 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 820.0 2021.8.17 ～ 2022.3.25

木曽川 右岸 工事中 22-1 令和3年度 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 802.0 2022.4.1 ～ 2023.2.28

木曽川 左右岸 工事中 22-2 令和3年度 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 813.0 2022.4.1 ～ 2023.2.28

揖斐川 左岸 工事中 22-3 令和3年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 800.0 2022.4.1 ～ 2023.2.28

揖斐川 左岸 工事中 22-4 令和4年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 800.0 2022.8.16 ～ 2023.3.28

揖斐川 右岸 工事中 22-5 令和3年度 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 800.0 2022.4.1 ～ 2023.2.28

合計 6738.7

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

施工延長(m) 工期河川 左右岸 工事名
工事
番号

工事
状況


延長集計

				Ｈ２８．８末時点　進捗状況 マツ ジテン シンチョク ジョウキョウ														単位(km) タンイ

				木曽三川 キソ サンセン		区分 クブン		要対策区間 ヨウ タイサク クカン		対策完了 タイサク カンリョウ		実施中 ジッシチュウ		実施予定 ジッシ ヨテイ		未着手 ミチャクシュ		備考 ビコウ

				木曽川 キソガワ		川表 カワ オモテ		14.1		4.5		0.2		0.1		9.3

						川裏 カワ ウラ		14.1		2.8		0.0		0.0		11.2

						小計 ショウケイ		28.2		7.3		0.2		0.1		20.5

				揖斐川
・
長良川 イビ カワ ナガラガワ		川表 カワ オモテ		16.0		6.1		0.3		0.2		9.5

						川裏 カワ ウラ		16.0		4.2		0.0		0.2		11.6

						小計 ショウケイ		32.0		10.2		0.3		0.4		21.1

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				60.2		17.6		0.5		0.5		41.6

				注１）「要対策区間」は、既往の地質調査結果等から一連と見なせる区間における代表断面での照査を行い評価をしたものです。
　　　対策実施にあたっては、詳細な地質調査等を実施するため、その結果により要対策区間を変更する場合があります。 チュウ ヨウ タイサク クカン キオウ チシツ チョウサ ケッカ ナド イチレン ミ クカン ダイヒョウ ダンメン ショウサ オコナ ヒョウカ タイサク ジッシ ショウサイ チシツ チョウサ トウ ジッシ ケッカ ヨウ タイサク クカン バアイ

				注２）「実施中」・「実施予定」は、今年度中に対策工事に着手する延長を示したものですが、工事着手後に、伊勢湾台風復旧時に投入された
　　　捨石等が発見される場合もあり、支障物撤去等が実施により、実施延長・予定延長を変更する場合があります。 チュウ ジッシ ヨテイ コンネンド チュウ タイサク コウジ チャクシュ エンチョウ シメ ハッケン バアイ シショウ ブツ テッキョ トウ ジッシ ジッシ エンチョウ ヨテイ エンチョウ ヘンコウ バアイ











































































木曽川　進捗状況

対策完了	小計	7.32	実施中	小計	0.24	実施予定	小計	0.11	未着手	小計	20.53	



揖斐川・長良川　進捗状況

対策完了	小計	10.24	実施中	小計	0.27	実施予定	小計	0.42000000000000004	未着手	小計	21.1	





各工事の状況

				2022年度 実施工事 ネンド ジッシ コウジ																				2022.6.30現在 ゲンザイ



				河川 カセン		左右岸 サユウ ガン		工事
状況 コウジ ジョウキョウ				工事
番号  コウジ バンゴウ		工事名 コウジメイ				施工延長(m) セコウ エンチョウ		工期 コウキ



				木曽川 キソガワ		右岸 ウガン		発注延期 ハッチュウ エンキ		-		29-1		平成29年度		木曽川鎌ヶ地川表高潮堤防補強工事 キソガワ カマガンジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ		127.0		43159.0

								発注延期 ハッチュウ エンキ		-		29-2		平成29年度		木曽川松ヶ島川表高潮堤防補強工事 キソガワ マツガシマ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ		102.6		43159.0

				木曽川 キソガワ		右岸 ウガン		工事完成 コウジ カンセイ		-		20-1		令和2年度		木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 ヨシガス カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ		183.6		2020.6.25		～		2022.1.31

				木曽川 キソガワ		右岸 ウガン		工事完成 コウジ カンセイ		-		20-2		令和2年度		木曽川葭ヶ須上流川表高潮堤防補強工事 ヨシガス ジョウリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ		219.6		2020.6.23		～		2021.11.12

				木曽川 キソガワ		右岸 ウガン		工事完成 コウジ カンセイ				20-3		令和2年度		木曽川下流管内耐震補強工事 キソガワ カリュウ カンナイ タイシン ホキョウ コウジ		300.5		2020.6.25		～		2021.6.30

				木曽川 キソガワ		左岸 サガン		工事完成 コウジ カンセイ				21-1		令和3年度		木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事		1200.0		2021.8.23		～		2022.3.25

				揖斐川 イビ ガワ		右岸 ウガン		工事完成 コウジ カンセイ				21-2		令和3年度		揖斐川城南高潮堤防嵩上工事		820.0		2021.8.17		～		2022.3.25

				木曽川 キソガワ		右岸 ウガン		工事中 コウジ チュウ				22-1		令和3年度		木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事		802.0		2022.4.1		～		2023.2.28

				木曽川 キソガワ		左右岸 サユウ ガン		工事中 コウジ チュウ				22-2		令和3年度		木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事		813.0		2022.4.1		～		2023.2.28

				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		工事中 コウジ チュウ				22-3		令和3年度		揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事		800.0		2022.4.1		～		2023.2.28

				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		工事中 コウジ チュウ				22-4		令和4年度		揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事		800.0		2022.8.16		～		2023.3.28

				揖斐川 イビ ガワ		右岸 ウガン		工事中 コウジ チュウ				22-5		令和3年度		揖斐川太平高潮堤防嵩上工事		800.0		2022.4.1		～		2023.2.28

				合計 ゴウケイ														6738.7

																								※工事の実施状況により、変更になる可能性があります コウジ ジッシ ジョウキョウ ヘンコウ カノウセイ
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