
河川整備計画の工事進捗延長(2022.10.31時点)

注１）延長の合計は四捨五入の関係で一致しない場合があります。
注２）ここで示した全体延長は、現時点での想定のため、今後、変更する場合があります。

単位(km)

左岸 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8

右岸 2.9 2.0 0.0 0.0 0.9

3.7 2.0 0.0 0.0 1.7

揖斐川 右岸 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

4.7 2.0 0.0 0.0 2.7

左岸 6.4 1.2 0.3 0.0 4.9

右岸 8.3 0.0 1.3 0.0 7.0

14.6 1.2 1.6 0.0 11.8

長良川 左岸 4.6 0.0 0.0 0.0 4.6

4.6 0.0 0.0 0.0 4.6

左岸 4.0 0.0 1.6 0.0 2.4

右岸 7.8 0.8 0.8 0.0 6.2

11.7 0.8 2.4 0.0 8.5

31.0 2.0 4.0 0.0 24.9

35.7 4.1 4.0 0.0 27.6

備考区分 河川 全体 対策済 工事中
準備中

2023年度以降

地盤改良等

木曽川

木曽川合計

揖斐川合計

木曽三川合計

天端盛土等

木曽川

木曽川合計

長良川合計

揖斐川

揖斐川合計

木曽三川合計

全体延長

（2022年度着手予定）


一覧表（H19指針※距離表換算延長）

		44651.0																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																																										（単位：ｍ） タンイ												44651.0																		【2007年度指針：実延長】 ネンド シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネン ド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネン ド		H32年度 ネン ド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H31年度 ネン ド		H31年度 ネン ド		H32年度 ネン ド		H33以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		H30歳出 サイシュツ		H30補正 ホセイ		H30未済 ミサイ		H31臨特 リントク		H31補正 ホセイ		H32臨特 リントク		H32補正 ホセイ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																																施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミセコウ		未施工 ミセコウ		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		1,543.0		43.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,543.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,543.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,107.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,107.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,107.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		53.0		0.0		140.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		200.0		0.0		110.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				4,903.0		43.0		250.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,903.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,903.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,197.0		5.0		78.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,197.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,197.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		2,382.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,382.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,382.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				5,779.0		5.0		131.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,779.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,779.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						10,682.0		48.0		381.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,500.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,500.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,500.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				3,800.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						3,800.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,650.0		38.0		141.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,650.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,650.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		150.0		0.0		62.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		150.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		150.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				3,800.0		38.0		203.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,250.0		42.0		532.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,250.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,250.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,160.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,160.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,160.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				6,410.0		42.0		1,732.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6,410.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6,410.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						10,210.0		80.0		1,935.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		11,640.0		128.0		751.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11,640.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11,640.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		12,299.0		0.0		2,415.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,299.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,299.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		53.0		0.0		140.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		700.0		0.0		110.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		700.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		700.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								24,692.0		128.0		3,416.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						24,692.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		10,682.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		3,800.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		10,210.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						12,346.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,346.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		5,341.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,341.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		1,900.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,900.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		5,105.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,105.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																																								　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		12,346.0						12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0				12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		5,341.0						5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0				5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		1,900.0						1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0				1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		5,105.0						5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0				5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																																								【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						11,693.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						5,846.5						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		5,846.5						5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5				5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ









過年度対策済
（黒→黒）



一覧表（H27指針※実延長）

		44651.0																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																																										（単位：ｍ） タンイ												44651.0																		【2015年度指針：実延長】 ネンド シシン ジツ エンチョウ																																																								（単位：ｍ） タンイ				L1津波区間集計（さわるな！） ツナミ クカン シュウケイ								H30.4末版 マツ バン



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド		R4年度 ネンド		R5年度 ネンド		R6年度 ネンド		R7年度 ネンド		R8年度 ネンド		R9年度 ネンド		R10年度 ネンド		R11年度 ネンド		R12年度 ネンド		R13年度 ネンド		R14年度 ネンド		R15年度		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		R3年度		R4年度		R4以降		R4年度		R5以降				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ						R4年度		R4以降		R4年度		要対策
区間合計 ヨウ タイサク ク アイダ ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		H30歳出 サイシュツ		H30補正 ホセイ		H30未済 ミサイ		H31臨特 ノゾ トク		H31補正 ホセイ		H32臨特 ノゾ トク		H32補正 ホセイ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																																																										施工中 セコウチュウ		施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミセコウ		未施工 ミセコウ		追加対策 ツイカ タイサク								完成 カンセイ		施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミ セコウ

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		809.6		0.0		809.6		809.6				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		313.6		0.0		0.0		0.0		0.0		313.6		1,513.6

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,857.7		0.0		4,857.7		4,857.7

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		313.6		0.0		0.0		5,667.3		0.0		5,980.9		7,180.9				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0		0.0		0.0		0.0		0.0		856.9		0.0		856.9		2,895.9				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		54.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		62.3		0.0		1,240.0		0.0		0.0		1,903.5		0.0		3,143.5		3,205.8

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,046.5		0.0		5,046.5		5,046.5

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		54.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,101.3		0.0		1,240.0		0.0		0.0		7,806.9		0.0		9,046.9		11,148.2				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		54.6		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		1,720.1		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,301.3		0.0		1,553.6		0.0		0.0		13,474.2		0.0		15,027.8		18,329.1				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,321.9		0.0		3,321.9		3,321.9

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,299.2		0.0		1,299.2		1,299.2

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1		4,621.1

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1		4,621.1

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		779.0		821.0		0.0		2,097.4		0.0		3,697.4		3,697.4

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		256.1		0.0		256.1		256.1

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		779.0		821.0		0.0		2,353.5		0.0		3,953.5		3,953.5

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバン カイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		999.7		0.0		999.7		999.7

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		800.0		0.0		0.0		1,660.6		0.0		2,460.6		3,280.6

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,170.8		0.0		3,170.8		3,170.8

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,325.2		0.0		1,325.2		1,325.2

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		800.0		0.0		0.0		7,156.3		0.0		7,956.3		8,776.3

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		1,579.0		821.0		0.0		9,509.8		0.0		11,909.8		12,729.8

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												地盤改良_計 ジバン カイリョウ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,666.5		0.0		1,666.5		3,705.5				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												天端盛土_計 テンバ モリド ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		54.6		143.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,020.0		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,082.3		0.0		3,132.6		821.0		0.0		5,661.5		0.0		9,615.1		11,697.4				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		16,653.0		0.0		16,653.0		16,653.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,624.1		0.0		3,624.1		3,624.1				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		54.6		143.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		2,540.1		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,121.3		0.0		3,132.6		821.0		0.0		27,605.1		0.0		31,558.7		35,680.0				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0





										対策不要		未対策→
対策不要		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R3年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		2,540.1		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		3,132.6		821.0		0.0		27,605.1		0.0		35,680.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		1,720.1		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,553.6		0.0		0.0		13,474.2		0.0		18,329.1

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,579.0		821.0		0.0		9,509.8		0.0		12,729.8





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		1,270.1		31.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,566.3		410.5		0.0		13,802.6		0.0		17,840.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		860.1		31.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		776.8		0.0		0.0		6,737.1		0.0		9,164.6

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		2,310.6		0.0		2,310.6

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		410.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		789.5		410.5		0.0		4,754.9		0.0		6,364.9

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																																								　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R3年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		2,029.5		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7		2,060.7				27,516.8		56,599.8		27,927.3		27,927.3		41,729.8		41,729.8

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.8%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%		4.9%				65.9%		135.6%		66.9%		66.9%		100.0%		100.0%

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		1,619.5		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7		1,650.7				22,186.8		45,150.3		22,186.8		22,186.8		28,923.9		28,923.9

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.6%		5.6%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%				76.7%		156.1%		76.7%		76.7%		100.0%		100.0%

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		2,310.6		2,310.6

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0				5,330.0		11,449.5		5,740.5		5,740.5		10,495.4		10,495.4

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%		3.9%				50.8%		109.1%		54.7%		54.7%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																																								【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R3年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,020.0		62.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		3,132.6		821.0		0.0		5,661.5		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,010.0		31.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,566.3		410.5		0.0		2,830.8		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,010.0		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2		1,041.2				13,503.8		28,573.9		13,914.3		13,914.3		16,745.1		16,745.1

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		6.0%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%		6.2%				80.6%		170.6%		83.1%		83.1%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ











過年度対策済
（黒→黒）



個別工事

		耐震補強事業展開一覧 タイシン ホキョウ ジギョウ テンカイ イチラン																																																								【距離標延長換算】
↓				【実延長】
↓ ジツ エンチョウ								44651.0

作成者: 日付のベース

																追加対策工事 ツイカ タイサク コウジ																																																										※2018年度以降の発注者指示 → 微細な延長変更は行わない ネンド イコウ ハッチュウシャ シジ ビサイ エンチョウ ヘンコウ オコナ



		河川 カセン		左右岸 サユウ ガン		表裏 オモテウラ		発注
区分 ハッチュウ クブン		完成
年度 カンセイ ネンド		発注
状況 ハッチュウ ジョウキョウ		工事名 コウジ メイ		発注
区分 ハッチュウ クブン		完成
年度 カンセイ ネンド		発注
状況 ハッチュウ ジョウキョウ		工事名 コウジ メイ		距離標 キョリ ヒョウ						区分 クブン		耐震対策整備延長 タイシン タイサク セイビ エンチョウ																																						摘要 テキヨウ		整備計画区間延長（m） セイビ ケイカク クカン エンチョウ		実測延長（m） ジッソク エンチョウ

																								起点 キテン		～		終点 シュウテン				Ｈ19照査 ショウサ		H27照査 ショウサ												STEP区分 クブン										実態整備 ジッタイ セイビ		距離標 キョリ ヒョウ		整備計画 セイビ ケイカク		整備計測 セイビ ケイソク		全 国 防 災（12,473m） ゼン クニ ボウ サイ

																																対象箇所 タイショウ カショ		対象箇所 タイショウ カショ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		追加対策 ツイカ タイサク		対策不要→
対策不要 タイサク フヨウ タイサク フヨウ		L1津波out ツナミ		対策済みの内
対策不要 タイサク ズ ウチ タイサク フヨウ		施工済 セコウ ズ		STEP1		STEP2-1		STEP2-2		STEP3		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		対象箇所 タイショウ カショ		延長（m） エンチョウ		対策不要（m） タイサク フヨウ

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.650		河口～R23		○																												62.2		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.650		～		1.739		河口～R23		○		○												○												89.0		110.8		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.739		～		1.742		河口～R23		○		○												○												3.0		3.7		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.742		～		1.754		河口～R23		○		○												○												12.0		14.9		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.754		～		1.757		河口～R23		○		○												○												3.0		3.7		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.757		～		1.800		河口～R23		○		○												○												43.0		53.5		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.815		河口～R23		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.815		～		1.847		河口～R23		○		○												○												32.0		32.5		0.0		○		－		32.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.847		～		1.921		河口～R23		○		○												○												74.0		75.1		0.0		○		－		74.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.921		～		1.996		河口～R23		○		○												○												75.0		76.1		0.0		○		－		75.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.996		～		2.000		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.143		河口～R23		○		○												○												143.0		153.0		0.0		○		－		143.0				214.0		219.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.143		～		2.200		河口～R23		○		○												○												57.0		61.0		0.0		○		－		57.0				214.0		219.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.202		河口～R23		○		○								○				○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				199.0		199.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.202		～		2.400		河口～R23		○		○								○				○												198.0		197.0		0.0		○		－		198.0				199.0		199.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.403		河口～R23		○		○								○				○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.403		～		2.443		河口～R23		○		○								○				○												40.0		39.6		0.0		○		－		40.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.443		～		2.541		河口～R23		○		○								○				○												98.0		97.0		0.0		○		－		98.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.541		～		2.600		河口～R23		○		○								○				○												59.0		58.4		0.0		○		－		59.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.800		河口～R23		○		○								○				○												200.0		200.0		0.0		○		－		200.0				200.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		2.803		河口～R23		○		○								○				○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		199.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.803		～		3.000		河口～R23		○		○								○				○												197.0		197.0		0.0		○		－		197.0				200.0		199.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.014		河口～R23		○		○								○				○												14.0		15.0		0.0		○		－		14.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.014		～		3.150		河口～R23		○		○								○				○												136.0		145.5		0.0		○		－		136.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.150		～		3.193		河口～R23		○								○																		43.0		46.0		0.0		○		－		43.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.193		～		3.200		R23～R1		○		○								○				○												7.0		7.5		0.0		○		－		7.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.300		R23～R1		○		○								○				○												100.0		93.0		0.0		○		－		100.0				186.0		186.5

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.300		～		3.400		R23～R1		○		○																		○				93.0		100.0		93.0		93.3		○		－		－				186.0		93.3

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																		○				195.0		200.0		195.0		193.9				－		－				195.0		193.9

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																		○				199.0		200.0		199.0		197.0				－		－				199.0		197.0

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																		○				201.0		200.0		201.0		201.0				－		－				201.0		201.0

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.100		R23～R1		○		○																		○				122.5		100.0		122.5		124.4				－		－				245.0		124.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.100		～		4.200		R23～R1		○																										0.0

作成者: 過年度より0.0標記		0.0		0.0				－		－				245.0		124.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1																												200.0		186.0		0.0				－		－				186.0		186.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1																												200.0		187.0		0.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1																												200.0		187.0		0.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1																												200.0		200.0		0.0				－		－				200.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.100		R23～R1																												100.0		100.0		0.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.100		～		5.200		R23～R1				○												○												100.0		100.0		0.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1				○												○												200.0		179.0		0.0				－		－				179.0		179.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○												○												200.0		171.0		0.0				－		－				171.0		171.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.800		R23～R1		○		○												○												200.0		179.0		0.0				－		－				179.0		178.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○												○												200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		175.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○												○												200.0		184.0		0.0				－		－				184.0		184.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○		○												○												200.0		192.0		0.0				－		－				192.0		192.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○												○												200.0		223.0		0.0				－		－				223.0		223.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○												○												200.0		213.0		0.0				－		－				213.0		212.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○												○												100.0		102.5		0.0				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○												○												100.0		102.5		0.0				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.100		R23～R1		○		○												○												100.0		108.5		0.0				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○																										100.0		108.5		0.0				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		206.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.400		～		7.500		R23～R1		○																										100.0		105.0		0.0				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.500		～		7.600		R23～R1		○		○												○												100.0		105.0		0.0				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○												○												100.0		127.5		0.0				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○												○												100.0		127.5		0.0				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.800		～		8.000		R23～R1		○		○												○												200.0		214.0		0.0				－		－				214.0		213.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.000		～		8.168		R23～R1		○		○												○												168.0		211.7		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.168		～		8.170		R23～R1		○		○												○												2.0		2.5		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.170		～		8.200		R23～R1		○		○												○												30.0		37.8		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.200		～		8.300		R23～R1		○		○												○												100.0		119.0		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.300		～		8.320		R23～R1		○		○												○												20.0		23.8		0.0		○		－		20.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.320		～		8.400		R23～R1		○		○												○												80.0		95.2		0.0		○		－		80.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				1.600		～		1.650		河口～R23		○																												62.2		0.0				－		－				249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				1.650		～		1.703		河口～R23		○				○																						53.0		63.1		0.0				－		－				238.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.703		～		1.743		河口～R23		○		○		○										○												40.0		49.8		104.9				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.743		～		1.753		河口～R23		○		○												○												10.0		12.4		7.6				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.753		～		1.800		河口～R23		○		○		○										○												47.0		58.5		35.9				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.800		～		2.000		河口～R23		○		○												○										195.4		200.0		203.0		195.4		○		200.0		－				203.0		195.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.000		～		2.200		河口～R23		○		○												○										223.4		200.0		214.0		223.4		○		200.0		－				214.0		223.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.200		～		2.302		河口～R23		○		○												○										100.0		102.0		101.5		100.0		○		102.0		－				199.0		198.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.302		～		2.400		河口～R23		○		○												○						○				98.9		98.0		97.5		98.9		○		98.0		－				199.0		198.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.400		～		2.510		河口～R23		○		○												○						○				111.1		110.0		108.9		111.1		○		110.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.510		～		2.541		河口～R23		○		○												○										31.0		31.0		30.7		31.0		○		31.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.541		～		2.600		河口～R23		○		○												○										59.0		59.0		58.4		59.0		○		59.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.600		～		2.800		河口～R23		○		○												○						○				200.2		200.0		200.0		200.2		○		200.0		－				200.0		200.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.800		～		2.833		河口～R23		○		○												○						○				200.2		33.0		33.0		32.6		○		33.0		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.833		～		2.856		河口～R23		○		○																				○		55.3		23.0		23.0		22.6		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.856		～		2.984		河口～R23		○		○																				○		126.8		128.0		128.0		126.8		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.984		～		3.000		河口～R23		○		○																				○		15.9		16.0		16.0		15.9		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.000		～		3.014		河口～R23		○		○																				○		14.0		14.0		15.0		14.0		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.014		～		3.080		河口～R23		○		○																				○		66.1		66.0		70.6		66.1		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.080		～		3.148		河口～R23		○		○																				○		68.2		68.0		72.8		68.2		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.148		～		3.200		河口～R23		○		○																				○		64.6		52.0		55.6		0.0		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=64.6m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.210		R23～R1		○		○																				○		12.4		10.0		9.3		0.0		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=12.4m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定 ミテイ		3.210		～		3.300		R23～R1		○		○																				○		100.0		90.0		83.7		28.6		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=28.6mに調整(整備計画延長:L=100.0m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定 ミテイ		3.300		～		3.342		R23～R1		○		○																				○		31.5		42.0		39.1		31.5		○		－		－				186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.342		～		3.400		R23～R1		○		○																				○		53.9		58.0		53.9		54.1				－		－				186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																				○		195.0		200.0		195.0		193.9				－		－				195.0		193.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		197.0				－		－				199.0		197.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		201.0		200.0		201.0		201.0				－		－				201.0		201.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.100		R23～R1		○		○																				○		122.5		100.0		122.5		124.4				－		－				245.0		248.7

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.100		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		0.0		0.0

作成者: 過年度より0.0標記		0.0		0.0				－		－				245.0		248.7

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1				○																				○		186.0		200.0		186.0		186.0				－		－				186.0		186.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1				○																				○		187.0		200.0		187.0		187.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1				○																				○		187.0		200.0		187.0		187.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1				○																				○		200.0		200.0		200.0		200.0				－		－				200.0		200.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.100		R23～R1				○																				○		100.0		100.0		100.0		99.9				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.100		～		5.200		R23～R1				○																				○		100.0		100.0		100.0		100.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1				○																				○		179.0		200.0		179.0		179.4				－		－				179.0		179.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		171.0		200.0		171.0		171.6				－		－				171.0		171.6

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		179.0		200.0		179.0		178.9				－		－				179.0		178.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○																				○		175.0		200.0		175.0		175.4				－		－				175.0		175.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○																				○		184.0		200.0		184.0		184.4				－		－				184.0		184.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○		○																				○		192.0		200.0		192.0		192.4				－		－				192.0		192.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																				○		223.0		200.0		223.0		223.0				－		－				223.0		223.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																				○		213.0		200.0		213.0		212.2				－		－				213.0		212.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																				○		102.5		100.0		102.5		102.6				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○																				○		102.5		100.0		102.5		102.6				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R23～R1		○		○																				○		108.5		100.0		108.5		108.7				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○		○																				○		108.5		100.0		108.5		108.7				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		206.9				－		－				208.0		206.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.500		R23～R1		○		○																				○		105.0		100.0		105.0		104.7				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.500		～		7.600		R23～R1		○		○																				○		105.0		100.0		105.0		104.7				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																				○		127.5		100.0		127.5		126.9				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○																				○		127.5		100.0		127.5		126.9				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.800		～		8.000		R23～R1		○		○																				○		214.0		200.0		214.0		213.6				－		－				214.0		213.6

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.000		～		8.168		R23～R1		○		○																				○		211.7		168.0		211.7		211.7				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.168		～		8.200		R23～R1		○		○																				○		32.0		32.0		40.3		32.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.200		～		8.247		R23～R1		○		○												○												47.0		55.9		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.247		～		8.290		R23～R1		○		○												○												43.0		51.2		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.290		～		8.300		R23～R1		○				○																						10.0		11.9		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.300		～		8.320		R23～R1		○				○																						20.0		23.8		0.0		○		－		20.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.320		～		8.400		R23～R1		○				○																						80.0		95.2		0.0		○		－		80.0				238.0		236.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.060		～		-0.050		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.050		～		0.000		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.016		河口～R23		○		○												○												16.0		16.7		0.0		○		－		16.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.016		～		0.037		河口～R23		○		○												○												21.0		21.9		0.0		○		－		21.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.037		～		0.041		河口～R23		○		○												○												4.0		4.2		0.0		○		－		4.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.041		～		0.058		河口～R23		○		○												○												17.0		17.8		0.0		○		－		17.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.058		～		0.060		河口～R23		○		○												○												2.0		2.1		0.0		○		－		2.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.060		～		0.082		河口～R23		○		○												○												22.0		23.0		0.0		○		－		22.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.082		～		0.115		河口～R23		○		○												○												33.0		34.5		0.0		○		－		33.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.115		～		0.137		河口～R23		○		○												○												22.0		23.0		0.0		○		－		22.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.137		～		0.181		河口～R23		○		○												○												44.0		46.0		0.0		○		－		44.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.181		～		0.200		河口～R23		○		○												○												19.0		19.9		0.0		○		－		19.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.234		河口～R23		○		○												○												34.0		34.3		0.0		○		－		34.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.234		～		0.235		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.235		～		0.275		河口～R23		○		○												○												40.0		40.4		0.0		○		－		40.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.275		～		0.305		河口～R23		○		○												○												30.0		30.3		0.0		○		－		30.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.305		～		0.316		河口～R23		○		○												○												11.0		11.1		0.0		○		－		11.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.316		～		0.347		河口～R23		○		○												○												31.0		31.3		0.0		○		－		31.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.347		～		0.350		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.350		～		0.382		河口～R23		○		○												○												32.0		32.3		0.0		○		－		32.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.382		～		0.400		河口～R23		○		○												○												18.0		18.2		0.0		○		－		18.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.425		河口～R23		○		○												○												25.0		25.4		0.0		○		－		25.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.425		～		0.450		河口～R23		○		○												○												25.0		25.4		0.0		○		－		25.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.450		～		0.460		河口～R23		○		○												○												10.0		10.2		0.0		○		－		10.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.460		～		0.466		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.466		～		0.519		河口～R23		○		○												○												53.0		53.8		0.0		○		－		53.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.519		～		0.525		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.525		～		0.560		河口～R23		○		○												○												35.0		35.5		0.0		○		－		35.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.560		～		0.600		河口～R23		○		○												○												40.0		40.6		0.0		○		－		40.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.626		河口～R23		○		○												○												26.0		26.0		0.0		○		－		26.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.626		～		0.800		河口～R23		○		○												○												174.0		174.0		0.0		○		－		174.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		0.898		河口～R23		○		○												○												98.0		98.0		0.0		○		－		98.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.898		～		0.912		河口～R23		○		○												○												14.0		14.0		0.0		○		－		14.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.912		～		1.000		河口～R23		○		○												○												88.0		88.0		0.0		○		－		88.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.010		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.010		～		1.031		河口～R23		○		○												○												21.0		20.9		0.0		○		－		21.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.031		～		1.065		河口～R23		○		○												○												34.0		33.8		0.0		○		－		34.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.065		～		1.131		河口～R23		○		○												○												66.0		65.7		0.0		○		－		66.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.131		～		1.200		河口～R23		○		○												○												69.0		68.7		0.0		○		－		69.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.263		河口～R23		○		○												○												63.0		65.8		0.0		○		－		63.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.263		～		1.300		河口～R23		○		○												○												37.0		38.7		0.0		○		－		37.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.300		～		1.400		河口～R23		○		○												○												100.0		104.5		0.0		○		－		100.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.460		河口～R23		○		○												○												60.0		60.0		0.0		○		－		60.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.460		～		1.500		河口～R23		○		○												○												40.0		40.0		0.0		○		－		40.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.500		～		1.575		河口～R23		○		○												○												75.0		75.0		0.0		○		－		75.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.575		～		1.576		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.576		～		1.600		河口～R23		○		○												○												24.0		24.0		0.0		○		－		24.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.626		河口～R23		○		○												○												26.0		26.5		0.0		○		－		26.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.626		～		1.658		河口～R23		○		○												○												32.0		32.6		0.0		○		－		32.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.658		～		1.698		河口～R23		○		○												○												40.0		40.8		0.0		○		－		40.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.698		～		1.776		河口～R23		○				○																						78.0		79.6		0.0		○		－		78.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.776		～		1.780		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.780		～		1.800		河口～R23		○		○												○												20.0		20.4		0.0		○		－		20.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.896		河口～R23		○		○												○												96.0		95.5		0.0		○		－		96.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.896		～		1.916		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.916		～		1.961		河口～R23		○		○												○												45.0		44.8		0.0		○		－		45.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.961		～		2.000		河口～R23		○		○												○												39.0		38.8		0.0		○		－		39.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.197		河口～R23		○		○												○												197.0		200.9		0.0		○		－		197.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.197		～		2.200		河口～R23		○		○												○												3.0		3.1		0.0		○		－		3.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.262		河口～R23		○		○												○												62.0		54.6		0.0		○		－		62.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.262		～		2.265		河口～R23		○		○												○												3.0		2.6		0.0		○		－		3.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.265		～		2.292		河口～R23		○		○												○												27.0		23.8		0.0		○		－		27.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.292		～		2.295		河口～R23		○		○												○												3.0		2.6		0.0		○		－		3.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.295		～		2.339		河口～R23		○		○												○												44.0		38.7		0.0		○		－		44.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.339		～		2.400		河口～R23		○		○												○												61.0		53.7		0.0		○		－		61.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.416		河口～R23		○		○												○												16.0		18.4		0.0		○		－		16.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.416		～		2.456		河口～R23		○		○												○												40.0		46.0		0.0		○		－		40.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.456		～		2.500		河口～R23		○		○												○												44.0		50.6		0.0		○		－		44.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.500		～		2.512		河口～R23		○		○												○												12.0		13.8		0.0		○		－		12.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.512		～		2.555		河口～R23		○		○												○												43.0		49.5		0.0		○		－		43.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.555		～		2.564		河口～R23		○		○												○												9.0		10.3		0.0		○		－		9.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.564		～		2.600		河口～R23		○		○												○												36.0		41.4		0.0		○		－		36.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.615		河口～R23		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.615		～		2.667		河口～R23		○		○												○												52.0		52.5		0.0		○		－		52.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.667		～		2.730		河口～R23		○		○												○												63.0		63.6		0.0		○		－		63.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.730		～		2.761		河口～R23		○		○												○												31.0		31.3		0.0		○		－		31.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.761		～		2.775		河口～R23		○		○												○												14.0		14.1		0.0		○		－		14.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.775		～		2.800		河口～R23		○		○												○												25.0		25.2		0.0		○		－		25.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		2.824		河口～R23		○		○												○												24.0		20.0		0.0		○		－		24.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.824		～		2.875		河口～R23		○		○												○												51.0		42.6		0.0		○		－		51.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.875		～		2.989		河口～R23		○		○												○												114.0		95.2		0.0		○		－		114.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.989		～		2.992		河口～R23		○		○												○												3.0		2.5		0.0		○		－		3.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.992		～		3.000		河口～R23		○		○												○												8.0		6.7		0.0		○		－		8.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.022		河口～R23		○		○												○												22.0		24.4		0.0		○		－		22.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.022		～		3.042		河口～R23		○		○												○												20.0		22.2		0.0		○		－		20.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.042		～		3.059		河口～R23		○		○												○												17.0		18.9		0.0		○		－		17.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.059		～		3.080		河口～R23		○		○												○												21.0		23.3		0.0		○		－		21.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.080		～		3.094		河口～R23		○		○												○												14.0		15.5		0.0		○		－		14.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.094		～		3.110		河口～R23		○		○												○												16.0		17.8		0.0		○		－		16.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.110		～		3.154		河口～R23		○		○												○												44.0		48.8		0.0		○		－		44.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.154		～		3.176		河口～R23		○		○												○												22.0		24.4		0.0		○		－		22.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.176		～		3.192		河口～R23		○		○												○												16.0		17.8		0.0		○		－		16.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.192		～		3.197		河口～R23		○								○																		5.0		5.5		0.0		○		－		5.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.197		～		3.200		R23～R1		○		○												○												3.0		3.3		0.0		○		－		3.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.213		R23～R1		○		○												○												13.0		12.2		0.0		○		－		13.0				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.213		～		3.280		R23～R1		○		○												○												67.0		62.6		0.0		○		－		67.0				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.280		～		3.347		R23～R1		○		○												○												67.0		62.6		0.0				－		－				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.347		～		3.400		R23～R1		○				○																						53.0		49.6		0.0				－		－				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○								○				○		○								211.0		200.0		211.0		210.6				－		－		発注延長は200m		211.0		210.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.600		～		3.720		R23～R1		○		○								○				○		○								136.2		120.0		136.2		126.2				－		－		発注延長は120m		227.0		210.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.720		～		3.800		R23～R1		○		○								○						○								90.8		80.0		90.8		84.1				－		－				227.0		210.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1		○		○								○						○										100.0		103.5		0.0				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○								○				○		○										100.0		103.5		0.0				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.071		R23～R1		○		○								○				○		○										71.0		73.5		0.0				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.071		～		4.200		R23～R1		○		○								○				○		○								133.5		129.0		133.5		133.3				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.200		～		4.350		R23～R1		○		○								○				○		○								196.5		150.0		196.5		196.0				－		－		発注延長は150m ハッチュウ エンチョウ		262.0		261.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.350		～		4.400		R23～R1		○		○								○				○		○								65.5		50.0		65.5		65.3				－		－		発注延長は50m ハッチュウ エンチョウ		262.0		261.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.400		～		4.474		R23～R1		○		○								○				○		○								74.0		74.0		74.0		73.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		200.0		199.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2未済 ミサイ		R3年度 ネンド		完成		R2 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						対策不要				4.474		～		4.600		R23～R1		○		○								○				○		○								126.0		126.0		126.0		125.7				－		－				200.0		199.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.600		～		4.700		R23～R1		○		○								○				○		○								90.0		100.0		90.0		89.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		180.0		179.8

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.700		～		4.800		R23～R1		○		○								○				○		○								90.0		100.0		90.0		89.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		180.0		179.8

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.800		～		4.900		R23～R1		○		○								○				○		○								117.0		100.0		117.0		116.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		234.0		233.7

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.900		～		5.000		R23～R1		○		○								○				○		○								117.0		100.0		117.0		116.9				－		－				234.0		233.7

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシガス カワ ヒョウ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.000		～		5.050		R23～R1		○		○								○				○		○								54.0		50.0		54.0		54.0				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシガス カワ ヒョウ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.050		～		5.170		R23～R1		○		○								○						○								140.4		120.0		140.4		129.6				－		－				234.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.170		～		5.200		R23～R1		○		○								○						○								32.4		30.0		32.4		32.4				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R3年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ケ須上流川表高潮堤防補強工事 キソガワ 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						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○								○				○		○								110.0		100.0		110.0		109.8				－		－				220.0		219.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R3年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ケ須上流川表高潮堤防補強工事 キソガワ 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						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○								○						○								110.0		100.0		110.0		109.8										220.0		219.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2未済 ミサイ		R3年度 ネンド		完成		R2 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						対策不要				5.400		～		5.592		R23～R1		○		○								○				○		○								175.7		192.0		175.7		174.8				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.592		～		5.600		R23～R1		○		○								○				○		○										8.0		7.3		0.0				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.700		R23～R1		○		○								○				○		○										100.0		100.2		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.700		～		5.798		R23～R1		○		○								○				○												98.0		98.1		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.798		～		5.800		R23～R1		○		○								○				○		○										2.0		2.0		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.899		R23～R1		○		○								○				○		○										99.0		122.9		0.0				－		－				246.0		248.2

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		245		453.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.899		～		5.956		R23～R1		○		○								○				○												57.0		70.7		0.0				－		－				246.0		248.2				6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.956		～		6.000		R23～R1		○		○								○				○												44.0		54.6		0.0				－		－				246.0		248.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.042		R23～R1		○		○								○				○												42.0		44.3		0.0				－		－				209.0		211.0

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		208.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.042		～		6.068		R23～R1		○		○								○				○												26.0		27.4		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.068		～		6.121		R23～R1		○		○								○				○		○										53.0		55.9		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.121		～		6.131		R23～R1		○		○								○				○		○										10.0		10.5		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.131		～		6.179		R23～R1		○		○								○				○		○										48.0		50.6		0.0				－		－		発注延長は53.2m
図面の距離標は6.0k+184.016 ハッチュウ エンチョウ		209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.179		～		6.200		R23～R1		○		○								○				○												21.0		22.2		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.300		R23～R1		○		○								○				○												100.0		95.5		0.0				－		－				191.0		95.5

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.300		～		6.400		R23～R1		○		○												○												100.0		95.5		0.0				－		－				191.0		95.5

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																○				○		178.0		200.0		178.0		178.5				－		－				178.0		178.5

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																○				○		197.0		200.0		197.0		198.0				－		－				197.0		198.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																○				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		104.8

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○												○												100.0		104.5		0.0				－		－				209.0		104.8

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○		○												○												200.0		174.0		0.0				－		－				174.0		174.5

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.300		R23～R1		○		○												○												100.0		99.5		0.0				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.300		～		7.400		R23～R1		○		○																○				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		100.1

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.600		R23～R1		○		○																		○				189.0		200.0		189.0		189.6				－		－				189.0		189.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																		○				85.5		100.0		85.5		85.9				－		－				171.0		85.9

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○																										100.0		85.5		0.0				－		－				171.0		85.9

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.800		～		7.986		R23～R1		○																										186.0		156.2		0.0				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.986		～		8.000		R23～R1		○												○														14.0		11.8		0.0				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.000		～		8.035		R23～R1		○												○														35.0		28.0		0.0				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.035		～		8.080		R23～R1		○												○														45.0		36.0		0.0		○		－		45.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.080		～		8.129		R23～R1		○												○														49.0		39.2		0.0		○		－		49.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.129		～		8.136		R23～R1		○												○														7.0		5.6		0.0		○		－		7.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.136		～		8.180		R23～R1		○																										44.0		35.2		0.0		○		－		44.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.180		～		8.185		R23～R1		○																										5.0		4.0		0.0		○		－		5.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.185		～		8.200		R23～R1		○																										15.0		12.0		0.0				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.200		～		8.400		R23～R1		○																										200.0		149.0		0.0				－		－				149.0		147.4

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		完成		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.057

作成者: 整備計画による起点は0.000k～		～		-0.050		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		7.7				－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		0.0		0.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		完成		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.050		～		0.000		河口～R23		○		○						○						○												0.0		0.0		54.6				－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		0.0		0.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.000		～		0.016		河口～R23		○		○																				○		17.2		16.0		16.7		17.2		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.016		～		0.037		河口～R23		○		○																				○		21.3		21.0		21.9		21.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.037		～		0.041		河口～R23		○		○																				○		1.9		4.0		4.2		1.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.041		～		0.058		河口～R23		○		○																				○		7.9		17.0		17.8		7.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.058		～		0.060		河口～R23		○		○																				○		0.9		2.0		2.1		0.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.060		～		0.082		河口～R23		○		○																				○		23.3		22.0		23.0		23.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.082		～		0.115		河口～R23		○		○																				○		34.3		33.0		34.5		34.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.115		～		0.137		河口～R23		○		○																				○		23.2		22.0		23.0		23.2		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.137		～		0.181		河口～R23		○		○																				○		46.3		44.0		46.0		46.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.181		～		0.200		河口～R23		○		○																				○		19.8		19.0		19.9		19.8		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.200		～		0.234		河口～R23		○		○																				○		35.4		34.0		34.3		35.4		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.234		～		0.235		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.235		～		0.275		河口～R23		○		○																				○		41.9		40.0		40.4		41.9		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.275		～		0.305		河口～R23		○		○																				○		31.4		30.0		30.3		31.4		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.305		～		0.316		河口～R23		○		○																				○		11.5		11.0		11.1		11.5		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.316		～		0.347		河口～R23		○		○																				○		31.3		31.0		31.3		31.3		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.347		～		0.350		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.350		～		0.382		河口～R23		○		○																				○		32.3		32.0		32.3		32.3		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.382		～		0.400		河口～R23		○		○																				○		18.2		18.0		18.2		18.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.425		河口～R23		○		○																				○		25.2		25.0		25.4		25.2		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.425		～		0.450		河口～R23		○		○																				○		25.2		25.0		25.4		25.2		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.450		～		0.460		河口～R23		○		○																				○		10.1		10.0		10.2		10.1		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.460		～		0.466		河口～R23		○		○																				○		6.1		6.0		6.1		6.1		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.466		～		0.519		河口～R23		○		○																				○		53.4		53.0		53.8		53.4		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.519		～		0.525		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		6.1		6.0		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.525		～		0.560		河口～R23		○		○																				○		35.3		35.0		35.5		35.3		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.560		～		0.600		河口～R23		○		○																				○		40.3		40.0		40.6		40.3		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.600		～		0.626		河口～R23		○		○																				○		26.2		26.0		26.0		26.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.626		～		0.800		河口～R23		○		○																				○		175.4		174.0		174.0		110.1

作成者: L=175.4mを110.1mで調整（-65.3m）		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.800		～		0.898		河口～R23		○		○																				○		98.8		98.0		98.0		164.1

作成者: L=98.8mを164.1mで調整（+65.3m）		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.898		～		0.912		河口～R23		○		○																				○		14.1		14.0		14.0		14.1		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.912		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		88.2		88.0		88.0		88.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.000		～		1.010		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.010		～		1.031		河口～R23		○		○																				○		21.1		21.0		20.9		21.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.031		～		1.065		河口～R23		○		○																				○		34.1		34.0		33.8		34.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.065		～		1.131		河口～R23		○		○																				○		66.7		66.0		65.7		66.7		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.131		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		69.7		69.0		68.7		69.7		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.200		～		1.263		河口～R23		○		○																				○		63.6		63.0		65.8		32.0

作成者: L=63.6mをL=32.0mで調整(L=-31.6m)		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.263		～		1.300		河口～R23		○		○																				○		37.6		37.0		38.7		6.9

作成者: L=37.6mをL=69.2mで調整(L=+31.6m)		○		－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事により延長をL=6.9mに調整(整備計画延長:L=69.2m) エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.300		～		1.400		河口～R23		○		○																				○		101.5		100.0		104.5		101.5		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.460		河口～R23		○		○																				○		60.9		60.0		60.0		60.9		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.460		～		1.500		河口～R23		○		○																				○		40.2		40.0		40.0		40.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.500		～		1.575		河口～R23		○		○																				○		75.4		75.0		75.0		75.4		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.575		～		1.576		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.576		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		24.0		24.0		24.0		24.0		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.626		河口～R23		○		○																				○		26.1		26.0		26.5		26.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.626		～		1.658		河口～R23		○		○																				○		32.1		32.0		32.6		32.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.658		～		1.698		河口～R23		○		○																				○		40.1		40.0		40.8		40.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.698		～		1.776		河口～R23		○		○																				○		78.2		78.0		79.6		78.2		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.776		～		1.780		河口～R23		○		○																				○		4.0		4.0		4.1		4.0		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.780		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		20.4		20.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.896		河口～R23		○		○																				○		96.3		96.0		95.5		96.3		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.896		～		1.916		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		19.9		20.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.916		～		1.961		河口～R23		○		○																				○		45.2		45.0		44.8		45.2		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.961		～		2.000		河口～R23		○		○																				○		39.2		39.0		38.8		39.2		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.197		河口～R23		○		○																				○		197.8		197.0		200.9		197.8		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.197		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.1		3.0		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.262		河口～R23		○		○																				○		62.2		62.0		54.6		62.2		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.262		～		2.265		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.6		3.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.265		～		2.292		河口～R23		○		○																				○		27.1		27.0		23.8		27.1		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.292		～		2.295		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.6		3.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.295		～		2.339		河口～R23		○		○																				○		34.6		44.0		38.7		34.6		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.339		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		48.0		61.0		53.7		48.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.400		～		2.416		河口～R23		○		○																				○		12.6		16.0		18.4		12.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.416		～		2.456		河口～R23		○		○																				○		39.7		40.0		46.0		39.7		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.456		～		2.500		河口～R23		○		○																				○		43.6		44.0		50.6		43.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.500		～		2.512		河口～R23		○		○																				○		11.9		12.0		13.8		11.9		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.512		～		2.555		河口～R23		○		○																				○		42.7		43.0		49.5		42.7		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.555		～		2.564		河口～R23		○		○																				○		14.2		9.0		10.3		14.2		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.564		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		54.6		36.0		41.4		54.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.600		～		2.615		河口～R23		○		○																				○		21.7		15.0		15.2		21.7		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.615		～		2.667		河口～R23		○		○																				○		52.0		52.0		52.5		52.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.667		～		2.730		河口～R23		○		○																				○		53.2		63.0		63.6		53.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.730		～		2.761		河口～R23		○		○																				○		35.2		31.0		31.3		35.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.761		～		2.775		河口～R23		○		○																				○		16.0		14.0		14.1		16.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.775		～		2.800		河口～R23		○		○																				○		27.8		25.0		25.2		27.8		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.800		～		2.824		河口～R23		○		○																				○		26.7		24.0		20.0		26.7		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.824		～		2.875		河口～R23		○		○																				○		40.8		51.0		42.6		40.8		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.875		～		2.989		河口～R23		○		○																				○		91.3		114.0		95.2		91.3		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.989		～		2.992		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.5		3.0		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.992		～		3.000		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		6.7		8.0		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.000		～		3.022		河口～R23		○		○																				○		22.0		22.0		24.4		22.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.022		～		3.042		河口～R23		○		○																				○		20.0		20.0		22.2		20.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.042		～		3.059		河口～R23		○		○																				○		17.0		17.0		18.9		17.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.059		～		3.080		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		23.3		21.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.080		～		3.094		河口～R23		○		○																				○		14.0		14.0		15.5		14.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.094		～		3.110		河口～R23		○		○																				○		16.0		16.0		17.8		16.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.110		～		3.154		河口～R23		○		○																				○		44.0		44.0		48.8		44.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.154		～		3.176		河口～R23		○		○																				○		22.0		22.0		24.4		22.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.176		～		3.192		河口～R23		○		○																				○		32.4		16.0		17.8		32.4		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.192		～		3.197		河口～R23		○		○																				○		10.1		5.0		5.5		10.1		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.197		～		3.200		R23～R1		○		○																				○		6.1		3.0		3.3		6.1		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.213		R23～R1		○		○																				○		26.4		13.0		12.2		26.4		○		－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.213		～		3.280		R23～R1		○		○																				○		67.0		67.0		62.6		67.0		○		－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.280		～		3.347		R23～R1		○		○																				○		67.0		67.0		62.6		67.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.347		～		3.400		R23～R1		○		○																		○				53.0		53.0		49.6		53.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																		○				211.0		200.0		211.0		210.6				－		－				211.0		210.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																		○				227.0		200.0		227.0		210.3				－		－				227.0		210.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																		○				207.0		200.0		207.0		206.6				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																		○				207.0		200.0		207.0		206.6				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																		○				262.0		200.0		262.0		261.3				－		－				262.0		261.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																		○				200.0		200.0		200.0		199.6				－		－				200.0		199.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																		○				180.0		200.0		180.0		179.8				－		－				180.0		179.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																		○				234.0		200.0		234.0		233.7				－		－				234.0		233.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																		○				216.0		200.0		216.0		216.0				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1		○		○																		○				220.0		200.0		220.0		219.6				－		－				220.0		219.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.500		R23～R1		○		○																				○		91.5		100.0		91.5		91.6				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.500		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		91.5		100.0		91.5		91.6				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.700		R23～R1		○		○																		○				100.5		100.0		100.5		100.2				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.700		～		5.800		R23～R1		○		○																		○				100.5		100.0		100.5		100.2				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○																		○				246.0		200.0		246.0		245.0				－		－				246.0		245.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○																		○				209.0		200.0		209.0		208.2				－		－				209.0		208.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.300		R23～R1		○		○																		○				95.5		100.0		95.5		95.4				－		－				191.0		190.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.300		～		6.400		R23～R1		○		○																				○		95.5		100.0		95.5		95.4				－		－				191.0		190.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																				○		178.0		200.0		178.0		178.5				－		－				178.0		178.5

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																				○		197.0		200.0		197.0		198.0				－		－				197.0		198.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		209.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○																				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		209.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○		○																				○		174.0		200.0		174.0		174.5				－		－				174.0		174.5

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.200		～		7.300		R23～R1		○		○																				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.300		～		7.400		R23～R1		○		○																				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.600		R23～R1		○		○																				○		189.0		200.0		189.0		189.6				－		－				189.0		189.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																				○		85.5		100.0		85.5		85.9				－		－				171.0		171.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○																				○		85.5		100.0		85.5		85.8				－		－				171.0		171.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.800		～		7.986		R23～R1		○		○																				○		156.2		186.0		156.2		157.7				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.986		～		8.000		R23～R1		○		○																				○		11.8		14.0		11.8		11.9				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.000		～		8.035		R23～R1		○		○																				○		28.0		35.0		28.0		28.6				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.035		～		8.080		R23～R1		○		○																				○		36.0		45.0		36.0		36.8		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.080		～		8.129		R23～R1		○		○																				○		39.2		49.0		39.2		40.1		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.129		～		8.136		R23～R1		○		○																				○		5.6		7.0		5.6		5.7		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.136		～		8.180		R23～R1		○		○																				○		35.2		44.0		35.2		36.0		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.180		～		8.185		R23～R1		○		○																				○		4.0		5.0		4.0		4.1		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.185		～		8.200		R23～R1		○		○																				○		12.0		15.0		12.0		12.3				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.200		～		8.400		R23～R1		○																										200.0		149.0		0.0				－		－				149.0		147.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1						○																						200.0		170.0		0.0				－		－				170.0		172.1

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1						○																						200.0		185.0		0.0				－		－				185.0		183.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1						○																						200.0		237.0		0.0				－		－				237.0		238.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1						○																						200.0		226.0		0.0				－		－				226.0		223.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1						○																						200.0		262.0		0.0				－		－				262.0		266.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1						○																						100.0		113.0		0.0				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○												○												100.0		113.0		0.0				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○												○												200.0		234.0		0.0				－		－				234.0		231.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○												○												200.0		234.0		0.0				－		－				234.0		229.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○												○												200.0		231.0		0.0				－		－				231.0		232.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○												○												200.0		262.0		0.0				－		－				262.0		263.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○												○												200.0		199.0		0.0				－		－				199.0		196.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○												○												200.0		195.0		0.0				－		－				195.0		195.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○												○												100.0		107.0		0.0				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○																										100.0		107.0		0.0				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○																										200.0		172.0		0.0				－		－				172.0		173.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.620		R23～R1		○																										20.0		19.9		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.620		～		5.626		R23～R1		○																										6.0		6.0		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.626		～		5.670		R23～R1		○																										44.0		43.8		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.670		～		5.770		R23～R1		○												○														100.0		99.5		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.770		～		5.773		R23～R1		○												○														3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.773		～		5.800		R23～R1		○												○														27.0		26.9		0.0		○		－		27.0				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.825		R23～R1		○												○														25.0		13.6		0.0		○		－		25.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.825		～		5.836		R23～R1		○												○														11.0		6.0		0.0		○		－		11.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.836		～		5.883		R23～R1		○																										47.0		25.6		0.0		○		－		47.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.883		～		5.910		R23～R1		○																										27.0		14.7		0.0		○		－		27.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.910		～		5.940		R23～R1		○												○														30.0		16.4		0.0		○		－		30.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.940		～		5.970		R23～R1		○												○														30.0		16.3		0.0		○		－		30.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.970		～		6.000		R23～R1		○												○														30.0		16.4		0.0				－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.175		R23～R1		○												○														175.0		147.0		0.0				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.175		～		6.200		R23～R1		○																										25.0		21.0		0.0				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○																										200.0		150.0		0.0				－		－				150.0		153.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○																										200.0		215.0		0.0				－		－				215.0		213.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○																										200.0		251.0		0.0				－		－				251.0		250.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.800		～		7.000		R23～R1		○																										200.0		303.0		0.0				－		－				303.0		301.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○																										200.0		355.0		0.0				－		－				355.0		356.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		253.0		0.0				－		－				253.0		253.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1				○																○				○		170.0		200.0		170.0		172.1				－		－				170.0		172.1

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1				○																○				○		185.0		200.0		185.0		183.7				－		－				185.0		183.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1				○																○				○		237.0		200.0		237.0		238.9				－		－				237.0		238.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1				○																○				○		226.0		200.0		226.0		223.5				－		－				226.0		223.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1				○																○				○		262.0		200.0		262.0		266.2				－		－				262.0		266.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1				○																○				○		113.0		100.0		113.0		112.4				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		113.0		100.0		113.0		112.4				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		234.0		200.0		234.0		231.4				－		－				234.0		231.4

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																				○		234.0		200.0		234.0		229.2				－		－				234.0		229.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																				○		231.0		200.0		231.0		232.9				－		－				231.0		232.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																				○		262.0		200.0		262.0		263.3				－		－				262.0		263.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		196.9				－		－				199.0		196.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																				○		195.0		200.0		195.0		195.9				－		－				195.0		195.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○																				○		107.0		100.0		107.0		106.1				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○																				○		107.0		100.0		107.0		106.1				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		172.0		200.0		172.0		173.3				－		－				172.0		173.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.620		R23～R1		○		○																				○		19.9		20.0		19.9		19.6				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.620		～		5.626		R23～R1		○		○																				○		6.0		6.0		6.0		5.9				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.626		～		5.670		R23～R1		○		○																				○		44.2		44.0		43.8		44.2				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.670		～		5.770		R23～R1		○		○																				○		100.4		100.0		99.5		100.4				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.770		～		5.773		R23～R1		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.773		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		26.9		27.0		26.9		26.4		○		－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		5.825		R23～R1		○		○																				○		13.6		25.0		13.6		14.0		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.825		～		5.836		R23～R1		○		○																				○		6.0		11.0		6.0		6.1		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.836		～		5.883		R23～R1		○		○																				○		25.6		47.0		25.6		26.2		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.883		～		5.910		R23～R1		○		○																				○		14.7		27.0		14.7		15.1		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.910		～		5.940		R23～R1		○		○																				○		16.4		30.0		16.4		16.7		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.940		～		5.970		R1～JR		○		○																				○		16.3		30.0		16.3		16.7		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.970		～		6.000		R1～JR		○		○																				○		16.4		30.0		16.4		16.7				－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.175		R1～JR		○		○																				○		147.0		175.0		147.0		147.6				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.175		～		6.200		R1～JR		○		○																				○		21.0		25.0		21.0		21.1				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																				○		150.0		200.0		150.0		153.3				－		－				150.0		153.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																				○		215.0		200.0		215.0		213.6				－		－				215.0		213.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																				○		251.0		200.0		251.0		250.5				－		－				251.0		250.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																				○		303.0		200.0		303.0		301.5				－		－				303.0		301.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R1～JR		○		○																				○		177.5		100.0		177.5		178.2				－		－				355.0		356.4

		長良川 ナガラガワ		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○																										100.0		177.5		0.0				－		－				355.0		356.4

		長良川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		253.0		0.0				－		－				253.0		253.2

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-1.000		～		-0.990		河口～R23		○				○																						10.0		6.8		0.0		○		－		10.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.990		～		-0.836		河口～R23		○		○												○												154.0		104.0		0.0		○		－		154.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.836		～		-0.800		河口～R23		○		○												○												36.0		24.3		0.0		○		－		36.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.800		～		-0.665		河口～R23		○		○												○												135.0		137.7		0.0		○		－		135.0				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.665		～		-0.600		河口～R23		○				○																						65.0		66.3		0.0		○		－		65.0				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.600		～		-0.550		河口～R23		○				○																						50.0		49.0		0.0		○		－		50.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.550		～		-0.534		河口～R23		○				○																						16.0		15.7		0.0		○		－		16.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.534		～		-0.400		河口～R23		○		○												○												134.0		131.3		0.0		○		－		134.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.400		～		-0.391		河口～R23		○		○												○												9.0		9.0		0.0		○		－		9.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.391		～		-0.340		河口～R23		○		○												○												51.0		51.0		0.0		○		－		51.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.340		～		-0.330		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.330		～		-0.293		河口～R23		○		○												○												37.0		37.0		0.0		○		－		37.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.293		～		-0.290		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.290		～		-0.212		河口～R23		○		○												○												78.0		78.0		0.0		○		－		78.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.212		～		-0.210		河口～R23		○		○												○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.210		～		-0.200		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.200		～		-0.185		河口～R23		○		○												○												15.0		18.3		0.0		○		－		15.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.185		～		-0.170		河口～R23		○		○												○												15.0		18.3		0.0		○		－		15.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.170		～		-0.164		河口～R23		○		○												○												6.0		7.3		0.0		○		－		6.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.164		～		0.000		河口～R23		○		○												○												164.0		200.1		0.0		○		－		164.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.083		河口～R23		○		○												○												83.0		93.0		0.0		○		－		83.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.083		～		0.116		河口～R23		○		○												○												33.0		37.0		0.0		○		－		33.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.116		～		0.168		河口～R23		○		○												○												52.0		58.2		0.0		○		－		52.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.168		～		0.190		河口～R23		○		○												○												22.0		24.6		0.0		○		－		22.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.190		～		0.200		河口～R23		○		○												○												10.0		11.2		0.0		○		－		10.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.201		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.201		～		0.211		河口～R23		○		○												○												10.0		9.5		0.0		○		－		10.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.211		～		0.234		河口～R23		○		○												○												23.0		21.9		0.0		○		－		23.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.234		～		0.260		河口～R23		○		○												○												26.0		24.7		0.0		○		－		26.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.260		～		0.365		河口～R23		○		○												○												105.0		99.8		0.0		○		－		105.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.365		～		0.367		河口～R23		○		○												○												2.0		1.9		0.0		○		－		2.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.367		～		0.399		河口～R23		○		○												○												32.0		30.4		0.0		○		－		32.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.487		河口～R23		○		○												○												87.0		82.7		0.0		○		－		87.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.487		～		0.500		河口～R23		○		○												○												13.0		12.4		0.0		○		－		13.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.500		～		0.584		河口～R23		○		○												○												84.0		79.8		0.0		○		－		84.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.584		～		0.600		河口～R23		○		○												○												16.0		15.2		0.0		○		－		16.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.721		河口～R23		○		○												○												121.0		138.5		0.0		○		－		121.0				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.721		～		0.800		河口～R23		○		○												○												79.0		90.5		0.0		○		－		79.0				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		1.000		河口～R23		○		○												○												200.0		134.0		0.0		○		－		200.0				134.0		134.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.077		河口～R23		○		○												○												77.0		59.7		0.0		○		－		77.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.077		～		1.084		河口～R23		○		○												○												7.0		5.4		0.0		○		－		7.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.084		～		1.136		河口～R23		○		○												○												52.0		40.3		0.0		○		－		52.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.136		～		1.200		河口～R23		○		○												○												64.0		49.6		0.0		○		－		64.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.245		河口～R23		○		○												○												45.0		46.8		0.0		○		－		45.0				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.245		～		1.400		河口～R23		○		○												○												155.0		161.2		0.0		○		－		155.0				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.420		河口～R23		○		○												○												20.0		34.0		0.0		○		－		20.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.420		～		1.429		河口～R23		○		○												○												9.0		15.3		0.0		○		－		9.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.429		～		1.453		河口～R23		○		○												○												24.0		40.8		0.0		○		－		24.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.453		～		1.486		河口～R23		○		○												○												33.0		56.1		0.0		○		－		33.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.486		～		1.496		河口～R23		○		○												○												10.0		17.0		0.0		○		－		10.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.496		～		1.520		河口～R23		○		○												○												24.0		40.8		0.0		○		－		24.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.520		～		1.571		河口～R23		○		○												○												51.0		86.7		0.0		○		－		51.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.571		～		1.592		河口～R23		○		○												○												21.0		35.7		0.0		○		－		21.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.592		～		1.597		河口～R23		○		○												○												5.0		8.5		0.0		○		－		5.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.597		～		1.600		河口～R23		○		○												○												3.0		5.1		0.0		○		－		3.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.636		河口～R23		○		○												○												36.0		40.9		0.0		○		－		36.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.636		～		1.640		河口～R23		○		○												○												4.0		4.5		0.0		○		－		4.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.640		～		1.709		河口～R23		○		○												○												69.0		78.3		0.0		○		－		69.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.709		～		1.778		河口～R23		○		○												○												69.0		78.3		0.0		○		－		69.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.778		～		1.800		河口～R23		○		○												○												22.0		25.0		0.0		○		－		22.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.802		河口～R23		○		○												○												2.0		1.7		0.0		○		－		2.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.802		～		1.875		河口～R23		○		○												○												73.0		63.1		0.0		○		－		73.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.875		～		1.980		河口～R23		○		○												○												105.0		90.8		0.0		○		－		105.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.980		～		1.984		河口～R23		○		○												○												4.0		3.5		0.0		○		－		4.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.984		～		1.988		河口～R23		○		○												○												4.0		3.5		0.0		○		－		4.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.988		～		2.000		河口～R23		○		○												○												12.0		10.4		0.0		○		－		12.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.002		河口～R23		○		○												○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.002		～		2.008		河口～R23		○		○												○												6.0		5.9		0.0		○		－		6.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.008		～		2.009		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.009		～		2.092		河口～R23		○		○												○												83.0		82.2		0.0		○		－		83.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.092		～		2.155		河口～R23		○		○												○												63.0		62.4		0.0		○		－		63.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.155		～		2.200		河口～R23		○		○												○												45.0		44.6		0.0		○		－		45.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.274		河口～R23		○		○												○												74.0		73.6		0.0		○		－		74.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.274		～		2.294		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.294		～		2.295		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.295		～		2.363		河口～R23		○		○												○												68.0		67.7		0.0		○		－		68.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.363		～		2.400		河口～R23		○		○												○												37.0		36.8		0.0		○		－		37.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.413		河口～R23		○		○												○												13.0		19.6		0.0		○		－		13.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.413		～		2.431		河口～R23		○		○												○												18.0		27.2		0.0		○		－		18.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.431		～		2.450		河口～R23		○		○												○												19.0		28.7		0.0		○		－		19.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.450		～		2.471		河口～R23		○		○												○												21.0		31.7		0.0		○		－		21.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.471		～		2.495		河口～R23		○																										24.0		36.2		0.0		○		－		24.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.495		～		2.500		河口～R23		○																										5.0		7.5		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.500		～		2.515		河口～R23		○																										15.0		22.7		0.0		○		－		15.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.515		～		2.530		河口～R23		○																										15.0		22.6		0.0		○		－		15.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.530		～		2.535		河口～R23		○		○												○												5.0		7.6		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.535		～		2.540		河口～R23		○		○												○												5.0		7.5		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.540		～		2.551		河口～R23		○		○												○												11.0		16.6		0.0		○		－		11.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.551		～		2.586		河口～R23		○								○																		35.0		52.8		0.0		○		－		35.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.586		～		2.589		河口～R23		○								○																		3.0		4.5		0.0		○		－		3.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.589		～		2.600		河口～R23		○		○												○												11.0		16.6		0.0		○		－		11.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.637		河口～R23		○		○												○												37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.637		～		2.644		河口～R23		○		○												○												7.0		7.1		0.0		○		－		7.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.644		～		2.650		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.650		～		2.665		R23～R1		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.665		～		2.673		R23～R1		○		○												○												8.0		8.1		0.0		○		－		8.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.673		～		2.687		R23～R1		○		○												○												14.0		14.2		0.0		○		－		14.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.687		～		2.703		R23～R1		○		○												○												16.0		16.2		0.0		○		－		16.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.703		～		2.738		R23～R1		○		○												○												35.0		35.5		0.0		○		－		35.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.738		～		2.740		R23～R1		○				○																						2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.740		～		2.749		R23～R1		○				○																						9.0		9.1		0.0				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.749		～		2.800		R23～R1		○				○																						51.0		51.8		0.0				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-1.000		～		-0.990		河口～R23		○		○																				○		6.8		10.0		6.8		6.8		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.990		～		-0.964		河口～R23		○		○																				○		17.6		26.0		17.6		17.6		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.964				-0.836		河口～R23		○		○																				○		86.4		128.0		86.4		86.4		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.836		～		-0.800		河口～R23		○		○																				○		24.3		36.0		24.3		24.3		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.800		～		-0.665		河口～R23		○		○																				○		146.1

作成者: 作成者:
調整		135.0		137.7		146.1		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.665		～		-0.600		河口～R23		○		○																				○		57.9

作成者: 作成者:
調整		65.0		66.3		57.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.600		～		-0.550		河口～R23		○		○																				○		49.0		50.0		49.0		49.0		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.550		～		-0.534		河口～R23		○		○																				○		15.7		16.0		15.7		15.7		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.534		～		-0.400		河口～R23		○		○																				○		131.3		134.0		131.3		131.3		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.400		～		-0.391		河口～R23		○		○																				○		9.0		9.0		9.0		9.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.391		～		-0.340		河口～R23		○		○																				○		51.0		51.0		51.0		51.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.340		～		-0.330		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.330		～		-0.293		河口～R23		○		○																				○		37.0		37.0		37.0		37.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.293		～		-0.290		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.290		～		-0.212		河口～R23		○		○																				○		78.0		78.0		78.0		78.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.212		～		-0.210		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		2.0		2.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.210		～		-0.200		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.200		～		-0.185		河口～R23		○		○																				○		18.3		15.0		18.3		18.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.185		～		-0.170		河口～R23		○		○																				○		18.3		15.0		18.3		18.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.170		～		-0.164		河口～R23		○		○																				○		7.3		6.0		7.3		7.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.164		～		0.000		河口～R23		○		○																				○		200.1		164.0		200.1		200.1		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.000		～		0.082		河口～R23		○		○																				○		93.0		82.0		91.8		93.0		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.082		～		0.116		河口～R23		○		○																				○		42.7		34.0		38.1		42.7		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.116		～		0.168		河口～R23		○		○																				○		67.3		52.0		58.2		67.3		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.168		～		0.190		河口～R23		○		○																				○		21.0		22.0		24.6		21.0		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.190		～		0.200		河口～R23		○		○																				○		9.6		10.0		11.2		9.6		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.200		～		0.201		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.201		～		0.211		河口～R23		○		○																				○		10.4		10.0		9.5		10.4		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.211		～		0.234		河口～R23		○		○																				○		24.0		23.0		21.9		24.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.234		～		0.260		河口～R23		○		○																				○		19.2		26.0		24.7		19.2		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.260		～		0.365		河口～R23		○		○																				○		106.6		105.0		99.8		106.6		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.365		～		0.367		河口～R23		○		○																○				○		1.9		2.0		1.9		1.9		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.367		～		0.399		河口～R23		○		○																○				○		29.6		32.0		30.4		29.6		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○																○				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.487		河口～R23		○		○																○				○		80.7		87.0		82.7		80.7		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.487		～		0.500		河口～R23		○		○																				○		15.0		13.0		12.4		15.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4以降 イコウ		発注予定		令和３年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.500		～		0.584		河口～R23		○		○																				○		96.7		84.0		79.8		97.9

作成者: L=96.7mを97.9mで調整（+1.2m）		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.584		～		0.600		河口～R23		○		○																○				○		18.4		16.0		15.2		17.2

作成者: L=18.4mを17.2mで調整（-1.2m）
		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.600		～		0.721		河口～R23		○		○																○				○		139.2		121.0		138.5		139.2		○		－		－				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.721		～		0.800		河口～R23		○		○																○				○		54.7		79.0		90.5		54.7		○		－		－				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		0.800		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		138.5		200.0		134.0		138.5		○		－		－				134.0		134.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.000		～		1.077		河口～R23		○		○																				○		77.6		77.0		59.7		77.6		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.077		～		1.084		河口～R23		○		○																				○		7.1		7.0		5.4		7.1		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.084		～		1.136		河口～R23		○		○																				○		31.4		52.0		40.3		31.4		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.136		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		38.6		64.0		49.6		38.6		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.200		～		1.245		河口～R23		○		○																○				○		47.6		45.0		46.8		47.6		○		－		－				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.245		～		1.400		河口～R23		○		○																○				○		163.9		155.0		161.2		163.9		○		－		－				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.420		河口～R23		○		○																○				○		21.2		20.0		34.0		21.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.420		～		1.429		河口～R23		○		○																○				○		20.1		9.0		15.3		20.1		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.429		～		1.453		河口～R23		○		○																○				○		53.2		24.0		40.8		53.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.453		～		1.486		河口～R23		○		○																○				○		72.8		33.0		56.1		72.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.486		～		1.496		河口～R23		○		○																○				○		22.8		10.0		17.0		22.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.496		～		1.520		河口～R23		○		○																○				○		51.2		24.0		40.8		51.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.520		～		1.571		河口～R23		○		○																○				○		60.0		51.0		86.7		60.0		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.571		～		1.592		河口～R23		○		○																○				○		24.2		21.0		35.7		24.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.592		～		1.597		河口～R23		○		○																				○		5.8		5.0		8.5		5.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.597		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		3.5		3.0		5.1		3.5		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.636		河口～R23		○		○																				○		42.1		36.0		40.9		42.1		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.636		～		1.640		河口～R23		○		○																				○		4.6		4.0		4.5		4.6		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.640		～		1.709		河口～R23		○		○																				○		79.9		69.0		78.3		79.9		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.709		～		1.778		河口～R23		○		○																				○		80.7		69.0		78.3		80.7		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.778		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		19.3		22.0		25.0		19.3		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.802		河口～R23		○		○																				○		1.8		2.0		1.7		1.8		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.802		～		1.875		河口～R23		○		○																				○		64.1		73.0		63.1		64.1		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.875		～		1.980		河口～R23		○		○																○				○		87.5		105.0		90.8		87.5		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.980		～		1.984		河口～R23		○		○																○				○		3.3		4.0		3.5		3.3		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.984		～		1.988		河口～R23		○		○																○				○		4.0		4.0		3.5		4.0		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.988		～		2.000		河口～R23		○		○																○				○		11.9		12.0		10.4		11.9		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.002		河口～R23		○		○																○				○		2.0		2.0		2.0		2.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.002		～		2.008		河口～R23		○		○																○				○		6.0		6.0		5.9		6.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.008		～		2.009		河口～R23		○		○																○				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.009		～		2.092		河口～R23		○		○																○				○		81.0		83.0		82.2		81.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.092		～		2.155		河口～R23		○		○																				○		63.2		63.0		62.4		63.2		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.155		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		45.1		45.0		44.6		45.1		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.274		河口～R23		○		○																				○		74.2		74.0		73.6		74.2		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.274		～		2.294		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		19.9		20.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.294		～		2.295		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.295		～		2.363		河口～R23		○		○																				○		67.9		68.0		67.7		67.9		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.363		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		36.5		37.0		36.8		36.5		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.400		～		2.413		河口～R23		○		○																				○		12.8		13.0		19.6		12.8		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.413		～		2.431		河口～R23		○		○																				○		17.7		18.0		27.2		17.7		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.431		～		2.450		河口～R23		○		○																				○		19.0		19.0		28.7		19.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.450		～		2.471		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		31.7		21.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.471		～		2.495		河口～R23		○		○																				○		24.0		24.0		36.2		24.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.495		～		2.501		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		9.1		6.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.501		～		2.515		河口～R23		○		○																				○		13.6		14.0		21.1		13.6		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.515		～		2.530		河口～R23		○		○																				○		15.0		15.0		22.6		15.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.530		～		2.535		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		7.6		5.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.535		～		2.540		河口～R23		○		○																				○		5.1		5.0		7.5		5.1		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.540		～		2.551		河口～R23		○		○																				○		11.1		11.0		16.6		11.1		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.551		～		2.586		河口～R23		○		○																				○		35.5		35.0		52.8		35.5		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.586		～		2.589		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		4.5		3.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.589		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		11.0		11.0		16.6		11.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.600		～		2.637		河口～R23		○		○																				○		36.8		37.0		37.6		36.8		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.637		～		2.644		河口～R23		○		○																				○		7.0		7.0		7.1		7.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.644		～		2.650		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		6.1		6.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.650		～		2.665		R23～R1		○		○																				○		15.0		15.0		15.2		15.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.665		～		2.673		R23～R1		○		○																				○		18.1		8.0		8.1		18.1		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.673		～		2.687		R23～R1		○		○																				○		31.7		14.0		14.2		31.7		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.687		～		2.703		R23～R1		○		○																				○		36.1		16.0		16.2		36.1		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.703		～		2.738		R23～R1		○		○																				○		78.8		35.0		35.5		78.8		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.738		～		2.740		R23～R1		○		○																				○		4.5		2.0		2.0		4.5		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.740		～		2.749		R23～R1		○		○																				○		20.2		9.0		9.1		20.2				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.749		～		2.800		R23～R1		○		○																				○		51.8		51.0		51.8		51.7				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.732

作成者: 整備計画上の起点は-0.060k～		～		-0.729		河口～R23		○				○																						0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.729		～		-0.600		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.600		～		-0.580		河口～R23		○		○												○												20.0		21.2		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.580		～		-0.536		河口～R23		○		○												○												44.0		46.6		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.536		～		-0.531		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.531		～		-0.500		河口～R23		○				○																						31.0		32.9		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.500		～		-0.480		河口～R23		○				○																						20.0		21.2		0.0		○		－		20.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.480		～		-0.462		河口～R23		○				○																						18.0		19.1		0.0		○		－		18.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.462		～		-0.428		河口～R23		○		○												○												34.0		36.0		0.0		○		－		34.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.428		～		-0.420		河口～R23		○		○												○												8.0		8.5		0.0		○		－		8.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.420		～		-0.413		河口～R23		○		○												○												7.0		7.4		0.0		○		－		7.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.413		～		-0.408		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0		○		－		5.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.408		～		-0.403		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0		○		－		5.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.403		～		-0.400		河口～R23		○		○												○												3.0		3.2		0.0		○		－		3.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.400		～		-0.388		河口～R23		○		○												○												12.0		13.0		0.0		○		－		12.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.388		～		-0.380		河口～R23		○		○												○												8.0		8.6		0.0		○		－		8.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.380		～		-0.364		河口～R23		○		○												○												16.0		17.3		0.0		○		－		16.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.364		～		-0.362		河口～R23		○		○												○												2.0		2.2		0.0		○		－		2.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.362		～		-0.334		河口～R23		○		○												○												28.0		30.2		0.0		○		－		28.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.334		～		-0.326		河口～R23		○		○												○												8.0		8.6		0.0		○		－		8.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.326		～		-0.325		河口～R23		○		○												○												1.0		1.1		0.0		○		－		1.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.325		～		-0.325		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0		○		－		0.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.325		～		-0.307		河口～R23		○		○												○												18.0		19.4		0.0		○		－		18.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.307		～		-0.300		河口～R23		○		○												○												7.0		7.6		0.0		○		－		7.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.300		～		-0.286		河口～R23		○		○												○												14.0		15.1		0.0		○		－		14.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.286		～		-0.263		河口～R23		○		○												○												23.0		24.8		0.0		○		－		23.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.263		～		-0.247		河口～R23		○		○												○												16.0		17.3		0.0		○		－		16.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.247		～		-0.242		河口～R23		○		○												○												5.0		5.4		0.0		○		－		5.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.242		～		-0.227		河口～R23		○		○												○												15.0		16.2		0.0		○		－		15.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.227		～		-0.202		河口～R23		○		○												○												25.0		27.0		0.0		○		－		25.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.202		～		-0.200		河口～R23		○				○																						2.0		2.2		0.0		○		－		2.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.200		～		-0.184		河口～R23		○				○																						16.0		15.8		0.0		○		－		16.0				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.184		～		0.000		河口～R23		○				○																						184.0		182.2		0.0		○		－		184.0				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.103		河口～R23		○				○																						103.0		103.5		0.0		○		－		103.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.103		～		0.200		河口～R23		○				○																						97.0		97.5		0.0		○		－		97.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.245		河口～R23		○				○																						45.0		45.9		0.0		○		－		45.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.245		～		0.261		河口～R23		○				○																						16.0		16.3		0.0		○		－		16.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.261		～		0.300		河口～R23		○		○												○												39.0		39.8		0.0		○		－		39.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.300		～		0.386		河口～R23		○		○												○												86.0		87.7		0.0		○		－		86.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.386		～		0.391		河口～R23		○		○												○												5.0		5.1		0.0		○		－		5.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.391		～		0.399		河口～R23		○		○												○												8.0		8.2		0.0		○		－		8.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.447		河口～R23		○		○												○												47.0		44.2		0.0		○		－		47.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.447		～		0.450		河口～R23		○		○												○												3.0		2.8		0.0		○		－		3.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.450		～		0.452		河口～R23		○		○												○												2.0		1.9		0.0		○		－		2.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.452		～		0.500		河口～R23		○		○												○												48.0		45.1		0.0		○		－		48.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.500		～		0.533		河口～R23		○		○												○												33.0		31.0		0.0		○		－		33.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.533		～		0.600		河口～R23		○		○												○												67.0		63.0		0.0		○		－		67.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.658		河口～R23		○		○												○												58.0		60.0		0.0		○		－		58.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.658		～		0.700		河口～R23		○		○												○												42.0		43.5		0.0		○		－		42.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.700		～		0.739		河口～R23		○		○												○												39.0		40.4		0.0		○		－		39.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.739		～		0.792		河口～R23		○		○												○												53.0		54.9		0.0		○		－		53.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.792		～		0.800		河口～R23		○		○												○												8.0		8.3		0.0		○		－		8.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		0.820		河口～R23		○		○												○												20.0		20.2		0.0		○		－		20.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.820		～		0.837		河口～R23		○		○												○												17.0		17.2		0.0		○		－		17.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.837		～		0.850		河口～R23		○		○												○												13.0		13.1		0.0		○		－		13.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.850		～		0.979		河口～R23		○		○												○												129.0		130.3		0.0		○		－		129.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.979		～		1.000		河口～R23		○		○												○												21.0		21.2		0.0		○		－		21.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.050		河口～R23		○		○												○												50.0		48.0		0.0		○		－		50.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.050		～		1.070		河口～R23		○		○												○												20.0		19.2		0.0		○		－		20.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.070		～		1.171		河口～R23		○		○												○												101.0		97.0		0.0		○		－		101.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.171		～		1.177		河口～R23		○		○												○												6.0		5.8		0.0		○		－		6.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.177		～		1.200		河口～R23		○		○												○												23.0		22.1		0.0		○		－		23.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.215		河口～R23		○		○												○												15.0		15.3		0.0		○		－		15.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.215		～		1.295		河口～R23		○		○												○												80.0		81.6		0.0		○		－		80.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.295		～		1.353		河口～R23		○		○												○												58.0		59.2		0.0		○		－		58.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.353		～		1.400		河口～R23		○		○												○												47.0		47.9		0.0		○		－		47.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.401		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.401		～		1.521		河口～R23		○		○												○												120.0		118.2		0.0		○		－		120.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.521		～		1.581		河口～R23		○		○												○												60.0		59.1		0.0		○		－		60.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.581		～		1.600		河口～R23		○		○												○												19.0		18.7		0.0		○		－		19.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.724		河口～R23		○		○												○												124.0		124.6		0.0		○		－		124.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.724		～		1.799		河口～R23		○		○												○												75.0		75.4		0.0		○		－		75.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.799		～		1.800		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.969		河口～R23		○		○												○												169.0		173.2		0.0		○		－		169.0				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.969		～		2.000		河口～R23		○		○												○												31.0		31.8		0.0		○		－		31.0				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.003		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.003		～		2.079		河口～R23		○		○												○												76.0		76.0		0.0		○		－		76.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.079		～		2.200		河口～R23		○		○												○												121.0		121.0		0.0		○		－		121.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.220		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.220		～		2.267		河口～R23		○		○												○												47.0		46.8		0.0		○		－		47.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要				H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板）		2.267		～		2.317		河口～R23		○		○												○												50.0		49.8		0.0		○		－		50.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要				H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板）		2.317		～		2.335		河口～R23		○		○												○												18.0		17.9		0.0		○		－		18.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.335		～		2.358		河口～R23		○		○												○												23.0		22.9		0.0		○		－		23.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.358		～		2.378		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.378		～		2.397		河口～R23		○		○												○												19.0		18.9		0.0		○		－		19.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.397		～		2.400		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.437		河口～R23		○		○												○												37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.437		～		2.450		河口～R23		○		○												○												13.0		13.2		0.0		○		－		13.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.450		～		2.512		河口～R23		○		○												○												62.0		62.9		0.0		○		－		62.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.512		～		2.516		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.516		～		2.545		河口～R23		○		○												○												29.0		29.4		0.0		○		－		29.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.545		～		2.563		河口～R23		○		○												○												18.0		18.3		0.0		○		－		18.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.563		～		2.600		河口～R23		○								○																		37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.605		河口～R23		○								○																		5.0		4.9		0.0		○		－		5.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.605		～		2.617		河口～R23		○		○												○												12.0		11.8		0.0		○		－		12.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.617		～		2.649		河口～R23		○		○												○												32.0		31.4		0.0		○		－		32.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.649		～		2.650		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.650		～		2.682		R23～R1		○		○												○												32.0		31.4		0.0		○		－		32.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.682		～		2.700		R23～R1		○		○												○												18.0		17.6		0.0		○		－		18.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.700		～		2.718		R23～R1		○		○												○												18.0		17.6		0.0		○		－		18.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.718		～		2.755		R23～R1		○		○												○												37.0		36.3		0.0		○		－		37.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.755		～		2.800		R23～R1		○		○												○												45.0		44.1		0.0				－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1		○		○												○												200.0		223.0		0.0				－		－				223.0		217.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1		○		○												○												200.0		178.0		0.0				－		－				178.0		179.1

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1		○		○												○												200.0		203.0		0.0				－		－				203.0		199.4

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○												○												200.0		199.0		0.0				－		－				199.0		196.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○												○												200.0		197.0		0.0				－		－				197.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○												○												200.0		171.0		0.0				－		－				171.0		178.3

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○				○																						200.0		215.0		0.0				－		－				215.0		215.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○				○																						200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		208.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○				○																						200.0		209.0		0.0				－		－				209.0		205.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○				○																						200.0		196.0		0.0				－		－				196.0		185.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○				○																						200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		207.3

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○				○																						200.0		200.0		0.0				－		－				200.0		199.4

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○												○												100.0		98.5		0.0				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○												○												100.0		98.5		0.0				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.550		R23～R1		○		○												○												150.0		150.0		0.0				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.550		～		5.600		R23～R1		○		○												○												50.0		50.0		0.0				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.604		R23～R1		○		○												○												4.0		4.5		0.0				－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.604		～		5.610		R23～R1		○		○												○												6.0		6.8		0.0		○		－		6.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.610		～		5.652		R23～R1		○		○												○												42.0		47.5		0.0		○		－		42.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.652		～		5.750		R23～R1		○		○												○												98.0		110.7		0.0		○		－		98.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.750		～		5.800		R23～R1		○		○												○												50.0		56.5		0.0		○		－		50.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.810		R23～R1		○		○												○												10.0		10.8		0.0		○		－		10.0				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.810		～		6.000		R1～JR		○		○												○												190.0		206.2		0.0				－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.200		R1～JR		○		○												○												200.0		225.0		0.0				－		－				225.0		222.9

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																		○				200.0		200.0		200.0		199.3				－		－				200.0		199.3

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																		○				156.0		200.0		156.0		156.5				－		－				156.0		156.5

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																		○				218.0		200.0		218.0		212.1				－		－				218.0		212.1

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																		○				218.0		200.0		218.0		223.1				－		－				218.0		223.1

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.200		R1～JR		○		○																		○				213.0		200.0		213.0		208.7				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要 タイサク フヨウ								対策不要				7.200		～		7.400		R1～JR		○																										200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		171.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.732		～		-0.729		河口～R23		○		○		○										○												0.0		0.0		2.7				－		－		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事起点による延長調整あり(整備計画:対策不要区間)		0.0		0.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ										-0.729		～		-0.600		河口～R23		○		○				○								○												0.0		0.0		114.4				－		－		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事起点による延長調整あり(整備計画:対策不要区間)		0.0		0.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.600

作成者: 整備計画による起点は-0.600k～		～		-0.580		河口～R23		○		○												○										21.7		20.0		21.2		21.7				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.580		～		-0.536		河口～R23		○		○												○										47.7		44.0		46.6		47.7				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.536		～		-0.531		河口～R23		○		○												○										5.0		5.0		5.3		5.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.531		～		-0.500		河口～R23		○		○												○										30.9		31.0		32.9		30.9				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.500		～		-0.480		河口～R23		○		○												○										19.9		20.0		21.2		19.9		○		20.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.480		～		-0.462		河口～R23		○		○												○										17.9		18.0		19.1		17.9		○		18.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.462		～		-0.428		河口～R23		○		○												○										33.8		34.0		36.0		33.8		○		34.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.428		～		-0.420		河口～R23		○		○												○										8.3		8.0		8.5		8.3		○		8.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.420		～		-0.413		河口～R23		○		○												○										7.2		7.0		7.4		7.2		○		7.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.413		～		-0.408		河口～R23		○		○												○										5.2		5.0		5.3		5.2		○		5.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.408		～		-0.403		河口～R23		○		○												○										5.3		5.0		5.3		5.3		○		5.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.403		～		-0.400		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.2		3.0		○		－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.400		～		-0.388		河口～R23		○		○																				○		12.1		12.0		13.0		12.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.388		～		-0.380		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		8.6		8.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.380		～		-0.364		河口～R23		○		○																				○		16.1		16.0		17.3		16.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.364		～		-0.362		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		2.2		2.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.362		～		-0.334		河口～R23		○		○																				○		28.1		28.0		30.2		28.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.334		～		-0.326		河口～R23		○		○																				○		7.8		8.0		8.6		7.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.326		～		-0.325		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.1		1.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.325		～		-0.325		河口～R23		○		○																				○		0.0		0.0		0.0		0.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.325		～		-0.307		河口～R23		○		○																				○		17.8		18.0		19.4		17.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.307		～		-0.300		河口～R23		○		○																				○		6.1		7.0		7.6		6.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.300		～		-0.286		河口～R23		○		○																				○		20.6		14.0		15.1		20.6		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.286		～		-0.263		河口～R23		○		○																				○		22.8		23.0		24.8		22.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.263		～		-0.247		河口～R23		○		○																				○		16.1		16.0		17.3		16.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.247		～		-0.242		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		5.4		5.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.242		～		-0.223		河口～R23		○		○																				○		29.6		19.0		20.5		29.6		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.223		～		-0.209		河口～R23		○		○																				○		14.5		14.0		15.1		14.5		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.209		～		-0.200		河口～R23		○		○												○										9.0		9.0		9.7		9.0		○		9.0		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.200		～		-0.184		河口～R23		○		○												○										23.4		16.0		15.8		23.4		○		16.0		－				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.184		～		0.000		河口～R23		○		○												○										181.8		184.0		182.2		181.8		○		184.0		－				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				0.000		～		0.103		河口～R23		○		○												○										102.8		103.0		103.5		102.8		○		103.0		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.103		～		0.200		河口～R23		○		○												○										91.3		97.0		97.5		91.3		○		97.0		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.200		～		0.245		河口～R23		○		○												○										49.9		45.0		45.9		49.9		○		45.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.245		～		0.261		河口～R23		○		○												○										15.9		16.0		16.3		15.9		○		16.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				0.261		～		0.300		河口～R23		○		○												○										38.8		39.0		39.8		25.9

作成者: L=38.8mをL=25.9mで調整(-12.9m)
工事による区間分割		○		39.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.300		～		0.386		河口～R23		○		○																				○		79.4		86.0		87.7		92.3

作成者: L=79.4mをL=92.3mで調整(+12.9m)
工事による区間分割		

作成者: 整備計画上の起点は-0.060k～																																								○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.386		～		0.391		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		5.1		5.0		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.391		～		0.399		河口～R23		○		○																				○		7.9		8.0		8.2		7.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.447		河口～R23		○		○																				○		46.6		47.0		44.2		46.6		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.447		～		0.450		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.8		3.0		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.450		～		0.452		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		1.9		2.0		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.452		～		0.500		河口～R23		○		○																				○		48.1		48.0		45.1		48.1		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.500		～		0.533		河口～R23		○		○																				○		33.1		33.0		31.0		80.6

作成者: L=33.1mを80.6mで調整（+47.5m）
		

作成者: 整備計画による起点は-0.600k～																																								○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.533		～		0.574		河口～R23		○		○																				○		41.0		41.0		38.5		0.0

作成者: L=41.0ｍを0.0mで調整(-41.0m)		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.574		～		0.600		河口～R23		○		○																				○		26.0		26.0		24.4		26.0

作成者: L=26.0mを19.5ｍで調整（-6.5m)		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整						

作成者: L=175.4mを110.1mで調整（-65.3m）		

作成者: L=96.7mを97.9mで調整（+1.2m）		

作成者: L=98.8mを164.1mで調整（+65.3m）		

作成者: L=18.4mを17.2mで調整（-1.2m）
		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.600		～		0.658		河口～R23		○		○																				○		58.1		58.0		60.0		58.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.658		～		0.700		河口～R23		○		○																				○		42.1		42.0		43.5		42.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.700		～		0.739		河口～R23		○		○																				○		39.1		39.0		40.4		39.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.739		～		0.792		河口～R23		○		○																				○		52.7		53.0		54.9		52.7		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.792		～		0.800		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		8.3		8.0		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.800		～		0.820		河口～R23		○		○																				○		19.9		20.0		20.2		19.9		○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.820		～		0.837		河口～R23		○		○																				○		16.9		17.0		17.2		16.9		○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.837		～		0.850		河口～R23		○		○																				○		13.1		13.0		13.1		40.1

作成者: L=13.1mを40.1ｍで調整（+27.0m)
工事による区間分割		

作成者: 3/8
完成図に合わせて修正
22.0→22.7								○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.850		～		0.979		河口～R23		○		○																				○		129.5		129.0		130.3		0.0

作成者: L=129.5mを102.5ｍで調整（-27.0m)
工事による区間分割		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整
		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整																		

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		

作成者: L=63.6mをL=32.0mで調整(L=-31.6m)								

作成者: 日付のベース		

作成者: L=37.6mをL=69.2mで調整(L=+31.6m)												

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		

作成者: 3/8
完成図に合わせて修正　79.6→79.8		

作成者: 整備計画による起点は0.000k～																																								○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=102.5m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.979		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		21.2		6.4		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=6.4mに調整(整備計画延長:L=21.0m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.000		～		1.050		河口～R23		○		○																				○		50.0		50.0		48.0		50.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.050		～		1.070		河口～R23		○		○																				○		20.0		20.0		19.2		20.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.070		～		1.171		河口～R23		○		○																				○		101.0		101.0		97.0		101.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.171		～		1.177		河口～R23		○		○																				○		5.8		6.0		5.8		5.8		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.177		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		22.1		23.0		22.1		22.1		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.200		～		1.215		河口～R23		○		○																				○		15.3		15.0		15.3		15.3		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.215		～		1.295		河口～R23		○		○																				○		81.6		80.0		81.6		81.6		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.295		～		1.353		河口～R23		○		○																				○		59.2		58.0		59.2		59.2		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.353		～		1.400		河口～R23		○		○																				○		47.9		47.0		47.9		47.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.401		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.401		～		1.581		河口～R23		○		○																				○		177.3		180.0		177.3		177.3		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.581		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		18.7		19.0		18.7		18.7		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.724		河口～R23		○		○																				○		124.6		124.0		124.6		124.6		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.724		～		1.799		河口～R23		○		○																				○		75.4		75.0		75.4		75.4		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.799		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.969		河口～R23		○		○																				○		173.2		169.0		173.2		173.2		○		－		－				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.969		～		2.000		河口～R23		○		○																				○		31.8		31.0		31.8		31.8		○		－		－				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.003		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.003		～		2.079		河口～R23		○		○																				○		76.0		76.0		76.0		76.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.079		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		121.0		121.0		121.0		121.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.220		河口～R23		○		○																				○		19.9		20.0		19.9		19.9		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.220		～		2.267		河口～R23		○		○																				○		46.8		47.0		46.8		46.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.267		～		2.317		河口～R23		○		○																				○		50.0		50.0		49.8		50.0		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.317		～		2.335		河口～R23		○		○																				○		18.1		18.0		17.9		18.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.335		～		2.358		河口～R23		○		○																				○		23.1		23.0		22.9		23.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.358		～		2.378		河口～R23		○		○																				○		19.8		20.0		19.9		19.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.378		～		2.397		河口～R23		○		○																				○		14.8		19.0		18.9		14.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.397		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		2.3		3.0		3.0		2.3		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.400		～		2.437		河口～R23		○		○																				○		28.8		37.0		37.6		28.8		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.437		～		2.450		河口～R23		○		○																				○		10.1		13.0		13.2		10.1		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.450		～		2.512		河口～R23		○		○																				○		48.2		62.0		62.9		48.2		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				(2.512)

作成者: 実際の距離標は2.484kであるが、整理上、2.512kとしてとりまとめ																																

作成者: 作成者:
調整		

作成者: 作成者:
調整		

作成者: 過年度より0.0標記		～		2.516		河口～R23		○		○																				○		7.5		4.0		4.1		7.5		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.516		～		2.545		河口～R23		○		○																				○		54.2		29.0		29.4		54.2		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.545		～		2.563		河口～R23		○		○																				○		18.0		18.0		18.3		18.0		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.563		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		37.1		37.0		37.6		37.1		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.600		～		2.605		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		4.9		5.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.605		～		2.617		河口～R23		○		○																				○		12.0		12.0		11.8		12.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.617		～		2.649		河口～R23		○		○																				○		31.6		32.0		31.4		31.6		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.649		～		2.650		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.650		～		2.682		R23～R1		○		○																				○		32.2		32.0		31.4		32.2		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.682		～		2.700		R23～R1		○		○																				○		17.9		18.0		17.6		17.9		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.700		～		2.718		R23～R1		○		○																				○		17.9		18.0		17.6		17.9		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.718		～		2.755		R23～R1		○		○																				○		37.0		37.0		36.3		37.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.755		～		2.800		R23～R1		○		○																				○		44.1		45.0		44.1		45.9				－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1		○		○																				○		223.0		200.0		223.0		217.2				－		－				223.0		217.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1		○		○																				○		178.0		200.0		178.0		179.1				－		－				178.0		179.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1		○		○																				○		203.0		200.0		203.0		199.4				－		－				203.0		199.4

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		196.8				－		－				199.0		196.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																				○		197.0		200.0		197.0		201.0				－		－				197.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		171.0		200.0		171.0		178.3				－		－				171.0		178.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		215.0		200.0		215.0		215.0				－		－				215.0		215.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		208.0				－		－				208.0		208.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																				○		209.0		200.0		209.0		205.6				－		－				209.0		205.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																				○		196.0		200.0		196.0		185.0				－		－				196.0		185.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		207.3				－		－				208.0		207.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																				○		200.0		200.0		200.0		199.4				－		－				200.0		199.4

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○																				○		98.5		100.0		98.5		98.8				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○																				○		98.5		100.0		98.5		98.8				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.550		R23～R1		○		○																				○		150.0		150.0		150.0		149.1				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.550		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		50.0		50.0		50.0		49.7				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.604		R23～R1		○		○																				○		4.5		4.0		4.5		4.5				－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.604		～		5.610		R23～R1		○		○																				○		6.8		6.0		6.8		6.8		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.610		～		5.652		R23～R1		○		○																				○		41.6		42.0		47.5		41.6		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.652		～		5.750		R23～R1		○		○																				○		110.7		98.0		110.7		111.0		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.750		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		56.5		50.0		56.5		56.6		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		5.810		R23～R1		○		○																				○		10.8		10.0		10.8		10.9		○		－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.810		～		6.000		R1～JR		○		○																				○		206.2		190.0		206.2		206.9				－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R1～JR		○		○																				○		225.0		200.0		225.0		222.9				－		－				225.0		222.9

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																				○		200.0		200.0		200.0		199.3				－		－				200.0		199.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																				○		156.0		200.0		156.0		156.5				－		－				156.0		156.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																				○		218.0		200.0		218.0		212.1				－		－				218.0		212.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																				○		218.0		200.0		218.0		223.1				－		－				218.0		223.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R1～JR		○		○																				○		106.5		100.0		106.5		104.4				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R1～JR		○																										100.0		106.5		0.0				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R1～JR		○																										200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		171.2

																														合計 ゴウケイ																										35,939.7		62,900.0		64,681.3		35,680.0		25,004.0		1,639.0		12,531.0

																																																								35,939.7		62,900.0		64,681.3		35,680.0		0.0



								H23翌債 ヨク サイ		H24年度 ネン ド																																														（うち、0.0mは対策不要区間。）

								H24歳出 サイシュツ		H25年度 ネン ド																																														（うち、27,882.0mは対策不要区間。）

								H25歳出 サイシュツ		H26年度 ネン ド																																														（うち、28,834.6mは対策不要区間。）

								H25翌債 ヨク サイ		H27年度 ネン ド																																														（うち、12,531.0mは対策不要区間。）

								H25未済 ミサイ		H28年度 ネン ド

								H26歳出 サイシュツ		H29年度 ネン ド

								H26翌債 ヨク サイ		H30年度 ネン ド

								H26未済 ミサイ		H31年度 ネンド

								H27歳出 サイシュツ		R2年度 ネンド

								H27翌債 ヨク サイ		R3年度 ネンド

								H27未済 ミサイ		R4年度 ネンド

										R4以降 イコウ

								H27ｾﾞﾛ国 コク		R5以降 イコウ

								H28歳出 サイシュツ		R6以降 イコウ

								H28補正 ホセイ		R7以降 イコウ

								H29歳出 サイシュツ		R8以降 イコウ

								H30歳出 サイシュツ		R9以降 イコウ

								H30補正 ホセイ		R10以降 イコウ

								H30未済 ミサイ		R11以降 イコウ

								H31臨特 リントク		R12以降 イコウ

								R2臨特 リントク		R13以降 イコウ

								R3以降 イコウ		R14以降 イコウ

								R4以降 イコウ		R15以降 イコウ





								R5以降 イコウ

								R6以降 イコウ

								R7以降 イコウ

								R8以降 イコウ

								R9以降 イコウ

								R10以降 イコウ

								R11以降 イコウ

								R12以降 イコウ

								R13以降 イコウ

								R14以降 イコウ

								R15以降 イコウ

































未施工＝緑
施工中＝赤
発注予定＝黄
完成、対策不要＝黒

○＝黒
空欄＝空欄



工事進捗状況

				2022年度 ネンド		着手予定 チャクシュヨテイ				（2022年度着手予定）



				44651.0

																				単位(km) タンイ

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		2023年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8

								右岸 ウガン		2.9		2.0		0.0		0.0		0.9

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		2.0		0.0		0.0		1.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		2.0		0.0		0.0		2.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		1.2		0.3		0.0		4.9

								右岸 ウガン		8.3		0.1		1.2		0.0		7.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		1.3		1.6		0.0		11.8

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.8		0.8		2.4

								右岸 ウガン		7.8		0.8		0.8		0.0		6.2

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.8		1.6		0.8		8.5

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		2.1		3.1		0.8		24.9

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		4.1		3.1		0.8		27.6





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				河川 カセン		区分				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		2023年度以降		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		R5以降		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		55.0%		0.0%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		55.0%		0.0%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		8.6%		10.6%		0.0%		80.7%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		43.3%		0.0%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		8.6%		10.6%		0.0%		80.7%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		7.0%		13.5%		7.0%		72.5%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		43.3%		0.0%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		7.0%		13.5%		7.0%		72.5%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		6.7%		10.1%		2.7%		80.5%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		6.7%		10.1%		2.7%		80.5%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



長良川



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







三川合計

対策済	地盤改良	0.43335033579869081	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	6.7225615661763757E-2	工事中	天端盛土	0.10113382491573795	準備中	
	2.6505417306972118E-2	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.80513514211552606	







地盤改良

対策済	木曽川	0.550263122385643	01	工事中	木曽川	0	準備中	
	木曽川	0	R5以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	
	長良川	0	R5以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	
	揖斐川	0	R5以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0.43335033579869081	工事中	三川合計	0	準備中	
	三川合計	0	R5以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	8.631937416231297	3E-2	工事中	木曽川	0.10623922973823136	準備中	
	木曽川	0	R5以降	木曽川	0.80744139609945575	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	
	長良川	0	R5以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	6.9905627403005932E-2	工事中	揖斐川	0.13461095813334928	準備中	
	揖斐川	6.9990878168131571E-2	R5以降	揖斐川	0.72549253629551314	





対策済	三川合計	6.7225615661763757E-2	工事中	三川合計	0.10113382491573795	準備中	
	三川合計	2.6505417306972118E-2	R5以降	三川合計	0.80513514211552606	







揖斐川



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	6.9905627403005932E-2	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.13461095813334928	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	0.72549253629551314	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.43335033579869081	6.7225615661763757E-2	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.10113382491573795	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	0.80513514211552606	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.550263122385643	01	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	8.6319374162312973E-2	工事中	天端盛土	0.10623922973823136	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.80744139609945575	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	6.9905627403005932E-2	工事中	天端盛土	0.13461095813334928	準備中	
	6.9990878168131571E-2	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.72549253629551314	





対策必要区間なし

（2022年度着手予定）

（2022年度着手予定）

（2022年度着手予定）



公表ＰＰＴ

				R3年度		着手予定 チャクシュヨテイ				（R3年度着手予定）



				44651.0																														44651.0

																												単位(km) タンイ

						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				準備中
 ジュンビチュウ				R5以降				備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8				0.0				0.0				0.0				0.8

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.4				1.2				0.3				0.0				4.9

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.2				1.2				0.3				0.0				5.7



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.9				2.0				0.0				0.0				0.9

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.3				0.1				1.2				0.0				7.0

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1				2.1				1.2				0.0				7.8



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3				3.3				1.6				0.0				13.5



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6				0.0				0.0				0.0				4.6



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.0				0.0				0.8				0.8				2.4

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		4.0				0.0				0.8				0.8				2.4

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		1.0				0.0				0.0				0.0				1.0

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.8				0.8				0.8				0.0				6.2

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.8				0.8				0.8				0.0				7.2



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7				0.8				1.6				0.8				9.5



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.7				4.1				3.1				0.8				27.6





				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		3.7				2.0				0.0				0.0				1.7



						割合 ワリアイ		100%				55%				0%				0%				45%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		14.6				1.3				1.6				0.0				11.8



						割合 ワリアイ		91%				0%				11%				0%				81%



				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0



						割合 ワリアイ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6



						割合 ワリアイ		100%				0%				0%				0%				100%



				揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		1.0				0.0				0.0				0.0				1.0



						割合 ワリアイ		100%				0%				0%				0%				100%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		11.7				0.8				1.6				0.8				8.5



						割合 ワリアイ		93%				0%				14%				7%				73%



				木曽三川
合計 キソ ミカワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		4.7				2.0				0.0				0.0				2.7



						割合 ワリアイ		100%				43%				0%				0%				57%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		31.0				2.1				3.1				0.8				24.9



						割合 ワリアイ		93%				0%				10%				3%				81%

















木曽川

対策済	3.3013000000000003	工事中	1.5536000000000001	準備中	
	0	R5以降	13.4742	延長（km)





対策済	0	工事中	0.10100000000000001	準備中	
	2.7E-2	R5以降	0.80500000000000005	



長良川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	1	



長良川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	4.6211000000000002	延長(km)



揖斐川

対策済	0.81999999999999984	工事中	1.5790000000000002	準備中	
	0.82099999999999995	R5以降	9.5097999999999985	延長（km)



三川合計

対策済	4.1212999999999997	工事中	3.1326000000000001	準備中	
	0.82099999999999995	R5以降	27.6051	延長（km)



木曽川

対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0.106	準備中	
	0	R5以降	0.80700000000000005	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	



揖斐川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	1	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0.13500000000000001	準備中	
	7.0000000000000007E-2	R5以降	0.72499999999999998	



三川　合計

対策済	0.433	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.56699999999999995	進捗率(％)



地盤改良

天端盛土

地盤改良

天端盛土

（R3年度着手予定）



0720提出



				44013.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.0		2.0		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.0		2.0		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.0		2.0		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.0		2.0		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		0.0%		55.0%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		0.0%		55.0%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		0.0%		43.3%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		0.0%		43.3%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.55026312238564301	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.44973687761435704	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0.43335033579869081	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0.55026312238564301	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0.43335033579869081	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.43335033579869081	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0.55026312238564301	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



1029提出



				44136.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.5		1.6		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.5		1.6		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.5		1.6		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.5		1.6		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		12.2%		42.8%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		12.2%		42.8%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		9.6%		33.7%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		9.6%		33.7%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0.12233166914046689	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.42793145324517606	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.4497368776143571	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	9.63402193318031	31E-2	工事中	地盤改良	0.33701011646688772	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130924	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0.12233166914046689	工事中	木曽川	0.42793145324517606	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.4497368776143571	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	9.6340219331803131E-2	工事中	三川合計	0.33701011646688772	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130924	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	9.6340219331803131E-2	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.33701011646688772	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130924	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.12233166914046689	工事中	地盤改良	0.42793145324517606	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.4497368776143571	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



0112提出



				44136.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.9		1.2		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.9		1.2		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.9		1.2		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.9		1.2		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		23.4%		31.6%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		23.4%		31.6%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		18.4%		24.9%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		18.4%		24.9%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0.2339225475644312	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.31634057482121175	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.44973687761435704	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	0.18422171214826	147	工事中	地盤改良	0.24912862365042932	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0.2339225475644312	工事中	木曽川	0.31634057482121175	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0.18422171214826147	工事中	三川合計	0.24912862365042932	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.18422171214826147	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.24912862365042932	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.2339225475644312	工事中	地盤改良	0.31634057482121175	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



公表ＰＰＴ (津波対策区間)

				R3年度		着手予定 チャクシュヨテイ				R3年度着手予定



				44651.0										↓　年度当初に変更　↓ ネンド トウショ ヘンコウ

																		単位(km) タンイ

								津波対策区間 ツナミ タイサク クカン		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		R3年度着手予定		R5以降		備考 ビコウ

				木曽川		左岸 サガン		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		津波対策完了 ツナミ タイサク カンリョウ

						右岸 ウガン		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0

				合計 ゴウケイ				2.0		2.0		0.0		0.0		0.0



				44651.0











進捗率

対策済	2.0390000000000001	工事中	0	R3年度着手予定	0	R5以降	0	







集計表

		対策延長集計表（津波対策完了時点） タイサク エンチョウ シュウケイ ヒョウ ツナミ タイサク カンリョウ ジ テン





																																単位(km) タンイ

				河川名 カセン メイ		左右岸 サユウ ガン		表裏 オモテ ウラ		要対策区間全体 ヨウ タイサク クカン ゼンタイ														整備計画 目標対策 セイビ ケイカク モクヒョウ タイサク

										照査延長
（高潮区間） ショウサ エンチョウ タカシオ クカン		要対策区間 ヨウ タイサク クカン										対策不要区間 タイサク フヨウ クカン		地盤改良 ジバン カイリョウ		天端盛土 テンバ モリド		対策済
（断面として完） タイサク ズ ダンメン カン		対策不要区間
(表裏両方) タイサク フヨウ クカン オモテウラ リョウホウ		緊急時資材
活用可能延長 キンキュウ ジ シザイ カツヨウ カノウ エンチョウ

												対策済 タイサク ズ		工事中 コウジチュウ		R2着手 チャクシュ		R3以降 イコウ		計 ケイ

												■		■		■		■				□

										①=⑥+⑦		②		③		④		⑤		⑥=Σ②～⑤		⑦		⑨		⑧		⑩		⑪		⑫=⑩+⑪

				木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		6.8		1.7		0.0		0.0		3.8		5.5		1.3		0.8		6.4		1.2		1.3		2.5		39%				木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		341.4		156.3

								川裏 カワウラ		6.7		0.8		0.0		0.0		3.1		3.9		2.8		0.0																		川裏 カワウラ						90		346.3		131.5		123.3

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		8.3		4.0		1.3		0.7		1.7		7.7		0.6		2.9		8.3		2.4		0.4		2.8		34%						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		8.4		1.8		0.0		0.0		4.8		6.6		1.8		0.0																		川裏 カワウラ		378		874.5		517		534.5		105

				長良川 ナガラ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		4.8		0.0		0.0		0.0		1.6		1.6		3.2		0.0		4.6		0.0		1.7		1.7		37%				長良川 ナガラ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		4.9		0.0		0.0		0.0		2.8		2.8		2.1		0.0																		川裏 カワウラ

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		0.0										0.0												0.0		ERROR:#DIV/0!						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		0.0										0.0																						川裏 カワウラ

				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		4.0		3.2		0.0		0.0		0.6		3.8		0.2		0.0		4.0		2.5		0.0		2.5		63%				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		4.0		1.8		0.0		0.0		0.7		2.5		1.5		0.0																		川裏 カワウラ		281.2		668.3		301.8		293.2		301.8		202.6		291.2		189.4

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		8.2		2.9		0.0		0.0		3.3		6.2		2.0		1.0		7.8		2.8		0.0		2.8		36%						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ								673.5		684.9		227.7				200

								川裏 カワウラ		8.2		1.4		0.0		0.0		4.0		5.4		2.8		0.0																		川裏 カワウラ		273.2		161.8		471.3								137.6

				合計 ゴウケイ						64.3		17.6		1.3		0.7		26.4		46.0		18.3		4.7		31.1		8.9		3.4		12.3		40%

																												↑

																												・川表裏両方完 カワ オモテ ウラ リョウホウ カン

																												・川表完+川裏不要 カワ オモテ カン カワウラ フヨウ

																												・川表不要+川裏完 カワ オモテ フヨウ カワウラ カン

				照査照査外水位 ショウサ ショウサ ガイ スイイ



T.P3.5m

T.P3.0m

T.P1.8m1.8～2.4m



参考→





一覧表(全国防災実延長ver)

		耐震補強整備区間延長（予算ベース）H27.8.31現在 タイシン ホキョウ セイビ クカン エンチョウ ヨサン ゲンザイ																																				耐震補強整備区間延長（完成年度ベース）H27.8.31現在 タイシン ホキョウ セイビ クカン エンチョウ カンセイ ネンド

								H23		H24		H25						H26						H27						H28以降 イコウ		計 ケイ												H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28以降 イコウ		計 ケイ

								H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H28以降 イコウ

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		449.5		0.0		0.0		472.7		0.0		0.0		396.2		0.0		232.2		0.0		97.4		168.1		1,816.1						木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		449.5		0.0		472.7		628.4		265.5		1,816.1

						川裏 カワウラ		0.0		0.0		0.0		389.1		0.0		190.0		156.6		0.0		56.7		0.0		0.0		951.7		1,744.1										川裏 カワウラ		0.0		0.0		579.1		213.3		951.7		1,744.1

						計 ケイ		449.5		0.0		0.0		861.8		0.0		190.0		552.8		0.0		288.9		0.0		97.4		1,119.8		3,560.2										計 ケイ		449.5		0.0		1,051.8		841.7		1,217.2		3,560.2

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		932.3		285.3		87.6		754.4		0.0		384.8		0.0		0.0		702.0		0.0		151.6		241.9		3,539.9								右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		1,217.6		87.6		1,139.2		702.0		393.5		3,539.9

						川裏 カワウラ		0.0		35.0		0.0		688.5		165.2		119.3		722.0		0.0		52.0		0.0		0.0		1,646.4		3,428.4										川裏 カワウラ		35.0		0.0		973.0		774.0		1,646.4		3,428.4

						計 ケイ		932.3		320.3		87.6		1,442.9		165.2		504.1		722.0		0.0		754.0		0.0		151.6		1,888.3		6,968.3										計 ケイ		1,252.6		87.6		2,112.2		1,476.0		2,039.9		6,968.3

				小計 ショウケイ				1,381.8		320.3		87.6		2,304.7		165.2		694.1		1,274.8		0.0		1,042.9		0.0		249.0		3,008.1		10,528.5								小計 ショウケイ				1,702.1		87.6		3,164.0		2,317.7		3,257.1		10,528.5

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		325.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		325.0						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		325.0		0.0		0.0		0.0		0.0		325.0

						川裏 カワウラ		0.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		147.6										川裏 カワウラ		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		147.6

						計 ケイ		325.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		472.6										計 ケイ		325.0		147.6		0.0		0.0		0.0		472.6

				小計 ショウケイ				325.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		472.6								小計 ショウケイ				325.0		147.6		0.0		0.0		0.0		472.6

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		708.5		0.0		0.0		343.4		0.0		289.7		646.7		299.2		725.6		92.5		0.0		772.5		3,878.1						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		708.5		0.0		633.1		1,671.5		865.0		3,878.1

						川裏 カワウラ		110.0		70.0		67.0		428.7		0.0		155.2		685.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1,810.8		3,326.9										川裏 カワウラ		180.0		67.0		583.9		685.2		1,810.8		3,326.9

						計 ケイ		818.5		70.0		67.0		772.1		0.0		444.9		1,331.9		299.2		725.6		92.5		0.0		2,583.3		7,205.0										計 ケイ		888.5		67.0		1,217.0		2,356.7		2,675.8		7,205.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		749.7		0.0		134.8		203.4		0.0		554.5		0.0		730.8		312.1		190.8		229.6		526.0		3,631.7								右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		749.7		134.8		757.9		1,042.9		946.4		3,631.7

						川裏 カワウラ		78.6		0.0		597.5		390.0		0.0		536.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,849.3		3,451.5										川裏 カワウラ		78.6		597.5		926.1		0.0		1,849.3		3,451.5

						計 ケイ		828.3		0.0		732.3		593.4		0.0		1,090.6		0.0		730.8		312.1		190.8		229.6		2,375.3		7,083.2										計 ケイ		828.3		732.3		1,684.0		1,042.9		2,795.7		7,083.2

				小計 ショウケイ				1,646.8		70.0		799.3		1,365.5		0.0		1,535.5		1,331.9		1,030.0		1,037.7		283.3		229.6		4,958.6		14,288.2								小計 ショウケイ				1,716.8		799.3		2,901.0		3,399.6		5,471.5		14,288.2

		川表_計 カワ オモテ ケイ						3,165.0		285.3		222.4		1,773.9		0.0		1,229.0		1,042.9		1,030.0		1,971.9		283.3		478.6		1,708.5		13,190.8						川表_計 カワ オモテ ケイ						3,450.3		222.4		3,002.9		4,044.8		2,470.4		13,190.8

		川裏_計 カワウラ ケイ						188.6		105.0		812.1		1,896.3		165.2		1,000.6		1,563.8		0.0		108.7		0.0		0.0		6,258.2		12,098.5						川裏_計 カワウラ ケイ						293.6		812.1		3,062.1		1,672.5		6,258.2		12,098.5

		合計 ゴウケイ						3,353.6		390.3		1,034.5		3,670.2		165.2		2,229.6		2,606.7		1,030.0		2,080.6		283.3		478.6		7,966.7		25,289.3						合計 ゴウケイ						3,743.9		1,034.5		6,065.0		5,717.3		8,728.6		25,289.3

																																（対策不要区間　L=1,340.7m）

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓														↓		↓		↓		↓

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓														↓		↓		↓		↓		合計 ゴウケイ

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		合計 ゴウケイ										施工延長 セコウ エンチョウ		3,744		1,035		6,065		5,717		16,561

								3,354		390		1,035		3,670		165		2,230		2,607		1,030		2,081		283		479		7,967		16,561

								↓		↓		↘		↓		↙		↘		↓		↙		↘				↙														堤防延長 テイボウ エンチョウ		1,872		517		3,033		2,859		8,280

								↓		↓				↓						↓				↓																				H25まで		2,389

								H23		H24				H25						H26				H27						H28以降 イコウ																		H27まで		8,280

						施工延長 セコウ エンチョウ		3,353.6		390.3		4,869.9						5,866.3						2,843						7,967		25,289



						堤防延長 テイボウ エン チョウ		1,677		195		2,435						2,933						1,421						3,983		12,645

												H25まで		4,307				H26まで		7,240				H27まで				8,661









一覧表（H19指針※実延長）

		耐震補強実施延長（予算ベース）H29.1月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ ヨサン ガツ マツ ゲンザイ																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ												耐震補強実施延長（完成年度ベース）H29.8月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ カンセイ ネンド ガツ マツ ゲンザイ																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																		（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネン ド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H29年度 ネン ド		H30以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ						H29年度
施工中 ネン ド セコウチュウ		H29年度
発注残 ネン ド ハッチュウ ザン

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																										施工中 セコウチュウ		未対策 ミ タイサク		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降 イコウ				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																										　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																										【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ











過年度対策済
（黒→黒）



一覧表（H27指針※距離表換算延長）

		耐震補強実施延長（予算ベース）H29.1月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ ヨサン ガツ マツ ゲンザイ																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ												耐震補強実施延長（完成年度ベース）H29.8月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ カンセイ ネンド ガツ マツ ゲンザイ																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																				（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H29年度 ネン ド		H29年度
発注予定 ネン ド ハッチュウ ヨテイ		H30以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																										施工中 セコウチュウ				未対策 ミ タイサク		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降 イコウ				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																										　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																										【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ









過年度対策済
（黒→黒）



Microsoft_Excel_______.xlsx

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																														2022.3.31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			準備中 ジュンビチュウ						22-4			令和3年度			揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事			800.0			2022.5月下旬 ガツ ゲジュン			～			2023.2月下旬 ガツ ゲジュン


						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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2022年度 実施工事


2022.3.31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183.62020.6.25～2022.1.31


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219.62020.6.23～2021.11.12


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300.52020.6.25～2021.6.30


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1200.02021.8.23～2022.3.25


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820.02021.8.17～2022.3.25


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802.02022.4.1～2023.2.28


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813.02022.4.1～2023.2.28


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800.02022.4.1～2023.2.28


揖斐川左岸準備中22-4令和3年度揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事800.02022.5月下旬～2023.2月下旬


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800.02022.4.1～2023.2.28


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
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2020年度 実施工事


2020.10月末現在


木曽川右岸完了19-1令和元年度木曽川福豊川表高潮堤防補強工事453.3


2020.6.19


2020.10.30


木曽川右岸工事中19-2令和元年度木曽川赤地川表高潮堤防補強工事468.5


2020.6.19


2021.2.19


木曽川右岸工事中19-3令和元年度木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事413.5


2020.6.19


2020.12.18


木曽川右岸工事中20-1令和2年度木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事183.62021.2.26


木曽川右岸工事中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219.62021.2.26


木曽川右岸工事中20-3令和2年度木曽川下流管内耐震補強工事300.52021.2.26


2039.0


※工事の実施状況により、変更になる可能性があります


合計


工事の状況河川左右岸工事名


工事


番号


工事


状況


施工延長(m)


当初工期


現時点工期
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2020年度 実施工事


2020.12月末現在


木曽川右岸工事完成19-1令和元年度木曽川福豊川表高潮堤防補強工事453.3


2019.10.11


2019.10.11


～


～


2020.6.19


2020.10.30


木曽川右岸工事中19-2令和元年度木曽川赤地川表高潮堤防補強工事468.5


2019.10.10


2019.10.10


～


～


2020.6.19


2021.2.19


木曽川右岸工事完成19-3令和元年度木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事413.5


2019.10.9


2019.10.9


～


～


2020.6.19


2020.12.18


木曽川右岸工事中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


2020.6.25


～


2021.2.26


2021.3.30


軟弱地盤層の対応及び注入固化工法に用


いる水の調整により工期延期予定


木曽川右岸工事中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


2020.6.23


～


2021.2.26


2021.3.30


軟弱地盤層の対応及び注入固化工法に用


いる水の調整により工期延期予定


木曽川右岸工事中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


2020.6.25


～


2021.2.26


2021.3.30


地中支障物の対応により工期延期予定


2039.0


※工事の実施状況により、変更になる可能性があります


工事の状況施工延長(m)


当初工期


現時点工期


合計


河川左右岸工事名


工事


番号


工事


状況
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一覧表（H19指針※距離表換算延長）

		44742.0																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																																										（単位：ｍ） タンイ												44742.0																		【2007年度指針：実延長】 ネンド シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネン ド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネン ド		H32年度 ネン ド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H31年度 ネン ド		H31年度 ネン ド		H32年度 ネン ド		H33以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		H30歳出 サイシュツ		H30補正 ホセイ		H30未済 ミサイ		H31臨特 リントク		H31補正 ホセイ		H32臨特 リントク		H32補正 ホセイ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																																施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミセコウ		未施工 ミセコウ		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		1,543.0		43.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,543.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,543.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,107.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,107.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,107.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		53.0		0.0		140.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		200.0		0.0		110.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				4,903.0		43.0		250.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,903.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,903.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,197.0		5.0		78.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,197.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,197.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		2,382.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,382.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,382.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		200.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				5,779.0		5.0		131.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,779.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,779.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						10,682.0		48.0		381.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,500.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,500.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,500.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				3,800.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						3,800.0		0.0		1,100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,650.0		38.0		141.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,650.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,650.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		150.0		0.0		62.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		150.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		150.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				3,800.0		38.0		203.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		3,250.0		42.0		532.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,250.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,250.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		3,160.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,160.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,160.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		300.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				6,410.0		42.0		1,732.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6,410.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6,410.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						10,210.0		80.0		1,935.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		11,640.0		128.0		751.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11,640.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11,640.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		12,299.0		0.0		2,415.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,299.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,299.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		53.0		0.0		140.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		53.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		700.0		0.0		110.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		700.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		700.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								24,692.0		128.0		3,416.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						24,692.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24,692.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		10,682.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,682.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		3,800.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,800.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		10,210.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10,210.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						12,346.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12,346.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		5,341.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,341.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		1,900.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,900.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		5,105.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5,105.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																																								　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		12,346.0						12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0				12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0		12,346.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		5,341.0						5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0				5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0		5,341.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		1,900.0						1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0				1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0		1,900.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		5,105.0						5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0				5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0		5,105.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																																								【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		H32年度				H31年度施工中		H31年度発注予定		H32年度未施工		H33以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						11,693.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						5,846.5						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0														0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		5,846.5						5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5				5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5		5,846.5

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		100.0%						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ









過年度対策済
（黒→黒）



一覧表（H27指針※実延長）

		44742.0																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																																										（単位：ｍ） タンイ												44742.0																		【2015年度指針：実延長】 ネンド シシン ジツ エンチョウ																																										※何のためか不明
6月30日時点で消去 ナン フメイ ガツ ニチ ジテン ショウキョ														（単位：ｍ） タンイ				L1津波区間集計（さわるな！） ツナミ クカン シュウケイ								H30.4末版 マツ バン



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド		R3年度 ネンド		R4年度 ネンド		R5年度 ネンド		R6年度 ネンド		R7年度 ネンド		R8年度 ネンド		R9年度 ネンド		R10年度 ネンド		R11年度 ネンド		R12年度 ネンド		R13年度 ネンド		R14年度 ネンド		R15年度		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		R4年度		R4年度		R4以降		R4年度		R5以降				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ						R4年度		R4以降		R4年度		要対策
区間合計 ヨウ タイサク ク アイダ ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		H30歳出 サイシュツ		H30補正 ホセイ		H30未済 ミサイ		H31臨特 ノゾ トク		H31補正 ホセイ		H32臨特 ノゾ トク		H32補正 ホセイ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																																																										施工中 セコウチュウ		施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミセコウ		未施工 ミセコウ		追加対策 ツイカ タイサク								完成 カンセイ		施工中 セコウチュウ		発注予定 ハッチュウ ヨテイ		未施工 ミ セコウ

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		809.6		0.0		809.6		809.6				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0				313.6		0.0		0.0		0.0		0.0		313.6		1,513.6

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		4,857.7		0.0		4,857.7		4,857.7

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,200.0				313.6		0.0		0.0		5,667.3		0.0		5,980.9		7,180.9				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0				0.0		0.0		0.0		856.9		0.0		856.9		2,895.9				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバモリド		河口～R23 カコウ		0.0		54.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				1,302.3		0.0		0.0		1,903.5		0.0		3,205.8		3,205.8

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		5,046.5		0.0		5,046.5		5,046.5

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		54.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0				1,302.3		0.0		0.0		7,806.9		0.0		9,109.2		11,148.2				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		54.6		140.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		1,720.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,239.0				1,615.9		0.0		0.0		13,474.2		0.0		15,090.1		18,329.1				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		3,321.9		0.0		3,321.9		3,321.9

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		1,299.2		0.0		1,299.2		1,299.2

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1		4,621.1

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1		4,621.1

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		地盤改良 ジバンカイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				1,600.0		0.0		0.0		2,097.4		0.0		3,697.4		3,697.4

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		256.1		0.0		256.1		256.1

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				1,600.0		0.0		0.0		2,353.5		0.0		3,953.5		3,953.5

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		地盤改良 ジバン カイリョウ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		999.7		0.0		999.7		999.7

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																天端盛土 テンバ モリド		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0				800.0		0.0		0.0		1,660.6		0.0		2,460.6		3,280.6

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		3,170.8		0.0		3,170.8		3,170.8

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		1,325.2		0.0		1,325.2		1,325.2

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0				800.0		0.0		0.0		7,156.3		0.0		7,956.3		8,776.3

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0				2,400.0		0.0		0.0		9,509.8		0.0		11,909.8		12,729.8

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												地盤改良_計 ジバン カイリョウ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		520.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0				0.0		0.0		0.0		1,666.5		0.0		1,666.5		3,705.5				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												天端盛土_計 テンバ モリド ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		54.6		143.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,020.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,020.0				4,015.9		0.0		0.0		5,661.5		0.0		9,677.4		11,697.4				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		16,653.0		0.0		16,653.0		16,653.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																																																																																R1～JR		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		3,624.1		0.0		3,624.1		3,624.1				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		54.6		143.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		2,540.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4,059.0				4,015.9		0.0		0.0		27,605.1		0.0		31,621.0		35,680.0				2,039.0		0.0		0.0		0.0		2,039.0





										対策不要		未対策→
対策不要		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R4年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		2,540.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		4,015.9		0.0		0.0		27,605.1		0.0		35,680.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,518.9		1,720.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,615.9		0.0		0.0		13,474.2		0.0		18,329.1

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		4,621.1		0.0		4,621.1

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		820.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		2,400.0		0.0		0.0		9,509.8		0.0		12,729.8





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		1,270.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		2,008.0		0.0		0.0		13,802.6		0.0		17,840.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		860.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		808.0		0.0		0.0		6,737.1		0.0		9,164.6

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		2,310.6		0.0		2,310.6

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		410.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		1,200.0		0.0		0.0		4,754.9		0.0		6,364.9

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																																								　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30						H31				H32				H33以降				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R4年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5		2,029.5				27,143.0		56,293.9		27,143.0		27,143.0		40,945.5		40,945.5

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1.9%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%				66.3%		137.5%		66.3%		66.3%		100.0%		100.0%

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		759.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5		1,619.5				21,813.0		44,433.9		21,813.0		21,813.0		28,550.1		28,550.1

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%		5.7%				76.4%		155.6%		76.4%		76.4%		100.0%		100.0%

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		2,310.6		2,310.6

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0		410.0				5,330.0		11,860.0		5,330.0		5,330.0		10,084.9		10,084.9

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%				52.9%		117.6%		52.9%		52.9%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																																								【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		H30						H31				H32				残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要						H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度		H31年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度		R12年度		R13年度		R14年度		R15年度				R4年度施工中		R4年度施工中		R4以降		R4年度		R5以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,020.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		4,015.9		0.0		0.0		5,661.5		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,010.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		2,008.0		0.0		0.0		2,830.8		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0						0.0				0.0				0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0		1,010.0				13,130.0		28,268.0		13,130.0		13,130.0		15,960.8		15,960.8

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		0.0%						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%		6.3%				82.3%		177.1%		82.3%		82.3%		100.0%		100.0%

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																																								　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ











過年度対策済
（黒→黒）



個別工事

		耐震補強事業展開一覧 タイシン ホキョウ ジギョウ テンカイ イチラン																																																								【距離標延長換算】
↓				【実延長】
↓ ジツ エンチョウ								44742.0

作成者: 日付のベース

																追加対策工事 ツイカ タイサク コウジ																																																										※2018年度以降の発注者指示 → 微細な延長変更は行わない ネンド イコウ ハッチュウシャ シジ ビサイ エンチョウ ヘンコウ オコナ



		河川 カセン		左右岸 サユウ ガン		表裏 オモテウラ		発注
区分 ハッチュウ クブン		完成
年度 カンセイ ネンド		発注
状況 ハッチュウ ジョウキョウ		工事名 コウジ メイ		発注
区分 ハッチュウ クブン		完成
年度 カンセイ ネンド		発注
状況 ハッチュウ ジョウキョウ		工事名 コウジ メイ		距離標 キョリ ヒョウ						区分 クブン		耐震対策整備延長 タイシン タイサク セイビ エンチョウ																																						摘要 テキヨウ		整備計画区間延長（m） セイビ ケイカク クカン エンチョウ		実測延長（m） ジッソク エンチョウ

																								起点 キテン		～		終点 シュウテン				Ｈ19照査 ショウサ		H27照査 ショウサ												STEP区分 クブン										実態整備 ジッタイ セイビ		距離標 キョリ ヒョウ		整備計画 セイビ ケイカク		整備計測 セイビ ケイソク		全 国 防 災（12,473m） ゼン クニ ボウ サイ

																																対象箇所 タイショウ カショ		対象箇所 タイショウ カショ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		追加対策 ツイカ タイサク		対策不要→
対策不要 タイサク フヨウ タイサク フヨウ		L1津波out ツナミ		対策済みの内
対策不要 タイサク ズ ウチ タイサク フヨウ		施工済 セコウ ズ		STEP1		STEP2-1		STEP2-2		STEP3		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		延長（m） エンチョウ		対象箇所 タイショウ カショ		延長（m） エンチョウ		対策不要（m） タイサク フヨウ

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.650		河口～R23		○																												62.2		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.650		～		1.739		河口～R23		○		○												○												89.0		110.8		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.739		～		1.742		河口～R23		○		○												○												3.0		3.7		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.742		～		1.754		河口～R23		○		○												○												12.0		14.9		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.754		～		1.757		河口～R23		○		○												○												3.0		3.7		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.757		～		1.800		河口～R23		○		○												○												43.0		53.5		0.0				－		－				249.0		153.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.815		河口～R23		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.815		～		1.847		河口～R23		○		○												○												32.0		32.5		0.0		○		－		32.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.847		～		1.921		河口～R23		○		○												○												74.0		75.1		0.0		○		－		74.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.921		～		1.996		河口～R23		○		○												○												75.0		76.1		0.0		○		－		75.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.996		～		2.000		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				203.0		192.5

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.143		河口～R23		○		○												○												143.0		153.0		0.0		○		－		143.0				214.0		219.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.143		～		2.200		河口～R23		○		○												○												57.0		61.0		0.0		○		－		57.0				214.0		219.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.202		河口～R23		○		○								○				○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				199.0		199.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.202		～		2.400		河口～R23		○		○								○				○												198.0		197.0		0.0		○		－		198.0				199.0		199.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.403		河口～R23		○		○								○				○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.403		～		2.443		河口～R23		○		○								○				○												40.0		39.6		0.0		○		－		40.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.443		～		2.541		河口～R23		○		○								○				○												98.0		97.0		0.0		○		－		98.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.541		～		2.600		河口～R23		○		○								○				○												59.0		58.4		0.0		○		－		59.0				198.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.800		河口～R23		○		○								○				○												200.0		200.0		0.0		○		－		200.0				200.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		2.803		河口～R23		○		○								○				○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		199.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.803		～		3.000		河口～R23		○		○								○				○												197.0		197.0		0.0		○		－		197.0				200.0		199.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.014		河口～R23		○		○								○				○												14.0		15.0		0.0		○		－		14.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.014		～		3.150		河口～R23		○		○								○				○												136.0		145.5		0.0		○		－		136.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.150		～		3.193		河口～R23		○								○																		43.0		46.0		0.0		○		－		43.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.193		～		3.200		R23～R1		○		○								○				○												7.0		7.5		0.0		○		－		7.0				214.0		208.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.300		R23～R1		○		○								○				○												100.0		93.0		0.0		○		－		100.0				186.0		186.5

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.300		～		3.400		R23～R1		○		○																		○				93.0		100.0		93.0		93.3		○		－		－				186.0		93.3

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																		○				195.0		200.0		195.0		193.9				－		－				195.0		193.9

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																		○				199.0		200.0		199.0		197.0				－		－				199.0		197.0

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																		○				201.0		200.0		201.0		201.0				－		－				201.0		201.0

		木曽川		左岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.100		R23～R1		○		○																		○				122.5		100.0		122.5		124.4				－		－				245.0		124.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.100		～		4.200		R23～R1		○																										0.0

作成者: 過年度より0.0標記		0.0		0.0				－		－				245.0		124.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1																												200.0		186.0		0.0				－		－				186.0		186.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1																												200.0		187.0		0.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1																												200.0		187.0		0.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1																												200.0		200.0		0.0				－		－				200.0		200.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.100		R23～R1																												100.0		100.0		0.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.100		～		5.200		R23～R1				○												○												100.0		100.0		0.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1				○												○												200.0		179.0		0.0				－		－				179.0		179.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○												○												200.0		171.0		0.0				－		－				171.0		171.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.800		R23～R1		○		○												○												200.0		179.0		0.0				－		－				179.0		178.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○												○												200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		175.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○												○												200.0		184.0		0.0				－		－				184.0		184.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○		○												○												200.0		192.0		0.0				－		－				192.0		192.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○												○												200.0		223.0		0.0				－		－				223.0		223.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○												○												200.0		213.0		0.0				－		－				213.0		212.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○												○												100.0		102.5		0.0				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○												○												100.0		102.5		0.0				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.100		R23～R1		○		○												○												100.0		108.5		0.0				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○																										100.0		108.5		0.0				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		206.9

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.400		～		7.500		R23～R1		○																										100.0		105.0		0.0				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.500		～		7.600		R23～R1		○		○												○												100.0		105.0		0.0				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○												○												100.0		127.5		0.0				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○												○												100.0		127.5		0.0				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.800		～		8.000		R23～R1		○		○												○												200.0		214.0		0.0				－		－				214.0		213.6

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.000		～		8.168		R23～R1		○		○												○												168.0		211.7		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.168		～		8.170		R23～R1		○		○												○												2.0		2.5		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.170		～		8.200		R23～R1		○		○												○												30.0		37.8		0.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.200		～		8.300		R23～R1		○		○												○												100.0		119.0		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.300		～		8.320		R23～R1		○		○												○												20.0		23.8		0.0		○		－		20.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.320		～		8.400		R23～R1		○		○												○												80.0		95.2		0.0		○		－		80.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				1.600		～		1.650		河口～R23		○																												62.2		0.0				－		－				249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				1.650		～		1.703		河口～R23		○				○																						53.0		63.1		0.0				－		－				238.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.703		～		1.743		河口～R23		○		○		○										○												40.0		49.8		104.9				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.743		～		1.753		河口～R23		○		○												○												10.0		12.4		7.6				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.753		～		1.800		河口～R23		○		○		○										○												47.0		58.5		35.9				－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		249.0		150.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				1.800		～		2.000		河口～R23		○		○												○										195.4		200.0		203.0		195.4		○		200.0		－				203.0		195.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.000		～		2.200		河口～R23		○		○												○										223.4		200.0		214.0		223.4		○		200.0		－				214.0		223.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.200		～		2.302		河口～R23		○		○												○										100.0		102.0		101.5		100.0		○		102.0		－				199.0		198.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.302		～		2.400		河口～R23		○		○												○						○				98.9		98.0		97.5		98.9		○		98.0		－				199.0		198.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.400		～		2.510		河口～R23		○		○												○						○				111.1		110.0		108.9		111.1		○		110.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.510		～		2.541		河口～R23		○		○												○										31.0		31.0		30.7		31.0		○		31.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.541		～		2.600		河口～R23		○		○												○										59.0		59.0		58.4		59.0		○		59.0		－				198.0		201.1

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.600		～		2.800		河口～R23		○		○												○						○				200.2		200.0		200.0		200.2		○		200.0		－				200.0		200.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事 キソガワ ゲンロクワジュウ タカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				2.800		～		2.833		河口～R23		○		○												○						○				200.2		33.0		33.0		32.6		○		33.0		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.833		～		2.856		河口～R23		○		○																				○		55.3		23.0		23.0		22.6		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.856		～		2.984		河口～R23		○		○																				○		126.8		128.0		128.0		126.8		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				2.984		～		3.000		河口～R23		○		○																				○		15.9		16.0		16.0		15.9		○		－		－				200.0		198.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.000		～		3.014		河口～R23		○		○																				○		14.0		14.0		15.0		14.0		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.014		～		3.080		河口～R23		○		○																				○		66.1		66.0		70.6		66.1		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				3.080		～		3.148		河口～R23		○		○																				○		68.2		68.0		72.8		68.2		○		－		－				214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.148		～		3.200		河口～R23		○		○																				○		64.6		52.0		55.6		0.0		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=64.6m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		214.0		212.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.210		R23～R1		○		○																				○		12.4		10.0		9.3		0.0		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=12.4m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定 ミテイ		3.210		～		3.300		R23～R1		○		○																				○		100.0		90.0		83.7		28.6		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=28.6mに調整(整備計画延長:L=100.0m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定 ミテイ		3.300		～		3.342		R23～R1		○		○																				○		31.5		42.0		39.1		31.5		○		－		－				186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.342		～		3.400		R23～R1		○		○																				○		53.9		58.0		53.9		54.1				－		－				186.0		186.5

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																				○		195.0		200.0		195.0		193.9				－		－				195.0		193.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		197.0				－		－				199.0		197.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		201.0		200.0		201.0		201.0				－		－				201.0		201.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.100		R23～R1		○		○																				○		122.5		100.0		122.5		124.4				－		－				245.0		248.7

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.100		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		0.0		0.0

作成者: 過年度より0.0標記		0.0		0.0				－		－				245.0		248.7

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1				○																				○		186.0		200.0		186.0		186.0				－		－				186.0		186.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1				○																				○		187.0		200.0		187.0		187.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1				○																				○		187.0		200.0		187.0		187.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1				○																				○		200.0		200.0		200.0		200.0				－		－				200.0		200.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.100		R23～R1				○																				○		100.0		100.0		100.0		99.9				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.100		～		5.200		R23～R1				○																				○		100.0		100.0		100.0		100.0				－		－				200.0		199.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1				○																				○		179.0		200.0		179.0		179.4				－		－				179.0		179.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		171.0		200.0		171.0		171.6				－		－				171.0		171.6

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		179.0		200.0		179.0		178.9				－		－				179.0		178.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○																				○		175.0		200.0		175.0		175.4				－		－				175.0		175.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○																				○		184.0		200.0		184.0		184.4				－		－				184.0		184.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○		○																				○		192.0		200.0		192.0		192.4				－		－				192.0		192.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																				○		223.0		200.0		223.0		223.0				－		－				223.0		223.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																				○		213.0		200.0		213.0		212.2				－		－				213.0		212.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																				○		102.5		100.0		102.5		102.6				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○																				○		102.5		100.0		102.5		102.6				－		－				205.0		205.2

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R23～R1		○		○																				○		108.5		100.0		108.5		108.7				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○		○																				○		108.5		100.0		108.5		108.7				－		－				217.0		217.3

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		206.9				－		－				208.0		206.9

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.500		R23～R1		○		○																				○		105.0		100.0		105.0		104.7				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.500		～		7.600		R23～R1		○		○																				○		105.0		100.0		105.0		104.7				－		－				210.0		209.4

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																				○		127.5		100.0		127.5		126.9				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○																				○		127.5		100.0		127.5		126.9				－		－				255.0		253.8

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.800		～		8.000		R23～R1		○		○																				○		214.0		200.0		214.0		213.6				－		－				214.0		213.6

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.000		～		8.168		R23～R1		○		○																				○		211.7		168.0		211.7		211.7				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.168		～		8.200		R23～R1		○		○																				○		32.0		32.0		40.3		32.0				－		－				252.0		252.0

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.200		～		8.247		R23～R1		○		○												○												47.0		55.9		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.247		～		8.290		R23～R1		○		○												○												43.0		51.2		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.290		～		8.300		R23～R1		○				○																						10.0		11.9		0.0				－		－				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.300		～		8.320		R23～R1		○				○																						20.0		23.8		0.0		○		－		20.0				238.0		236.3

		木曽川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.320		～		8.400		R23～R1		○				○																						80.0		95.2		0.0		○		－		80.0				238.0		236.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.060		～		-0.050		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.050		～		0.000		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.016		河口～R23		○		○												○												16.0		16.7		0.0		○		－		16.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.016		～		0.037		河口～R23		○		○												○												21.0		21.9		0.0		○		－		21.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.037		～		0.041		河口～R23		○		○												○												4.0		4.2		0.0		○		－		4.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.041		～		0.058		河口～R23		○		○												○												17.0		17.8		0.0		○		－		17.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.058		～		0.060		河口～R23		○		○												○												2.0		2.1		0.0		○		－		2.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.060		～		0.082		河口～R23		○		○												○												22.0		23.0		0.0		○		－		22.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.082		～		0.115		河口～R23		○		○												○												33.0		34.5		0.0		○		－		33.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.115		～		0.137		河口～R23		○		○												○												22.0		23.0		0.0		○		－		22.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.137		～		0.181		河口～R23		○		○												○												44.0		46.0		0.0		○		－		44.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.181		～		0.200		河口～R23		○		○												○												19.0		19.9		0.0		○		－		19.0				209.0		203.7

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.234		河口～R23		○		○												○												34.0		34.3		0.0		○		－		34.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.234		～		0.235		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.235		～		0.275		河口～R23		○		○												○												40.0		40.4		0.0		○		－		40.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.275		～		0.305		河口～R23		○		○												○												30.0		30.3		0.0		○		－		30.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.305		～		0.316		河口～R23		○		○												○												11.0		11.1		0.0		○		－		11.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.316		～		0.347		河口～R23		○		○												○												31.0		31.3		0.0		○		－		31.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.347		～		0.350		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.350		～		0.382		河口～R23		○		○												○												32.0		32.3		0.0		○		－		32.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.382		～		0.400		河口～R23		○		○												○												18.0		18.2		0.0		○		－		18.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.425		河口～R23		○		○												○												25.0		25.4		0.0		○		－		25.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.425		～		0.450		河口～R23		○		○												○												25.0		25.4		0.0		○		－		25.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.450		～		0.460		河口～R23		○		○												○												10.0		10.2		0.0		○		－		10.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.460		～		0.466		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.466		～		0.519		河口～R23		○		○												○												53.0		53.8		0.0		○		－		53.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.519		～		0.525		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.525		～		0.560		河口～R23		○		○												○												35.0		35.5		0.0		○		－		35.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.560		～		0.600		河口～R23		○		○												○												40.0		40.6		0.0		○		－		40.0				203.0		203.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.626		河口～R23		○		○												○												26.0		26.0		0.0		○		－		26.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.626		～		0.800		河口～R23		○		○												○												174.0		174.0		0.0		○		－		174.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		0.898		河口～R23		○		○												○												98.0		98.0		0.0		○		－		98.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.898		～		0.912		河口～R23		○		○												○												14.0		14.0		0.0		○		－		14.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.912		～		1.000		河口～R23		○		○												○												88.0		88.0		0.0		○		－		88.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.010		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.010		～		1.031		河口～R23		○		○												○												21.0		20.9		0.0		○		－		21.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.031		～		1.065		河口～R23		○		○												○												34.0		33.8		0.0		○		－		34.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.065		～		1.131		河口～R23		○		○												○												66.0		65.7		0.0		○		－		66.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.131		～		1.200		河口～R23		○		○												○												69.0		68.7		0.0		○		－		69.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.263		河口～R23		○		○												○												63.0		65.8		0.0		○		－		63.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.263		～		1.300		河口～R23		○		○												○												37.0		38.7		0.0		○		－		37.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.300		～		1.400		河口～R23		○		○												○												100.0		104.5		0.0		○		－		100.0				209.0		209.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.460		河口～R23		○		○												○												60.0		60.0		0.0		○		－		60.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.460		～		1.500		河口～R23		○		○												○												40.0		40.0		0.0		○		－		40.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.500		～		1.575		河口～R23		○		○												○												75.0		75.0		0.0		○		－		75.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.575		～		1.576		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.576		～		1.600		河口～R23		○		○												○												24.0		24.0		0.0		○		－		24.0				200.0		200.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.626		河口～R23		○		○												○												26.0		26.5		0.0		○		－		26.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.626		～		1.658		河口～R23		○		○												○												32.0		32.6		0.0		○		－		32.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.658		～		1.698		河口～R23		○		○												○												40.0		40.8		0.0		○		－		40.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.698		～		1.776		河口～R23		○				○																						78.0		79.6		0.0		○		－		78.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.776		～		1.780		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.780		～		1.800		河口～R23		○		○												○												20.0		20.4		0.0		○		－		20.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.896		河口～R23		○		○												○												96.0		95.5		0.0		○		－		96.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.896		～		1.916		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.916		～		1.961		河口～R23		○		○												○												45.0		44.8		0.0		○		－		45.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.961		～		2.000		河口～R23		○		○												○												39.0		38.8		0.0		○		－		39.0				199.0		199.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.197		河口～R23		○		○												○												197.0		200.9		0.0		○		－		197.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.197		～		2.200		河口～R23		○		○												○												3.0		3.1		0.0		○		－		3.0				204.0		204.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.262		河口～R23		○		○												○												62.0		54.6		0.0		○		－		62.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.262		～		2.265		河口～R23		○		○												○												3.0		2.6		0.0		○		－		3.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.265		～		2.292		河口～R23		○		○												○												27.0		23.8		0.0		○		－		27.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.292		～		2.295		河口～R23		○		○												○												3.0		2.6		0.0		○		－		3.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.295		～		2.339		河口～R23		○		○												○												44.0		38.7		0.0		○		－		44.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.339		～		2.400		河口～R23		○		○												○												61.0		53.7		0.0		○		－		61.0				176.0		176.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.416		河口～R23		○		○												○												16.0		18.4		0.0		○		－		16.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.416		～		2.456		河口～R23		○		○												○												40.0		46.0		0.0		○		－		40.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.456		～		2.500		河口～R23		○		○												○												44.0		50.6		0.0		○		－		44.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.500		～		2.512		河口～R23		○		○												○												12.0		13.8		0.0		○		－		12.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.512		～		2.555		河口～R23		○		○												○												43.0		49.5		0.0		○		－		43.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.555		～		2.564		河口～R23		○		○												○												9.0		10.3		0.0		○		－		9.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.564		～		2.600		河口～R23		○		○												○												36.0		41.4		0.0		○		－		36.0				230.0		230.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.615		河口～R23		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.615		～		2.667		河口～R23		○		○												○												52.0		52.5		0.0		○		－		52.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.667		～		2.730		河口～R23		○		○												○												63.0		63.6		0.0		○		－		63.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.730		～		2.761		河口～R23		○		○												○												31.0		31.3		0.0		○		－		31.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.761		～		2.775		河口～R23		○		○												○												14.0		14.1		0.0		○		－		14.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.775		～		2.800		河口～R23		○		○												○												25.0		25.2		0.0		○		－		25.0				202.0		202.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		2.824		河口～R23		○		○												○												24.0		20.0		0.0		○		－		24.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.824		～		2.875		河口～R23		○		○												○												51.0		42.6		0.0		○		－		51.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.875		～		2.989		河口～R23		○		○												○												114.0		95.2		0.0		○		－		114.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.989		～		2.992		河口～R23		○		○												○												3.0		2.5		0.0		○		－		3.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.992		～		3.000		河口～R23		○		○												○												8.0		6.7		0.0		○		－		8.0				167.0		167.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.022		河口～R23		○		○												○												22.0		24.4		0.0		○		－		22.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.022		～		3.042		河口～R23		○		○												○												20.0		22.2		0.0		○		－		20.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.042		～		3.059		河口～R23		○		○												○												17.0		18.9		0.0		○		－		17.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.059		～		3.080		河口～R23		○		○												○												21.0		23.3		0.0		○		－		21.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.080		～		3.094		河口～R23		○		○												○												14.0		15.5		0.0		○		－		14.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.094		～		3.110		河口～R23		○		○												○												16.0		17.8		0.0		○		－		16.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.110		～		3.154		河口～R23		○		○												○												44.0		48.8		0.0		○		－		44.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.154		～		3.176		河口～R23		○		○												○												22.0		24.4		0.0		○		－		22.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.176		～		3.192		河口～R23		○		○												○												16.0		17.8		0.0		○		－		16.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.192		～		3.197		河口～R23		○								○																		5.0		5.5		0.0		○		－		5.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.197		～		3.200		R23～R1		○		○												○												3.0		3.3		0.0		○		－		3.0				222.0		222.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.213		R23～R1		○		○												○												13.0		12.2		0.0		○		－		13.0				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.213		～		3.280		R23～R1		○		○												○												67.0		62.6		0.0		○		－		67.0				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.280		～		3.347		R23～R1		○		○												○												67.0		62.6		0.0				－		－				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.347		～		3.400		R23～R1		○				○																						53.0		49.6		0.0				－		－				187.0		187.4

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○								○				○		○								211.0		200.0		211.0		210.6				－		－		発注延長は200m		211.0		210.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.600		～		3.720		R23～R1		○		○								○				○		○								136.2		120.0		136.2		126.2				－		－		発注延長は120m		227.0		210.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				3.720		～		3.800		R23～R1		○		○								○						○								90.8		80.0		90.8		84.1				－		－				227.0		210.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1		○		○								○						○										100.0		103.5		0.0				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○								○				○		○										100.0		103.5		0.0				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.071		R23～R1		○		○								○				○		○										71.0		73.5		0.0				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.071		～		4.200		R23～R1		○		○								○				○		○								133.5		129.0		133.5		133.3				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.200		～		4.350		R23～R1		○		○								○				○		○								196.5		150.0		196.5		196.0				－		－		発注延長は150m ハッチュウ エンチョウ		262.0		261.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.350		～		4.400		R23～R1		○		○								○				○		○								65.5		50.0		65.5		65.3				－		－		発注延長は50m ハッチュウ エンチョウ		262.0		261.3

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事 キソガワ アカジ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.400		～		4.474		R23～R1		○		○								○				○		○								74.0		74.0		74.0		73.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		200.0		199.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2未済 ミサイ		R3年度 ネンド		完成		R2 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						対策不要				4.474		～		4.600		R23～R1		○		○								○				○		○								126.0		126.0		126.0		125.7				－		－				200.0		199.6

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.600		～		4.700		R23～R1		○		○								○				○		○								90.0		100.0		90.0		89.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		180.0		179.8

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.700		～		4.800		R23～R1		○		○								○				○		○								90.0		100.0		90.0		89.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		180.0		179.8

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.800		～		4.900		R23～R1		○		○								○				○		○								117.0		100.0		117.0		116.9				－		－		発注延長は100m ハッチュウ エンチョウ		234.0		233.7

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシ ス カリュウ カワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				4.900		～		5.000		R23～R1		○		○								○				○		○								117.0		100.0		117.0		116.9				－		－				234.0		233.7

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシガス カワ ヒョウ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.000		～		5.050		R23～R1		○		○								○				○		○								54.0		50.0		54.0		54.0				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事 キソガワ ヨシガス カワ ヒョウ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.050		～		5.170		R23～R1		○		○								○						○								140.4		120.0		140.4		129.6				－		－				234.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		H31臨特 リントク		R2年度 ネンド		完成		R1 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 キソガワ フク トヨカワ オモテ タカシオ テイボウ ホキョウ コウジ						対策不要				5.170		～		5.200		R23～R1		○		○								○						○								32.4		30.0		32.4		32.4				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R3年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ケ須上流川表高潮堤防補強工事 キソガワ 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						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○								○				○		○								110.0		100.0		110.0		109.8				－		－				220.0		219.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2臨特 リントク		R3年度 ネンド		完成		R2 木曽川葭ケ須上流川表高潮堤防補強工事 キソガワ 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						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○								○						○								110.0		100.0		110.0		109.8										220.0		219.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R2未済 ミサイ		R3年度 ネンド		完成		R2 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						対策不要				5.400		～		5.592		R23～R1		○		○								○				○		○								175.7		192.0		175.7		174.8				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.592		～		5.600		R23～R1		○		○								○				○		○										8.0		7.3		0.0				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.700		R23～R1		○		○								○				○		○										100.0		100.2		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.700		～		5.798		R23～R1		○		○								○				○												98.0		98.1		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.798		～		5.800		R23～R1		○		○								○				○		○										2.0		2.0		0.0				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.899		R23～R1		○		○								○				○		○										99.0		122.9		0.0				－		－				246.0		248.2

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		245		453.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.899		～		5.956		R23～R1		○		○								○				○												57.0		70.7		0.0				－		－				246.0		248.2				6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.956		～		6.000		R23～R1		○		○								○				○												44.0		54.6		0.0				－		－				246.0		248.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.042		R23～R1		○		○								○				○												42.0		44.3		0.0				－		－				209.0		211.0

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		208.2

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.042		～		6.068		R23～R1		○		○								○				○												26.0		27.4		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.068		～		6.121		R23～R1		○		○								○				○		○										53.0		55.9		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.121		～		6.131		R23～R1		○		○								○				○		○										10.0		10.5		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.131		～		6.179		R23～R1		○		○								○				○		○										48.0		50.6		0.0				－		－		発注延長は53.2m
図面の距離標は6.0k+184.016 ハッチュウ エンチョウ		209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.179		～		6.200		R23～R1		○		○								○				○												21.0		22.2		0.0				－		－				209.0		211.0

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.300		R23～R1		○		○								○				○												100.0		95.5		0.0				－		－				191.0		95.5

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.300		～		6.400		R23～R1		○		○												○												100.0		95.5		0.0				－		－				191.0		95.5

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																○				○		178.0		200.0		178.0		178.5				－		－				178.0		178.5

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																○				○		197.0		200.0		197.0		198.0				－		－				197.0		198.0

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																○				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		104.8

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○												○												100.0		104.5		0.0				－		－				209.0		104.8

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○		○												○												200.0		174.0		0.0				－		－				174.0		174.5

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.300		R23～R1		○		○												○												100.0		99.5		0.0				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.300		～		7.400		R23～R1		○		○																○				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		100.1

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.600		R23～R1		○		○																		○				189.0		200.0		189.0		189.6				－		－				189.0		189.6

		木曽川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																		○				85.5		100.0		85.5		85.9				－		－				171.0		85.9

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○																										100.0		85.5		0.0				－		－				171.0		85.9

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.800		～		7.986		R23～R1		○																										186.0		156.2		0.0				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.986		～		8.000		R23～R1		○												○														14.0		11.8		0.0				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.000		～		8.035		R23～R1		○												○														35.0		28.0		0.0				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.035		～		8.080		R23～R1		○												○														45.0		36.0		0.0		○		－		45.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.080		～		8.129		R23～R1		○												○														49.0		39.2		0.0		○		－		49.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.129		～		8.136		R23～R1		○												○														7.0		5.6		0.0		○		－		7.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.136		～		8.180		R23～R1		○																										44.0		35.2		0.0		○		－		44.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.180		～		8.185		R23～R1		○																										5.0		4.0		0.0		○		－		5.0				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.185		～		8.200		R23～R1		○																										15.0		12.0		0.0				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				8.200		～		8.400		R23～R1		○																										200.0		149.0		0.0				－		－				149.0		147.4

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.057

作成者: 整備計画による起点は0.000k～		～		-0.050		河口～R23		○		○																				○				0.0		0.0		7.7				－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		0.0		0.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.050		～		0.000		河口～R23		○		○						○														○				0.0		0.0		54.6				－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事起点による延長調整(整備計画:対策不要区間) キテン エンチョウ チョウセイ セイビケイカク タイサクフヨウクカン		0.0		0.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.000		～		0.016		河口～R23		○		○																				○		17.2		16.0		16.7		17.2		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.016		～		0.037		河口～R23		○		○																				○		21.3		21.0		21.9		21.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.037		～		0.041		河口～R23		○		○																				○		1.9		4.0		4.2		1.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.041		～		0.058		河口～R23		○		○																				○		7.9		17.0		17.8		7.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.058		～		0.060		河口～R23		○		○																				○		0.9		2.0		2.1		0.9		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.060		～		0.082		河口～R23		○		○																				○		23.3		22.0		23.0		23.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.082		～		0.115		河口～R23		○		○																				○		34.3		33.0		34.5		34.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.115		～		0.137		河口～R23		○		○																				○		23.2		22.0		23.0		23.2		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.137		～		0.181		河口～R23		○		○																				○		46.3		44.0		46.0		46.3		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.181		～		0.200		河口～R23		○		○																				○		19.8		19.0		19.9		19.8		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.200		～		0.234		河口～R23		○		○																				○		35.4		34.0		34.3		35.4		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.234		～		0.235		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.235		～		0.275		河口～R23		○		○																				○		41.9		40.0		40.4		41.9		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.275		～		0.305		河口～R23		○		○																				○		31.4		30.0		30.3		31.4		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.305		～		0.316		河口～R23		○		○																				○		11.5		11.0		11.1		11.5		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.316		～		0.347		河口～R23		○		○																				○		31.3		31.0		31.3		31.3		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.347		～		0.350		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.350		～		0.382		河口～R23		○		○																				○		32.3		32.0		32.3		32.3		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.382		～		0.400		河口～R23		○		○																				○		18.2		18.0		18.2		18.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.425		河口～R23		○		○																				○		25.2		25.0		25.4		25.2		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.425		～		0.450		河口～R23		○		○																				○		25.2		25.0		25.4		25.2		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.450		～		0.460		河口～R23		○		○																				○		10.1		10.0		10.2		10.1		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.460		～		0.466		河口～R23		○		○																				○		6.1		6.0		6.1		6.1		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.466		～		0.519		河口～R23		○		○																				○		53.4		53.0		53.8		53.4		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.519		～		0.525		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		6.1		6.0		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.525		～		0.560		河口～R23		○		○																				○		35.3		35.0		35.5		35.3		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.560		～		0.600		河口～R23		○		○																				○		40.3		40.0		40.6		40.3		○		－		－				203.0		203.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.600		～		0.626		河口～R23		○		○																				○		26.2		26.0		26.0		26.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.626		～		0.800		河口～R23		○		○																				○		175.4		174.0		174.0		110.1

作成者: L=175.4mを110.1mで調整（-65.3m）		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.800		～		0.898		河口～R23		○		○																				○		98.8		98.0		98.0		164.1

作成者: L=98.8mを164.1mで調整（+65.3m）		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.898		～		0.912		河口～R23		○		○																				○		14.1		14.0		14.0		14.1		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.912		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		88.2		88.0		88.0		88.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.000		～		1.010		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.010		～		1.031		河口～R23		○		○																				○		21.1		21.0		20.9		21.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.031		～		1.065		河口～R23		○		○																				○		34.1		34.0		33.8		34.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.065		～		1.131		河口～R23		○		○																				○		66.7		66.0		65.7		66.7		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.131		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		69.7		69.0		68.7		69.7		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 キソガワ マツカゲ ジョウリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				1.200		～		1.263		河口～R23		○		○																				○		63.6		63.0		65.8		32.0

作成者: L=63.6mをL=32.0mで調整(L=-31.6m)		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.263		～		1.300		河口～R23		○		○																				○		37.6		37.0		38.7		6.9

作成者: L=37.6mをL=69.2mで調整(L=+31.6m)		○		－		－		R3 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事により延長をL=6.9mに調整(整備計画延長:L=69.2m) エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.300		～		1.400		河口～R23		○		○																				○		101.5		100.0		104.5		101.5		○		－		－				209.0		209.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.460		河口～R23		○		○																				○		60.9		60.0		60.0		60.9		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.460		～		1.500		河口～R23		○		○																				○		40.2		40.0		40.0		40.2		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.500		～		1.575		河口～R23		○		○																				○		75.4		75.0		75.0		75.4		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.575		～		1.576		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.576		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		24.0		24.0		24.0		24.0		○		－		－				200.0		200.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.626		河口～R23		○		○																				○		26.1		26.0		26.5		26.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.626		～		1.658		河口～R23		○		○																				○		32.1		32.0		32.6		32.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.658		～		1.698		河口～R23		○		○																				○		40.1		40.0		40.8		40.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.698		～		1.776		河口～R23		○		○																				○		78.2		78.0		79.6		78.2		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.776		～		1.780		河口～R23		○		○																				○		4.0		4.0		4.1		4.0		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.780		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		20.4		20.1		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.896		河口～R23		○		○																				○		96.3		96.0		95.5		96.3		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.896		～		1.916		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		19.9		20.1		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.916		～		1.961		河口～R23		○		○																				○		45.2		45.0		44.8		45.2		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.961		～		2.000		河口～R23		○		○																				○		39.2		39.0		38.8		39.2		○		－		－				199.0		199.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.197		河口～R23		○		○																				○		197.8		197.0		200.9		197.8		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.197		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.1		3.0		○		－		－				204.0		204.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.262		河口～R23		○		○																				○		62.2		62.0		54.6		62.2		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.262		～		2.265		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.6		3.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.265		～		2.292		河口～R23		○		○																				○		27.1		27.0		23.8		27.1		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.292		～		2.295		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.6		3.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.295		～		2.339		河口～R23		○		○																				○		34.6		44.0		38.7		34.6		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.339		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		48.0		61.0		53.7		48.0		○		－		－				176.0		176.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.400		～		2.416		河口～R23		○		○																				○		12.6		16.0		18.4		12.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.416		～		2.456		河口～R23		○		○																				○		39.7		40.0		46.0		39.7		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.456		～		2.500		河口～R23		○		○																				○		43.6		44.0		50.6		43.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.500		～		2.512		河口～R23		○		○																				○		11.9		12.0		13.8		11.9		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.512		～		2.555		河口～R23		○		○																				○		42.7		43.0		49.5		42.7		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.555		～		2.564		河口～R23		○		○																				○		14.2		9.0		10.3		14.2		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.564		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		54.6		36.0		41.4		54.6		○		－		－				230.0		230.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.600		～		2.615		河口～R23		○		○																				○		21.7		15.0		15.2		21.7		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.615		～		2.667		河口～R23		○		○																				○		52.0		52.0		52.5		52.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.667		～		2.730		河口～R23		○		○																				○		53.2		63.0		63.6		53.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.730		～		2.761		河口～R23		○		○																				○		35.2		31.0		31.3		35.2		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.761		～		2.775		河口～R23		○		○																				○		16.0		14.0		14.1		16.0		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.775		～		2.800		河口～R23		○		○																				○		27.8		25.0		25.2		27.8		○		－		－				202.0		202.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.800		～		2.824		河口～R23		○		○																				○		26.7		24.0		20.0		26.7		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.824		～		2.875		河口～R23		○		○																				○		40.8		51.0		42.6		40.8		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.875		～		2.989		河口～R23		○		○																				○		91.3		114.0		95.2		91.3		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.989		～		2.992		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.5		3.0		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.992		～		3.000		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		6.7		8.0		○		－		－				167.0		167.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.000		～		3.022		河口～R23		○		○																				○		22.0		22.0		24.4		22.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.022		～		3.042		河口～R23		○		○																				○		20.0		20.0		22.2		20.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.042		～		3.059		河口～R23		○		○																				○		17.0		17.0		18.9		17.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.059		～		3.080		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		23.3		21.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		3.080		～		3.094		河口～R23		○		○																				○		14.0		14.0		15.5		14.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.094		～		3.110		河口～R23		○		○																				○		16.0		16.0		17.8		16.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.110		～		3.154		河口～R23		○		○																				○		44.0		44.0		48.8		44.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.154		～		3.176		河口～R23		○		○																				○		22.0		22.0		24.4		22.0		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.176		～		3.192		河口～R23		○		○																				○		32.4		16.0		17.8		32.4		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.192		～		3.197		河口～R23		○		○																				○		10.1		5.0		5.5		10.1		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.197		～		3.200		R23～R1		○		○																				○		6.1		3.0		3.3		6.1		○		－		－				222.0		222.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.213		R23～R1		○		○																				○		26.4		13.0		12.2		26.4		○		－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.213		～		3.280		R23～R1		○		○																				○		67.0		67.0		62.6		67.0		○		－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.280		～		3.347		R23～R1		○		○																				○		67.0		67.0		62.6		67.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.347		～		3.400		R23～R1		○		○																		○				53.0		53.0		49.6		53.0				－		－				187.0		187.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																		○				211.0		200.0		211.0		210.6				－		－				211.0		210.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																		○				227.0		200.0		227.0		210.3				－		－				227.0		210.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																		○				207.0		200.0		207.0		206.6				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																		○				207.0		200.0		207.0		206.6				－		－				207.0		206.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																		○				262.0		200.0		262.0		261.3				－		－				262.0		261.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																		○				200.0		200.0		200.0		199.6				－		－				200.0		199.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																		○				180.0		200.0		180.0		179.8				－		－				180.0		179.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																		○				234.0		200.0		234.0		233.7				－		－				234.0		233.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																		○				216.0		200.0		216.0		216.0				－		－				216.0		216.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.400		R23～R1		○		○																		○				220.0		200.0		220.0		219.6				－		－				220.0		219.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.500		R23～R1		○		○																				○		91.5		100.0		91.5		91.6				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.500		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		91.5		100.0		91.5		91.6				－		－				183.0		183.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.700		R23～R1		○		○																		○				100.5		100.0		100.5		100.2				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.700		～		5.800		R23～R1		○		○																		○				100.5		100.0		100.5		100.2				－		－				201.0		200.3

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		6.000		R23～R1		○		○																		○				246.0		200.0		246.0		245.0				－		－				246.0		245.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R23～R1		○		○																		○				209.0		200.0		209.0		208.2				－		－				209.0		208.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.300		R23～R1		○		○																		○				95.5		100.0		95.5		95.4				－		－				191.0		190.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.300		～		6.400		R23～R1		○		○																				○		95.5		100.0		95.5		95.4				－		－				191.0		190.8

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○		○																				○		178.0		200.0		178.0		178.5				－		－				178.0		178.5

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○		○																				○		197.0		200.0		197.0		198.0				－		－				197.0		198.0

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		6.900		R23～R1		○		○																				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		209.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.900		～		7.000		R23～R1		○		○																				○		104.5		100.0		104.5		104.8				－		－				209.0		209.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○		○																				○		174.0		200.0		174.0		174.5				－		－				174.0		174.5

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.200		～		7.300		R23～R1		○		○																				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.300		～		7.400		R23～R1		○		○																				○		99.5		100.0		99.5		100.1				－		－				199.0		200.2

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.400		～		7.600		R23～R1		○		○																				○		189.0		200.0		189.0		189.6				－		－				189.0		189.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.600		～		7.700		R23～R1		○		○																				○		85.5		100.0		85.5		85.9				－		－				171.0		171.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.700		～		7.800		R23～R1		○		○																				○		85.5		100.0		85.5		85.8				－		－				171.0		171.7

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.800		～		7.986		R23～R1		○		○																				○		156.2		186.0		156.2		157.7				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.986		～		8.000		R23～R1		○		○																				○		11.8		14.0		11.8		11.9				－		－				168.0		169.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.000		～		8.035		R23～R1		○		○																				○		28.0		35.0		28.0		28.6				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.035		～		8.080		R23～R1		○		○																				○		36.0		45.0		36.0		36.8		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.080		～		8.129		R23～R1		○		○																				○		39.2		49.0		39.2		40.1		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.129		～		8.136		R23～R1		○		○																				○		5.6		7.0		5.6		5.7		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.136		～		8.180		R23～R1		○		○																				○		35.2		44.0		35.2		36.0		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.180		～		8.185		R23～R1		○		○																				○		4.0		5.0		4.0		4.1		○		－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				8.185		～		8.200		R23～R1		○		○																				○		12.0		15.0		12.0		12.3				－		－				160.0		163.6

		木曽川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				8.200		～		8.400		R23～R1		○																										200.0		149.0		0.0				－		－				149.0		147.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1						○																						200.0		170.0		0.0				－		－				170.0		172.1

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1						○																						200.0		185.0		0.0				－		－				185.0		183.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1						○																						200.0		237.0		0.0				－		－				237.0		238.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1						○																						200.0		226.0		0.0				－		－				226.0		223.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1						○																						200.0		262.0		0.0				－		－				262.0		266.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1						○																						100.0		113.0		0.0				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○												○												100.0		113.0		0.0				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○												○												200.0		234.0		0.0				－		－				234.0		231.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○												○												200.0		234.0		0.0				－		－				234.0		229.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○												○												200.0		231.0		0.0				－		－				231.0		232.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○												○												200.0		262.0		0.0				－		－				262.0		263.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○												○												200.0		199.0		0.0				－		－				199.0		196.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○												○												200.0		195.0		0.0				－		－				195.0		195.9

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○												○												100.0		107.0		0.0				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○																										100.0		107.0		0.0				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○																										200.0		172.0		0.0				－		－				172.0		173.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.620		R23～R1		○																										20.0		19.9		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.620		～		5.626		R23～R1		○																										6.0		6.0		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.626		～		5.670		R23～R1		○																										44.0		43.8		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.670		～		5.770		R23～R1		○												○														100.0		99.5		0.0				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.770		～		5.773		R23～R1		○												○														3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.773		～		5.800		R23～R1		○												○														27.0		26.9		0.0		○		－		27.0				199.0		195.8

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.825		R23～R1		○												○														25.0		13.6		0.0		○		－		25.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.825		～		5.836		R23～R1		○												○														11.0		6.0		0.0		○		－		11.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.836		～		5.883		R23～R1		○																										47.0		25.6		0.0		○		－		47.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.883		～		5.910		R23～R1		○																										27.0		14.7		0.0		○		－		27.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.910		～		5.940		R23～R1		○												○														30.0		16.4		0.0		○		－		30.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.940		～		5.970		R23～R1		○												○														30.0		16.3		0.0		○		－		30.0				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.970		～		6.000		R23～R1		○												○														30.0		16.4		0.0				－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.175		R23～R1		○												○														175.0		147.0		0.0				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.175		～		6.200		R23～R1		○																										25.0		21.0		0.0				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.200		～		6.400		R23～R1		○																										200.0		150.0		0.0				－		－				150.0		153.3

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.400		～		6.600		R23～R1		○																										200.0		215.0		0.0				－		－				215.0		213.6

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.600		～		6.800		R23～R1		○																										200.0		251.0		0.0				－		－				251.0		250.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.800		～		7.000		R23～R1		○																										200.0		303.0		0.0				－		－				303.0		301.5

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.000		～		7.200		R23～R1		○																										200.0		355.0		0.0				－		－				355.0		356.4

		長良川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		253.0		0.0				－		－				253.0		253.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1				○																○				○		170.0		200.0		170.0		172.1				－		－				170.0		172.1

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1				○																○				○		185.0		200.0		185.0		183.7				－		－				185.0		183.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1				○																○				○		237.0		200.0		237.0		238.9				－		－				237.0		238.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1				○																○				○		226.0		200.0		226.0		223.5				－		－				226.0		223.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1				○																○				○		262.0		200.0		262.0		266.2				－		－				262.0		266.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		3.900		R23～R1				○																○				○		113.0		100.0		113.0		112.4				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.900		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		113.0		100.0		113.0		112.4				－		－				226.0		224.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		234.0		200.0		234.0		231.4				－		－				234.0		231.4

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																				○		234.0		200.0		234.0		229.2				－		－				234.0		229.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																				○		231.0		200.0		231.0		232.9				－		－				231.0		232.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																				○		262.0		200.0		262.0		263.3				－		－				262.0		263.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		196.9				－		－				199.0		196.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																				○		195.0		200.0		195.0		195.9				－		－				195.0		195.9

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○																				○		107.0		100.0		107.0		106.1				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○																				○		107.0		100.0		107.0		106.1				－		－				214.0		212.2

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		172.0		200.0		172.0		173.3				－		－				172.0		173.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.620		R23～R1		○		○																				○		19.9		20.0		19.9		19.6				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.620		～		5.626		R23～R1		○		○																				○		6.0		6.0		6.0		5.9				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.626		～		5.670		R23～R1		○		○																				○		44.2		44.0		43.8		44.2				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.670		～		5.770		R23～R1		○		○																				○		100.4		100.0		99.5		100.4				－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.770		～		5.773		R23～R1		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.773		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		26.9		27.0		26.9		26.4		○		－		－				199.0		195.8

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		5.825		R23～R1		○		○																				○		13.6		25.0		13.6		14.0		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.825		～		5.836		R23～R1		○		○																				○		6.0		11.0		6.0		6.1		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.836		～		5.883		R23～R1		○		○																				○		25.6		47.0		25.6		26.2		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.883		～		5.910		R23～R1		○		○																				○		14.7		27.0		14.7		15.1		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.910		～		5.940		R23～R1		○		○																				○		16.4		30.0		16.4		16.7		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.940		～		5.970		R1～JR		○		○																				○		16.3		30.0		16.3		16.7		○		－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.970		～		6.000		R1～JR		○		○																				○		16.4		30.0		16.4		16.7				－		－				109.0		111.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.175		R1～JR		○		○																				○		147.0		175.0		147.0		147.6				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.175		～		6.200		R1～JR		○		○																				○		21.0		25.0		21.0		21.1				－		－				168.0		168.7

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																				○		150.0		200.0		150.0		153.3				－		－				150.0		153.3

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																				○		215.0		200.0		215.0		213.6				－		－				215.0		213.6

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																				○		251.0		200.0		251.0		250.5				－		－				251.0		250.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																				○		303.0		200.0		303.0		301.5				－		－				303.0		301.5

		長良川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R1～JR		○		○																				○		177.5		100.0		177.5		178.2				－		－				355.0		356.4

		長良川 ナガラガワ		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R23～R1		○																										100.0		177.5		0.0				－		－				355.0		356.4

		長良川		左岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R23～R1		○																										200.0		253.0		0.0				－		－				253.0		253.2

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-1.000		～		-0.990		河口～R23		○				○																						10.0		6.8		0.0		○		－		10.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.990		～		-0.836		河口～R23		○		○												○												154.0		104.0		0.0		○		－		154.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.836		～		-0.800		河口～R23		○		○												○												36.0		24.3		0.0		○		－		36.0				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.800		～		-0.665		河口～R23		○		○												○												135.0		137.7		0.0		○		－		135.0				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.665		～		-0.600		河口～R23		○				○																						65.0		66.3		0.0		○		－		65.0				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.600		～		-0.550		河口～R23		○				○																						50.0		49.0		0.0		○		－		50.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.550		～		-0.534		河口～R23		○				○																						16.0		15.7		0.0		○		－		16.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.534		～		-0.400		河口～R23		○		○												○												134.0		131.3		0.0		○		－		134.0				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.400		～		-0.391		河口～R23		○		○												○												9.0		9.0		0.0		○		－		9.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.391		～		-0.340		河口～R23		○		○												○												51.0		51.0		0.0		○		－		51.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.340		～		-0.330		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.330		～		-0.293		河口～R23		○		○												○												37.0		37.0		0.0		○		－		37.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.293		～		-0.290		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.290		～		-0.212		河口～R23		○		○												○												78.0		78.0		0.0		○		－		78.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.212		～		-0.210		河口～R23		○		○												○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.210		～		-0.200		河口～R23		○		○												○												10.0		10.0		0.0		○		－		10.0				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.200		～		-0.185		河口～R23		○		○												○												15.0		18.3		0.0		○		－		15.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.185		～		-0.170		河口～R23		○		○												○												15.0		18.3		0.0		○		－		15.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.170		～		-0.164		河口～R23		○		○												○												6.0		7.3		0.0		○		－		6.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.164		～		0.000		河口～R23		○		○												○												164.0		200.1		0.0		○		－		164.0				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.083		河口～R23		○		○												○												83.0		93.0		0.0		○		－		83.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.083		～		0.116		河口～R23		○		○												○												33.0		37.0		0.0		○		－		33.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.116		～		0.168		河口～R23		○		○												○												52.0		58.2		0.0		○		－		52.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.168		～		0.190		河口～R23		○		○												○												22.0		24.6		0.0		○		－		22.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.190		～		0.200		河口～R23		○		○												○												10.0		11.2		0.0		○		－		10.0				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.201		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.201		～		0.211		河口～R23		○		○												○												10.0		9.5		0.0		○		－		10.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.211		～		0.234		河口～R23		○		○												○												23.0		21.9		0.0		○		－		23.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.234		～		0.260		河口～R23		○		○												○												26.0		24.7		0.0		○		－		26.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.260		～		0.365		河口～R23		○		○												○												105.0		99.8		0.0		○		－		105.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.365		～		0.367		河口～R23		○		○												○												2.0		1.9		0.0		○		－		2.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.367		～		0.399		河口～R23		○		○												○												32.0		30.4		0.0		○		－		32.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.487		河口～R23		○		○												○												87.0		82.7		0.0		○		－		87.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.487		～		0.500		河口～R23		○		○												○												13.0		12.4		0.0		○		－		13.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.500		～		0.584		河口～R23		○		○												○												84.0		79.8		0.0		○		－		84.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.584		～		0.600		河口～R23		○		○												○												16.0		15.2		0.0		○		－		16.0				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.721		河口～R23		○		○												○												121.0		138.5		0.0		○		－		121.0				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.721		～		0.800		河口～R23		○		○												○												79.0		90.5		0.0		○		－		79.0				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		1.000		河口～R23		○		○												○												200.0		134.0		0.0		○		－		200.0				134.0		134.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.077		河口～R23		○		○												○												77.0		59.7		0.0		○		－		77.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.077		～		1.084		河口～R23		○		○												○												7.0		5.4		0.0		○		－		7.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.084		～		1.136		河口～R23		○		○												○												52.0		40.3		0.0		○		－		52.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.136		～		1.200		河口～R23		○		○												○												64.0		49.6		0.0		○		－		64.0				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.245		河口～R23		○		○												○												45.0		46.8		0.0		○		－		45.0				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.245		～		1.400		河口～R23		○		○												○												155.0		161.2		0.0		○		－		155.0				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.420		河口～R23		○		○												○												20.0		34.0		0.0		○		－		20.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.420		～		1.429		河口～R23		○		○												○												9.0		15.3		0.0		○		－		9.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.429		～		1.453		河口～R23		○		○												○												24.0		40.8		0.0		○		－		24.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.453		～		1.486		河口～R23		○		○												○												33.0		56.1		0.0		○		－		33.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.486		～		1.496		河口～R23		○		○												○												10.0		17.0		0.0		○		－		10.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.496		～		1.520		河口～R23		○		○												○												24.0		40.8		0.0		○		－		24.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.520		～		1.571		河口～R23		○		○												○												51.0		86.7		0.0		○		－		51.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.571		～		1.592		河口～R23		○		○												○												21.0		35.7		0.0		○		－		21.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.592		～		1.597		河口～R23		○		○												○												5.0		8.5		0.0		○		－		5.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.597		～		1.600		河口～R23		○		○												○												3.0		5.1		0.0		○		－		3.0				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.636		河口～R23		○		○												○												36.0		40.9		0.0		○		－		36.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.636		～		1.640		河口～R23		○		○												○												4.0		4.5		0.0		○		－		4.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.640		～		1.709		河口～R23		○		○												○												69.0		78.3		0.0		○		－		69.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.709		～		1.778		河口～R23		○		○												○												69.0		78.3		0.0		○		－		69.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.778		～		1.800		河口～R23		○		○												○												22.0		25.0		0.0		○		－		22.0				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.802		河口～R23		○		○												○												2.0		1.7		0.0		○		－		2.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.802		～		1.875		河口～R23		○		○												○												73.0		63.1		0.0		○		－		73.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.875		～		1.980		河口～R23		○		○												○												105.0		90.8		0.0		○		－		105.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.980		～		1.984		河口～R23		○		○												○												4.0		3.5		0.0		○		－		4.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.984		～		1.988		河口～R23		○		○												○												4.0		3.5		0.0		○		－		4.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.988		～		2.000		河口～R23		○		○												○												12.0		10.4		0.0		○		－		12.0				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.002		河口～R23		○		○												○												2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.002		～		2.008		河口～R23		○		○												○												6.0		5.9		0.0		○		－		6.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.008		～		2.009		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.009		～		2.092		河口～R23		○		○												○												83.0		82.2		0.0		○		－		83.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.092		～		2.155		河口～R23		○		○												○												63.0		62.4		0.0		○		－		63.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.155		～		2.200		河口～R23		○		○												○												45.0		44.6		0.0		○		－		45.0				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.274		河口～R23		○		○												○												74.0		73.6		0.0		○		－		74.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.274		～		2.294		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.294		～		2.295		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.295		～		2.363		河口～R23		○		○												○												68.0		67.7		0.0		○		－		68.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.363		～		2.400		河口～R23		○		○												○												37.0		36.8		0.0		○		－		37.0				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.413		河口～R23		○		○												○												13.0		19.6		0.0		○		－		13.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.413		～		2.431		河口～R23		○		○												○												18.0		27.2		0.0		○		－		18.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.431		～		2.450		河口～R23		○		○												○												19.0		28.7		0.0		○		－		19.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.450		～		2.471		河口～R23		○		○												○												21.0		31.7		0.0		○		－		21.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.471		～		2.495		河口～R23		○																										24.0		36.2		0.0		○		－		24.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.495		～		2.500		河口～R23		○																										5.0		7.5		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.500		～		2.515		河口～R23		○																										15.0		22.7		0.0		○		－		15.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.515		～		2.530		河口～R23		○																										15.0		22.6		0.0		○		－		15.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.530		～		2.535		河口～R23		○		○												○												5.0		7.6		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.535		～		2.540		河口～R23		○		○												○												5.0		7.5		0.0		○		－		5.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.540		～		2.551		河口～R23		○		○												○												11.0		16.6		0.0		○		－		11.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.551		～		2.586		河口～R23		○								○																		35.0		52.8		0.0		○		－		35.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.586		～		2.589		河口～R23		○								○																		3.0		4.5		0.0		○		－		3.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.589		～		2.600		河口～R23		○		○												○												11.0		16.6		0.0		○		－		11.0				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.637		河口～R23		○		○												○												37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.637		～		2.644		河口～R23		○		○												○												7.0		7.1		0.0		○		－		7.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.644		～		2.650		河口～R23		○		○												○												6.0		6.1		0.0		○		－		6.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.650		～		2.665		R23～R1		○		○												○												15.0		15.2		0.0		○		－		15.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.665		～		2.673		R23～R1		○		○												○												8.0		8.1		0.0		○		－		8.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.673		～		2.687		R23～R1		○		○												○												14.0		14.2		0.0		○		－		14.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.687		～		2.703		R23～R1		○		○												○												16.0		16.2		0.0		○		－		16.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.703		～		2.738		R23～R1		○		○												○												35.0		35.5		0.0		○		－		35.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.738		～		2.740		R23～R1		○				○																						2.0		2.0		0.0		○		－		2.0				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.740		～		2.749		R23～R1		○				○																						9.0		9.1		0.0				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.749		～		2.800		R23～R1		○				○																						51.0		51.8		0.0				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-1.000		～		-0.990		河口～R23		○		○																				○		6.8		10.0		6.8		6.8		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.990		～		-0.964		河口～R23		○		○																				○		17.6		26.0		17.6		17.6		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.964				-0.836		河口～R23		○		○																				○		86.4		128.0		86.4		86.4		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.836		～		-0.800		河口～R23		○		○																				○		24.3		36.0		24.3		24.3		○		－		－				135.0		135.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.800		～		-0.665		河口～R23		○		○																				○		146.1

作成者: 作成者:
調整		135.0		137.7		146.1		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.665		～		-0.600		河口～R23		○		○																				○		57.9

作成者: 作成者:
調整		65.0		66.3		57.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.600		～		-0.550		河口～R23		○		○																				○		49.0		50.0		49.0		49.0		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.550		～		-0.534		河口～R23		○		○																				○		15.7		16.0		15.7		15.7		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.534		～		-0.400		河口～R23		○		○																				○		131.3		134.0		131.3		131.3		○		－		－				196.0		196.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.400		～		-0.391		河口～R23		○		○																				○		9.0		9.0		9.0		9.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.391		～		-0.340		河口～R23		○		○																				○		51.0		51.0		51.0		51.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.340		～		-0.330		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.330		～		-0.293		河口～R23		○		○																				○		37.0		37.0		37.0		37.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.293		～		-0.290		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.290		～		-0.212		河口～R23		○		○																				○		78.0		78.0		78.0		78.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.212		～		-0.210		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		2.0		2.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.210		～		-0.200		河口～R23		○		○																				○		10.0		10.0		10.0		10.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.200		～		-0.185		河口～R23		○		○																				○		18.3		15.0		18.3		18.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.185		～		-0.170		河口～R23		○		○																				○		18.3		15.0		18.3		18.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和３年度 揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ カリュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.170		～		-0.164		河口～R23		○		○																				○		7.3		6.0		7.3		7.3		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.164		～		0.000		河口～R23		○		○																				○		200.1		164.0		200.1		200.1		○		－		－				244.0		244.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.000		～		0.082		河口～R23		○		○																				○		93.0		82.0		91.8		93.0		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.082		～		0.116		河口～R23		○		○																				○		42.7		34.0		38.1		42.7		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.116		～		0.168		河口～R23		○		○																				○		67.3		52.0		58.2		67.3		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.168		～		0.190		河口～R23		○		○																				○		21.0		22.0		24.6		21.0		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.190		～		0.200		河口～R23		○		○																				○		9.6		10.0		11.2		9.6		○		－		－				224.0		224.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.200		～		0.201		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.201		～		0.211		河口～R23		○		○																				○		10.4		10.0		9.5		10.4		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.211		～		0.234		河口～R23		○		○																				○		24.0		23.0		21.9		24.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.234		～		0.260		河口～R23		○		○																				○		19.2		26.0		24.7		19.2		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.260		～		0.365		河口～R23		○		○																				○		106.6		105.0		99.8		106.6		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.365		～		0.367		河口～R23		○		○																○				○		1.9		2.0		1.9		1.9		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.367		～		0.399		河口～R23		○		○																○				○		29.6		32.0		30.4		29.6		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○																○				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.487		河口～R23		○		○																○				○		80.7		87.0		82.7		80.7		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.487		～		0.500		河口～R23		○		○																				○		15.0		13.0		12.4		15.0		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R4以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		令和４年度 揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事 レイワ ネンド イビ ガワ ハッケイ ウエ リュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.500		～		0.584		河口～R23		○		○																				○		96.7		84.0		79.8		97.9

作成者: L=96.7mを97.9mで調整（+1.2m）		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.584		～		0.600		河口～R23		○		○																○				○		18.4		16.0		15.2		17.2

作成者: L=18.4mを17.2mで調整（-1.2m）
		○		－		－				190.0		190.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.600		～		0.721		河口～R23		○		○																○				○		139.2		121.0		138.5		139.2		○		－		－				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.721		～		0.800		河口～R23		○		○																○				○		54.7		79.0		90.5		54.7		○		－		－				229.0		229.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		0.800		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		138.5		200.0		134.0		138.5		○		－		－				134.0		134.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.000		～		1.077		河口～R23		○		○																				○		77.6		77.0		59.7		77.6		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.077		～		1.084		河口～R23		○		○																				○		7.1		7.0		5.4		7.1		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.084		～		1.136		河口～R23		○		○																				○		31.4		52.0		40.3		31.4		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.136		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		38.6		64.0		49.6		38.6		○		－		－				155.0		155.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.200		～		1.245		河口～R23		○		○																○				○		47.6		45.0		46.8		47.6		○		－		－				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.245		～		1.400		河口～R23		○		○																○				○		163.9		155.0		161.2		163.9		○		－		－				208.0		208.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.420		河口～R23		○		○																○				○		21.2		20.0		34.0		21.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.420		～		1.429		河口～R23		○		○																○				○		20.1		9.0		15.3		20.1		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.429		～		1.453		河口～R23		○		○																○				○		53.2		24.0		40.8		53.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.453		～		1.486		河口～R23		○		○																○				○		72.8		33.0		56.1		72.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.486		～		1.496		河口～R23		○		○																○				○		22.8		10.0		17.0		22.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.496		～		1.520		河口～R23		○		○																○				○		51.2		24.0		40.8		51.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.520		～		1.571		河口～R23		○		○																○				○		60.0		51.0		86.7		60.0		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.571		～		1.592		河口～R23		○		○																○				○		24.2		21.0		35.7		24.2		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.592		～		1.597		河口～R23		○		○																				○		5.8		5.0		8.5		5.8		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.597		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		3.5		3.0		5.1		3.5		○		－		－				340.0		340.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.636		河口～R23		○		○																				○		42.1		36.0		40.9		42.1		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.636		～		1.640		河口～R23		○		○																				○		4.6		4.0		4.5		4.6		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.640		～		1.709		河口～R23		○		○																				○		79.9		69.0		78.3		79.9		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		1.709		～		1.778		河口～R23		○		○																				○		80.7		69.0		78.3		80.7		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.778		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		19.3		22.0		25.0		19.3		○		－		－				227.0		227.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.802		河口～R23		○		○																				○		1.8		2.0		1.7		1.8		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.802		～		1.875		河口～R23		○		○																				○		64.1		73.0		63.1		64.1		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.875		～		1.980		河口～R23		○		○																○				○		87.5		105.0		90.8		87.5		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.980		～		1.984		河口～R23		○		○																○				○		3.3		4.0		3.5		3.3		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.984		～		1.988		河口～R23		○		○																○				○		4.0		4.0		3.5		4.0		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.988		～		2.000		河口～R23		○		○																○				○		11.9		12.0		10.4		11.9		○		－		－				173.0		173.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.002		河口～R23		○		○																○				○		2.0		2.0		2.0		2.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.002		～		2.008		河口～R23		○		○																○				○		6.0		6.0		5.9		6.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.008		～		2.009		河口～R23		○		○																○				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.009		～		2.092		河口～R23		○		○																○				○		81.0		83.0		82.2		81.0		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.092		～		2.155		河口～R23		○		○																				○		63.2		63.0		62.4		63.2		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.155		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		45.1		45.0		44.6		45.1		○		－		－				198.0		198.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.274		河口～R23		○		○																				○		74.2		74.0		73.6		74.2		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.274		～		2.294		河口～R23		○		○																				○		20.1		20.0		19.9		20.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.294		～		2.295		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.295		～		2.363		河口～R23		○		○																				○		67.9		68.0		67.7		67.9		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.363		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		36.5		37.0		36.8		36.5		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.400		～		2.413		河口～R23		○		○																				○		12.8		13.0		19.6		12.8		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ		H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板） ミテイ コウ ヤイタ		2.413		～		2.431		河口～R23		○		○																				○		17.7		18.0		27.2		17.7		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.431		～		2.450		河口～R23		○		○																				○		19.0		19.0		28.7		19.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.450		～		2.471		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		31.7		21.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.471		～		2.495		河口～R23		○		○																				○		24.0		24.0		36.2		24.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.495		～		2.501		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		9.1		6.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.501		～		2.515		河口～R23		○		○																				○		13.6		14.0		21.1		13.6		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.515		～		2.530		河口～R23		○		○																				○		15.0		15.0		22.6		15.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.530		～		2.535		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		7.6		5.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.535		～		2.540		河口～R23		○		○																				○		5.1		5.0		7.5		5.1		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.540		～		2.551		河口～R23		○		○																				○		11.1		11.0		16.6		11.1		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.551		～		2.586		河口～R23		○		○																				○		35.5		35.0		52.8		35.5		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.586		～		2.589		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		4.5		3.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.589		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		11.0		11.0		16.6		11.0		○		－		－				302.0		302.0

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.600		～		2.637		河口～R23		○		○																				○		36.8		37.0		37.6		36.8		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.637		～		2.644		河口～R23		○		○																				○		7.0		7.0		7.1		7.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.644		～		2.650		河口～R23		○		○																				○		6.0		6.0		6.1		6.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.650		～		2.665		R23～R1		○		○																				○		15.0		15.0		15.2		15.0		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.665		～		2.673		R23～R1		○		○																				○		18.1		8.0		8.1		18.1		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.673		～		2.687		R23～R1		○		○																				○		31.7		14.0		14.2		31.7		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.687		～		2.703		R23～R1		○		○																				○		36.1		16.0		16.2		36.1		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.703		～		2.738		R23～R1		○		○																				○		78.8		35.0		35.5		78.8		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.738		～		2.740		R23～R1		○		○																				○		4.5		2.0		2.0		4.5		○		－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.740		～		2.749		R23～R1		○		○																				○		20.2		9.0		9.1		20.2				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		左岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.749		～		2.800		R23～R1		○		○																				○		51.8		51.0		51.8		51.7				－		－				203.0		202.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.732

作成者: 整備計画上の起点は-0.060k～		～		-0.729		河口～R23		○				○																						0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.729		～		-0.600		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0				－		－				0.0		0.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.600		～		-0.580		河口～R23		○		○												○												20.0		21.2		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.580		～		-0.536		河口～R23		○		○												○												44.0		46.6		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.536		～		-0.531		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.531		～		-0.500		河口～R23		○				○																						31.0		32.9		0.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.500		～		-0.480		河口～R23		○				○																						20.0		21.2		0.0		○		－		20.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.480		～		-0.462		河口～R23		○				○																						18.0		19.1		0.0		○		－		18.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.462		～		-0.428		河口～R23		○		○												○												34.0		36.0		0.0		○		－		34.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.428		～		-0.420		河口～R23		○		○												○												8.0		8.5		0.0		○		－		8.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.420		～		-0.413		河口～R23		○		○												○												7.0		7.4		0.0		○		－		7.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.413		～		-0.408		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0		○		－		5.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.408		～		-0.403		河口～R23		○		○												○												5.0		5.3		0.0		○		－		5.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.403		～		-0.400		河口～R23		○		○												○												3.0		3.2		0.0		○		－		3.0				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.400		～		-0.388		河口～R23		○		○												○												12.0		13.0		0.0		○		－		12.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.388		～		-0.380		河口～R23		○		○												○												8.0		8.6		0.0		○		－		8.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.380		～		-0.364		河口～R23		○		○												○												16.0		17.3		0.0		○		－		16.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.364		～		-0.362		河口～R23		○		○												○												2.0		2.2		0.0		○		－		2.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.362		～		-0.334		河口～R23		○		○												○												28.0		30.2		0.0		○		－		28.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.334		～		-0.326		河口～R23		○		○												○												8.0		8.6		0.0		○		－		8.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.326		～		-0.325		河口～R23		○		○												○												1.0		1.1		0.0		○		－		1.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.325		～		-0.325		河口～R23		○		○												○												0.0		0.0		0.0		○		－		0.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.325		～		-0.307		河口～R23		○		○												○												18.0		19.4		0.0		○		－		18.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.307		～		-0.300		河口～R23		○		○												○												7.0		7.6		0.0		○		－		7.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.300		～		-0.286		河口～R23		○		○												○												14.0		15.1		0.0		○		－		14.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.286		～		-0.263		河口～R23		○		○												○												23.0		24.8		0.0		○		－		23.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.263		～		-0.247		河口～R23		○		○												○												16.0		17.3		0.0		○		－		16.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.247		～		-0.242		河口～R23		○		○												○												5.0		5.4		0.0		○		－		5.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.242		～		-0.227		河口～R23		○		○												○												15.0		16.2		0.0		○		－		15.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.227		～		-0.202		河口～R23		○		○												○												25.0		27.0		0.0		○		－		25.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.202		～		-0.200		河口～R23		○				○																						2.0		2.2		0.0		○		－		2.0				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.200		～		-0.184		河口～R23		○				○																						16.0		15.8		0.0		○		－		16.0				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				-0.184		～		0.000		河口～R23		○				○																						184.0		182.2		0.0		○		－		184.0				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.000		～		0.103		河口～R23		○				○																						103.0		103.5		0.0		○		－		103.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.103		～		0.200		河口～R23		○				○																						97.0		97.5		0.0		○		－		97.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.200		～		0.245		河口～R23		○				○																						45.0		45.9		0.0		○		－		45.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.245		～		0.261		河口～R23		○				○																						16.0		16.3		0.0		○		－		16.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.261		～		0.300		河口～R23		○		○												○												39.0		39.8		0.0		○		－		39.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.300		～		0.386		河口～R23		○		○												○												86.0		87.7		0.0		○		－		86.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.386		～		0.391		河口～R23		○		○												○												5.0		5.1		0.0		○		－		5.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.391		～		0.399		河口～R23		○		○												○												8.0		8.2		0.0		○		－		8.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.400		～		0.447		河口～R23		○		○												○												47.0		44.2		0.0		○		－		47.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.447		～		0.450		河口～R23		○		○												○												3.0		2.8		0.0		○		－		3.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.450		～		0.452		河口～R23		○		○												○												2.0		1.9		0.0		○		－		2.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.452		～		0.500		河口～R23		○		○												○												48.0		45.1		0.0		○		－		48.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.500		～		0.533		河口～R23		○		○												○												33.0		31.0		0.0		○		－		33.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.533		～		0.600		河口～R23		○		○												○												67.0		63.0		0.0		○		－		67.0				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.600		～		0.658		河口～R23		○		○												○												58.0		60.0		0.0		○		－		58.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.658		～		0.700		河口～R23		○		○												○												42.0		43.5		0.0		○		－		42.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.700		～		0.739		河口～R23		○		○												○												39.0		40.4		0.0		○		－		39.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.739		～		0.792		河口～R23		○		○												○												53.0		54.9		0.0		○		－		53.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.792		～		0.800		河口～R23		○		○												○												8.0		8.3		0.0		○		－		8.0				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.800		～		0.820		河口～R23		○		○												○												20.0		20.2		0.0		○		－		20.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.820		～		0.837		河口～R23		○		○												○												17.0		17.2		0.0		○		－		17.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.837		～		0.850		河口～R23		○		○												○												13.0		13.1		0.0		○		－		13.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.850		～		0.979		河口～R23		○		○												○												129.0		130.3		0.0		○		－		129.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				0.979		～		1.000		河口～R23		○		○												○												21.0		21.2		0.0		○		－		21.0				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.000		～		1.050		河口～R23		○		○												○												50.0		48.0		0.0		○		－		50.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.050		～		1.070		河口～R23		○		○												○												20.0		19.2		0.0		○		－		20.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.070		～		1.171		河口～R23		○		○												○												101.0		97.0		0.0		○		－		101.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.171		～		1.177		河口～R23		○		○												○												6.0		5.8		0.0		○		－		6.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.177		～		1.200		河口～R23		○		○												○												23.0		22.1		0.0		○		－		23.0				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.200		～		1.215		河口～R23		○		○												○												15.0		15.3		0.0		○		－		15.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.215		～		1.295		河口～R23		○		○												○												80.0		81.6		0.0		○		－		80.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.295		～		1.353		河口～R23		○		○												○												58.0		59.2		0.0		○		－		58.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.353		～		1.400		河口～R23		○		○												○												47.0		47.9		0.0		○		－		47.0				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.400		～		1.401		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.401		～		1.521		河口～R23		○		○												○												120.0		118.2		0.0		○		－		120.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.521		～		1.581		河口～R23		○		○												○												60.0		59.1		0.0		○		－		60.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.581		～		1.600		河口～R23		○		○												○												19.0		18.7		0.0		○		－		19.0				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.600		～		1.724		河口～R23		○		○												○												124.0		124.6		0.0		○		－		124.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.724		～		1.799		河口～R23		○		○												○												75.0		75.4		0.0		○		－		75.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.799		～		1.800		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.800		～		1.969		河口～R23		○		○												○												169.0		173.2		0.0		○		－		169.0				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				1.969		～		2.000		河口～R23		○		○												○												31.0		31.8		0.0		○		－		31.0				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.000		～		2.003		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.003		～		2.079		河口～R23		○		○												○												76.0		76.0		0.0		○		－		76.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.079		～		2.200		河口～R23		○		○												○												121.0		121.0		0.0		○		－		121.0				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.200		～		2.220		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.220		～		2.267		河口～R23		○		○												○												47.0		46.8		0.0		○		－		47.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要				H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板）		2.267		～		2.317		河口～R23		○		○												○												50.0		49.8		0.0		○		－		50.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要				H36以降		H36以降		未施工		未定（鋼矢板）		2.317		～		2.335		河口～R23		○		○												○												18.0		17.9		0.0		○		－		18.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.335		～		2.358		河口～R23		○		○												○												23.0		22.9		0.0		○		－		23.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.358		～		2.378		河口～R23		○		○												○												20.0		19.9		0.0		○		－		20.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.378		～		2.397		河口～R23		○		○												○												19.0		18.9		0.0		○		－		19.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.397		～		2.400		河口～R23		○		○												○												3.0		3.0		0.0		○		－		3.0				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.400		～		2.437		河口～R23		○		○												○												37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.437		～		2.450		河口～R23		○		○												○												13.0		13.2		0.0		○		－		13.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.450		～		2.512		河口～R23		○		○												○												62.0		62.9		0.0		○		－		62.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.512		～		2.516		河口～R23		○		○												○												4.0		4.1		0.0		○		－		4.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.516		～		2.545		河口～R23		○		○												○												29.0		29.4		0.0		○		－		29.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.545		～		2.563		河口～R23		○		○												○												18.0		18.3		0.0		○		－		18.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.563		～		2.600		河口～R23		○								○																		37.0		37.6		0.0		○		－		37.0				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.600		～		2.605		河口～R23		○								○																		5.0		4.9		0.0		○		－		5.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.605		～		2.617		河口～R23		○		○												○												12.0		11.8		0.0		○		－		12.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.617		～		2.649		河口～R23		○		○												○												32.0		31.4		0.0		○		－		32.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.649		～		2.650		河口～R23		○		○												○												1.0		1.0		0.0		○		－		1.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.650		～		2.682		R23～R1		○		○												○												32.0		31.4		0.0		○		－		32.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.682		～		2.700		R23～R1		○		○												○												18.0		17.6		0.0		○		－		18.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.700		～		2.718		R23～R1		○		○												○												18.0		17.6		0.0		○		－		18.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.718		～		2.755		R23～R1		○		○												○												37.0		36.3		0.0		○		－		37.0				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.755		～		2.800		R23～R1		○		○												○												45.0		44.1		0.0				－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1		○		○												○												200.0		223.0		0.0				－		－				223.0		217.2

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1		○		○												○												200.0		178.0		0.0				－		－				178.0		179.1

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1		○		○												○												200.0		203.0		0.0				－		－				203.0		199.4

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○												○												200.0		199.0		0.0				－		－				199.0		196.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○												○												200.0		197.0		0.0				－		－				197.0		201.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○												○												200.0		171.0		0.0				－		－				171.0		178.3

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○				○																						200.0		215.0		0.0				－		－				215.0		215.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○				○																						200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		208.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○				○																						200.0		209.0		0.0				－		－				209.0		205.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○				○																						200.0		196.0		0.0				－		－				196.0		185.0

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○				○																						200.0		208.0		0.0				－		－				208.0		207.3

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○				○																						200.0		200.0		0.0				－		－				200.0		199.4

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○												○												100.0		98.5		0.0				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○												○												100.0		98.5		0.0				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.400		～		5.550		R23～R1		○		○												○												150.0		150.0		0.0				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.550		～		5.600		R23～R1		○		○												○												50.0		50.0		0.0				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.600		～		5.604		R23～R1		○		○												○												4.0		4.5		0.0				－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.604		～		5.610		R23～R1		○		○												○												6.0		6.8		0.0		○		－		6.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.610		～		5.652		R23～R1		○		○												○												42.0		47.5		0.0		○		－		42.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.652		～		5.750		R23～R1		○		○												○												98.0		110.7		0.0		○		－		98.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.750		～		5.800		R23～R1		○		○												○												50.0		56.5		0.0		○		－		50.0				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.800		～		5.810		R23～R1		○		○												○												10.0		10.8		0.0		○		－		10.0				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				5.810		～		6.000		R1～JR		○		○												○												190.0		206.2		0.0				－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要								対策不要				6.000		～		6.200		R1～JR		○		○												○												200.0		225.0		0.0				－		－				225.0		222.9

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																		○				200.0		200.0		200.0		199.3				－		－				200.0		199.3

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																		○				156.0		200.0		156.0		156.5				－		－				156.0		156.5

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																		○				218.0		200.0		218.0		212.1				－		－				218.0		212.1

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																		○				218.0		200.0		218.0		223.1				－		－				218.0		223.1

		揖斐川		右岸		地盤改良		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.200		R1～JR		○		○																		○				213.0		200.0		213.0		208.7				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		地盤改良						対策不要 タイサク フヨウ								対策不要				7.200		～		7.400		R1～JR		○																										200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		171.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.732		～		-0.729		河口～R23		○		○		○										○												0.0		0.0		2.7				－		－		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事起点による延長調整あり(整備計画:対策不要区間)		0.0		0.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ										-0.729		～		-0.600		河口～R23		○		○				○								○												0.0		0.0		114.4				－		－		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事起点による延長調整あり(整備計画:対策不要区間)		0.0		0.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.600

作成者: 整備計画による起点は-0.600k～		～		-0.580		河口～R23		○		○												○										21.7		20.0		21.2		21.7				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.580		～		-0.536		河口～R23		○		○												○										47.7		44.0		46.6		47.7				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.536		～		-0.531		河口～R23		○		○												○										5.0		5.0		5.3		5.0				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.531		～		-0.500		河口～R23		○		○												○										30.9		31.0		32.9		30.9				－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.500		～		-0.480		河口～R23		○		○												○										19.9		20.0		21.2		19.9		○		20.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		-0.480		～		-0.462		河口～R23		○		○												○										17.9		18.0		19.1		17.9		○		18.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.462		～		-0.428		河口～R23		○		○												○										33.8		34.0		36.0		33.8		○		34.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.428		～		-0.420		河口～R23		○		○												○										8.3		8.0		8.5		8.3		○		8.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.420		～		-0.413		河口～R23		○		○												○										7.2		7.0		7.4		7.2		○		7.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.413		～		-0.408		河口～R23		○		○												○										5.2		5.0		5.3		5.2		○		5.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.408		～		-0.403		河口～R23		○		○												○										5.3		5.0		5.3		5.3		○		5.0		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.403		～		-0.400		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.2		3.0		○		－		－				212.0		212.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.400		～		-0.388		河口～R23		○		○																				○		12.1		12.0		13.0		12.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.388		～		-0.380		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		8.6		8.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.380		～		-0.364		河口～R23		○		○																				○		16.1		16.0		17.3		16.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.364		～		-0.362		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		2.2		2.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.362		～		-0.334		河口～R23		○		○																				○		28.1		28.0		30.2		28.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.334		～		-0.326		河口～R23		○		○																				○		7.8		8.0		8.6		7.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.326		～		-0.325		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.1		1.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.325		～		-0.325		河口～R23		○		○																				○		0.0		0.0		0.0		0.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.325		～		-0.307		河口～R23		○		○																				○		17.8		18.0		19.4		17.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.307		～		-0.300		河口～R23		○		○																				○		6.1		7.0		7.6		6.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.300		～		-0.286		河口～R23		○		○																				○		20.6		14.0		15.1		20.6		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.286		～		-0.263		河口～R23		○		○																				○		22.8		23.0		24.8		22.8		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.263		～		-0.247		河口～R23		○		○																				○		16.1		16.0		17.3		16.1		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.247		～		-0.242		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		5.4		5.0		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.242		～		-0.223		河口～R23		○		○																				○		29.6		19.0		20.5		29.6		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				-0.223		～		-0.209		河口～R23		○		○																				○		14.5		14.0		15.1		14.5		○		－		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.209		～		-0.200		河口～R23		○		○												○										9.0		9.0		9.7		9.0		○		9.0		－				216.0		216.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.200		～		-0.184		河口～R23		○		○												○										23.4		16.0		15.8		23.4		○		16.0		－				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				-0.184		～		0.000		河口～R23		○		○												○										181.8		184.0		182.2		181.8		○		184.0		－				198.0		198.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				0.000		～		0.103		河口～R23		○		○												○										102.8		103.0		103.5		102.8		○		103.0		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.103		～		0.200		河口～R23		○		○												○										91.3		97.0		97.5		91.3		○		97.0		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.200		～		0.245		河口～R23		○		○												○										49.9		45.0		45.9		49.9		○		45.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ		H36以降		H36以降		未施工		未定（ＳＡＶＥ-ＳＰ）		0.245		～		0.261		河口～R23		○		○												○										15.9		16.0		16.3		15.9		○		16.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R3年度 ネンド		完成		R3 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事 イビガワ ジョウナンタカシオテイボウ カサア コウジ						対策不要				0.261		～		0.300		河口～R23		○		○												○										38.8		39.0		39.8		25.9

作成者: L=38.8mをL=25.9mで調整(-12.9m)
工事による区間分割		○		39.0		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.300		～		0.386		河口～R23		○		○																				○		79.4		86.0		87.7		92.3

作成者: L=79.4mをL=92.3mで調整(+12.9m)
工事による区間分割		

作成者: 整備計画上の起点は-0.060k～																																								○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.386		～		0.391		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		5.1		5.0		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.391		～		0.399		河口～R23		○		○																				○		7.9		8.0		8.2		7.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.399		～		0.400		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.400		～		0.447		河口～R23		○		○																				○		46.6		47.0		44.2		46.6		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.447		～		0.450		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		2.8		3.0		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.450		～		0.452		河口～R23		○		○																				○		2.0		2.0		1.9		2.0		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.452		～		0.500		河口～R23		○		○																				○		48.1		48.0		45.1		48.1		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.500		～		0.533		河口～R23		○		○																				○		33.1		33.0		31.0		80.6

作成者: L=33.1mを80.6mで調整（+47.5m）
		

作成者: 整備計画による起点は-0.600k～																																								○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.533		～		0.574		河口～R23		○		○																				○		41.0		41.0		38.5		0.0

作成者: L=41.0ｍを0.0mで調整(-41.0m)		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.574		～		0.600		河口～R23		○		○																				○		26.0		26.0		24.4		26.0

作成者: L=26.0mを19.5ｍで調整（-6.5m)		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整						

作成者: L=175.4mを110.1mで調整（-65.3m）		

作成者: L=96.7mを97.9mで調整（+1.2m）		

作成者: L=98.8mを164.1mで調整（+65.3m）		

作成者: L=18.4mを17.2mで調整（-1.2m）
		○		－		－				188.0		188.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.600		～		0.658		河口～R23		○		○																				○		58.1		58.0		60.0		58.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.658		～		0.700		河口～R23		○		○																				○		42.1		42.0		43.5		42.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.700		～		0.739		河口～R23		○		○																				○		39.1		39.0		40.4		39.1		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.739		～		0.792		河口～R23		○		○																				○		52.7		53.0		54.9		52.7		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.792		～		0.800		河口～R23		○		○																				○		8.0		8.0		8.3		8.0		○		－		－				207.0		207.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.800		～		0.820		河口～R23		○		○																				○		19.9		20.0		20.2		19.9		○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.820		～		0.837		河口～R23		○		○																				○		16.9		17.0		17.2		16.9		○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R3以降 イコウ		R4年度 ネンド		施工中		R3 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 イビ ガワ タイヘイ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ						対策不要				0.837		～		0.850		河口～R23		○		○																				○		13.1		13.0		13.1		40.1

作成者: L=13.1mを40.1ｍで調整（+27.0m)
工事による区間分割		

作成者: 3/8
完成図に合わせて修正
22.0→22.7								○		－		－				202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.850		～		0.979		河口～R23		○		○																				○		129.5		129.0		130.3		0.0

作成者: L=129.5mを102.5ｍで調整（-27.0m)
工事による区間分割		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整
		

作成者: 10/3
詳細設計に合わせて調整																		

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		

作成者: L=63.6mをL=32.0mで調整(L=-31.6m)								

作成者: 日付のベース		

作成者: L=37.6mをL=69.2mで調整(L=+31.6m)												

作成者: 10/3
詳細設計で増えた6.0mを調整		

作成者: 3/8
完成図に合わせて修正　79.6→79.8		

作成者: 整備計画による起点は0.000k～																																								○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=0.0mに調整(整備計画延長:L=102.5m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				0.979		～		1.000		河口～R23		○		○																				○		21.0		21.0		21.2		6.4		○		－		－		R3 木曽川源緑輪中高潮堤防嵩上工事により延長をL=6.4mに調整(整備計画延長:L=21.0m) キソガワ ゲンロク ワジュウ タカシオ テイボウ カサアゲ コウジ エンチョウ チョウセイ セイビケイカク エンチョウ		202.0		202.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.000		～		1.050		河口～R23		○		○																				○		50.0		50.0		48.0		50.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.050		～		1.070		河口～R23		○		○																				○		20.0		20.0		19.2		20.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.070		～		1.171		河口～R23		○		○																				○		101.0		101.0		97.0		101.0		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.171		～		1.177		河口～R23		○		○																				○		5.8		6.0		5.8		5.8		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.177		～		1.200		河口～R23		○		○																				○		22.1		23.0		22.1		22.1		○		－		－				192.0		192.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.200		～		1.215		河口～R23		○		○																				○		15.3		15.0		15.3		15.3		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.215		～		1.295		河口～R23		○		○																				○		81.6		80.0		81.6		81.6		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.295		～		1.353		河口～R23		○		○																				○		59.2		58.0		59.2		59.2		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.353		～		1.400		河口～R23		○		○																				○		47.9		47.0		47.9		47.9		○		－		－				204.0		204.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.400		～		1.401		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.401		～		1.581		河口～R23		○		○																				○		177.3		180.0		177.3		177.3		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.581		～		1.600		河口～R23		○		○																				○		18.7		19.0		18.7		18.7		○		－		－				197.0		197.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.600		～		1.724		河口～R23		○		○																				○		124.6		124.0		124.6		124.6		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.724		～		1.799		河口～R23		○		○																				○		75.4		75.0		75.4		75.4		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.799		～		1.800		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				201.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.800		～		1.969		河口～R23		○		○																				○		173.2		169.0		173.2		173.2		○		－		－				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				1.969		～		2.000		河口～R23		○		○																				○		31.8		31.0		31.8		31.8		○		－		－				205.0		205.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.000		～		2.003		河口～R23		○		○																				○		3.0		3.0		3.0		3.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.003		～		2.079		河口～R23		○		○																				○		76.0		76.0		76.0		76.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.079		～		2.200		河口～R23		○		○																				○		121.0		121.0		121.0		121.0		○		－		－				200.0		200.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.200		～		2.220		河口～R23		○		○																				○		19.9		20.0		19.9		19.9		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.220		～		2.267		河口～R23		○		○																				○		46.8		47.0		46.8		46.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.267		～		2.317		河口～R23		○		○																				○		50.0		50.0		49.8		50.0		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.317		～		2.335		河口～R23		○		○																				○		18.1		18.0		17.9		18.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.335		～		2.358		河口～R23		○		○																				○		23.1		23.0		22.9		23.1		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.358		～		2.378		河口～R23		○		○																				○		19.8		20.0		19.9		19.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.378		～		2.397		河口～R23		○		○																				○		14.8		19.0		18.9		14.8		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.397		～		2.400		河口～R23		○		○																				○		2.3		3.0		3.0		2.3		○		－		－				199.0		199.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.400		～		2.437		河口～R23		○		○																				○		28.8		37.0		37.6		28.8		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.437		～		2.450		河口～R23		○		○																				○		10.1		13.0		13.2		10.1		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.450		～		2.512		河口～R23		○		○																				○		48.2		62.0		62.9		48.2		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				(2.512)

作成者: 実際の距離標は2.484kであるが、整理上、2.512kとしてとりまとめ																																

作成者: 作成者:
調整		

作成者: 作成者:
調整		

作成者: 過年度より0.0標記		～		2.516		河口～R23		○		○																				○		7.5		4.0		4.1		7.5		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.516		～		2.545		河口～R23		○		○																				○		54.2		29.0		29.4		54.2		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.545		～		2.563		河口～R23		○		○																				○		18.0		18.0		18.3		18.0		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.563		～		2.600		河口～R23		○		○																				○		37.1		37.0		37.6		37.1		○		－		－				203.0		203.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.600		～		2.605		河口～R23		○		○																				○		5.0		5.0		4.9		5.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.605		～		2.617		河口～R23		○		○																				○		12.0		12.0		11.8		12.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.617		～		2.649		河口～R23		○		○																				○		31.6		32.0		31.4		31.6		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.649		～		2.650		河口～R23		○		○																				○		1.0		1.0		1.0		1.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.650		～		2.682		R23～R1		○		○																				○		32.2		32.0		31.4		32.2		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.682		～		2.700		R23～R1		○		○																				○		17.9		18.0		17.6		17.9		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.700		～		2.718		R23～R1		○		○																				○		17.9		18.0		17.6		17.9		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.718		～		2.755		R23～R1		○		○																				○		37.0		37.0		36.3		37.0		○		－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.755		～		2.800		R23～R1		○		○																				○		44.1		45.0		44.1		45.9				－		－				196.0		204.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				2.800		～		3.000		R23～R1		○		○																				○		223.0		200.0		223.0		217.2				－		－				223.0		217.2

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.000		～		3.200		R23～R1		○		○																				○		178.0		200.0		178.0		179.1				－		－				178.0		179.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.200		～		3.400		R23～R1		○		○																				○		203.0		200.0		203.0		199.4				－		－				203.0		199.4

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.400		～		3.600		R23～R1		○		○																				○		199.0		200.0		199.0		196.8				－		－				199.0		196.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.600		～		3.800		R23～R1		○		○																				○		197.0		200.0		197.0		201.0				－		－				197.0		201.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				3.800		～		4.000		R23～R1		○		○																				○		171.0		200.0		171.0		178.3				－		－				171.0		178.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.000		～		4.200		R23～R1		○		○																				○		215.0		200.0		215.0		215.0				－		－				215.0		215.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.200		～		4.400		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		208.0				－		－				208.0		208.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.400		～		4.600		R23～R1		○		○																				○		209.0		200.0		209.0		205.6				－		－				209.0		205.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.600		～		4.800		R23～R1		○		○																				○		196.0		200.0		196.0		185.0				－		－				196.0		185.0

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				4.800		～		5.000		R23～R1		○		○																				○		208.0		200.0		208.0		207.3				－		－				208.0		207.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.000		～		5.200		R23～R1		○		○																				○		200.0		200.0		200.0		199.4				－		－				200.0		199.4

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.200		～		5.300		R23～R1		○		○																				○		98.5		100.0		98.5		98.8				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.300		～		5.400		R23～R1		○		○																				○		98.5		100.0		98.5		98.8				－		－				197.0		197.6

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.400		～		5.550		R23～R1		○		○																				○		150.0		150.0		150.0		149.1				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.550		～		5.600		R23～R1		○		○																				○		50.0		50.0		50.0		49.7				－		－				200.0		198.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.600		～		5.604		R23～R1		○		○																				○		4.5		4.0		4.5		4.5				－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.604		～		5.610		R23～R1		○		○																				○		6.8		6.0		6.8		6.8		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.610		～		5.652		R23～R1		○		○																				○		41.6		42.0		47.5		41.6		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.652		～		5.750		R23～R1		○		○																				○		110.7		98.0		110.7		111.0		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.750		～		5.800		R23～R1		○		○																				○		56.5		50.0		56.5		56.6		○		－		－				226.0		226.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.800		～		5.810		R23～R1		○		○																				○		10.8		10.0		10.8		10.9		○		－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				5.810		～		6.000		R1～JR		○		○																				○		206.2		190.0		206.2		206.9				－		－				217.0		217.8

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.000		～		6.200		R1～JR		○		○																				○		225.0		200.0		225.0		222.9				－		－				225.0		222.9

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.200		～		6.400		R1～JR		○		○																				○		200.0		200.0		200.0		199.3				－		－				200.0		199.3

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.400		～		6.600		R1～JR		○		○																				○		156.0		200.0		156.0		156.5				－		－				156.0		156.5

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.600		～		6.800		R1～JR		○		○																				○		218.0		200.0		218.0		212.1				－		－				218.0		212.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				6.800		～		7.000		R1～JR		○		○																				○		218.0		200.0		218.0		223.1				－		－				218.0		223.1

		揖斐川		右岸		天端盛土		R5以降 イコウ		R5以降 イコウ		未施工		未定 ミテイ						対策不要				7.000		～		7.100		R1～JR		○		○																				○		106.5		100.0		106.5		104.4				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.100		～		7.200		R1～JR		○																										100.0		106.5		0.0				－		－				213.0		208.7

		揖斐川		右岸		天端盛土						対策不要								対策不要				7.200		～		7.400		R1～JR		○																										200.0		175.0		0.0				－		－				175.0		171.2

																														合計 ゴウケイ																										35,939.7		62,900.0		64,681.3		35,680.0		25,004.0		1,639.0		12,531.0

																																																								35,939.7		62,900.0		64,681.3		35,680.0		0.0



								H23翌債 ヨク サイ		H24年度 ネン ド																																														（うち、0.0mは対策不要区間。）

								H24歳出 サイシュツ		H25年度 ネン ド																																														（うち、27,882.0mは対策不要区間。）

								H25歳出 サイシュツ		H26年度 ネン ド																																														（うち、28,834.6mは対策不要区間。）

								H25翌債 ヨク サイ		H27年度 ネン ド																																														（うち、12,531.0mは対策不要区間。）

								H25未済 ミサイ		H28年度 ネン ド

								H26歳出 サイシュツ		H29年度 ネン ド

								H26翌債 ヨク サイ		H30年度 ネン ド

								H26未済 ミサイ		H31年度 ネンド

								H27歳出 サイシュツ		R2年度 ネンド

								H27翌債 ヨク サイ		R3年度 ネンド

								H27未済 ミサイ		R4年度 ネンド

										R4以降 イコウ

								H27ｾﾞﾛ国 コク		R5以降 イコウ

								H28歳出 サイシュツ		R6以降 イコウ

								H28補正 ホセイ		R7以降 イコウ

								H29歳出 サイシュツ		R8以降 イコウ

								H30歳出 サイシュツ		R9以降 イコウ

								H30補正 ホセイ		R10以降 イコウ

								H30未済 ミサイ		R11以降 イコウ

								H31臨特 リントク		R12以降 イコウ

								R2臨特 リントク		R13以降 イコウ

								R3以降 イコウ		R14以降 イコウ

								R4以降 イコウ		R15以降 イコウ





								R5以降 イコウ

								R6以降 イコウ

								R7以降 イコウ

								R8以降 イコウ

								R9以降 イコウ

								R10以降 イコウ

								R11以降 イコウ

								R12以降 イコウ

								R13以降 イコウ

								R14以降 イコウ

								R15以降 イコウ

































未施工＝緑
施工中＝赤
発注予定＝黄
完成、対策不要＝黒

○＝黒
空欄＝空欄



工事進捗状況

				2022年度 ネンド		着手予定 チャクシュヨテイ				（2022年度着手予定）



				44742.0

																				単位(km) タンイ

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		2023年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8

								右岸 ウガン		2.9		2.0		0.0		0.0		0.9

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		2.0		0.0		0.0		1.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		2.0		0.0		0.0		2.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		1.2		0.3		0.0		4.9

								右岸 ウガン		8.3		0.0		1.3		0.0		7.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		1.2		1.6		0.0		11.8

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		1.6		0.0		2.4

								右岸 ウガン		7.8		0.8		0.8		0.0		6.2

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.8		2.4		0.0		8.5

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		2.0		4.0		0.0		24.9

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		4.1		4.0		0.0		27.6





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				河川 カセン		区分				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		2023年度以降		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中
 ジュンビチュウ		R5以降		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		55.0%		0.0%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		55.0%		0.0%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		8.2%		11.0%		0.0%		80.7%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		43.3%		0.0%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		8.2%		11.0%		0.0%		80.7%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		7.0%		20.5%		0.0%		72.5%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		43.3%		0.0%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		7.0%		20.5%		0.0%		72.5%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		6.5%		13.0%		0.0%		80.5%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		6.5%		13.0%		0.0%		80.5%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



長良川



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







三川合計

対策済	地盤改良	0.43335033579869081	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	6.5214303240053187E-2	工事中	天端盛土	0.12965055464442063	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.80513514211552606	







地盤改良

対策済	木曽川	0.550263122385643	01	工事中	木曽川	0	準備中	
	木曽川	0	R5以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	
	長良川	0	R5以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	
	揖斐川	0	R5以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0.43335033579869081	工事中	三川合計	0	準備中	
	三川合計	0	R5以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	8.205913728493667	6E-2	工事中	木曽川	0.11049946661560765	準備中	
	木曽川	0	R5以降	木曽川	0.80744139609945575	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	
	長良川	0	R5以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	6.9905627403005932E-2	工事中	揖斐川	0.20460183630148088	準備中	
	揖斐川	0	R5以降	揖斐川	0.72549253629551314	





対策済	三川合計	6.5214303240053187E-2	工事中	三川合計	0.12965055464442063	準備中	
	三川合計	0	R5以降	三川合計	0.80513514211552606	







揖斐川



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	6.9905627403005932E-2	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.20460183630148088	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	0.72549253629551314	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.43335033579869081	6.5214303240053187E-2	工事中	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.12965055464442063	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2023年度以降	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	0.80513514211552606	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.550263122385643	01	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	8.2059137284936676E-2	工事中	天端盛土	0.11049946661560765	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.80744139609945575	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	
	0	準備中	地盤改良	2023年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	6.9905627403005932E-2	工事中	天端盛土	0.20460183630148088	準備中	
	0	準備中	天端盛土	2023年度以降	天端盛土	0.72549253629551314	





対策必要区間なし

（2022年度着手予定）

（2022年度着手予定）

（2022年度着手予定）



公表ＰＰＴ

				R4年度		着手予定 チャクシュヨテイ				（R4年度着手予定）



				44742.0																														44742.0

																												単位(km) タンイ

						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				準備中
 ジュンビチュウ				R5以降				備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8				0.0				0.0				0.0				0.8

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.4				1.2				0.3				0.0				4.9

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.2				1.2				0.3				0.0				5.7



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.9				2.0				0.0				0.0				0.9

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.3				0.0				1.3				0.0				7.0

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1				2.0				1.3				0.0				7.8



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3				3.2				1.6				0.0				13.5



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6				0.0				0.0				0.0				4.6



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.0				0.0				1.6				0.0				2.4

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		4.0				0.0				1.6				0.0				2.4

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		1.0				0.0				0.0				0.0				1.0

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.8				0.8				0.8				0.0				6.2

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.8				0.8				0.8				0.0				7.2



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7				0.8				2.4				0.0				9.5



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.7				4.1				4.0				0.0				27.6





				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		3.7				2.0				0.0				0.0				1.7



						割合 ワリアイ		100%				55%				0%				0%				45%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		14.6				1.2				1.6				0.0				11.8



						割合 ワリアイ		92%				0%				11%				0%				81%



				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0



						割合 ワリアイ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		4.6				0.0				0.0				0.0				4.6



						割合 ワリアイ		100%				0%				0%				0%				100%



				揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		1.0				0.0				0.0				0.0				1.0



						割合 ワリアイ		100%				0%				0%				0%				100%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		11.7				0.8				2.4				0.0				8.5



						割合 ワリアイ		93%				0%				21%				0%				73%



				木曽三川
合計 キソ ミカワ ゴウケイ		地盤改良 計 ジバン カイリョウ ケイ		4.7				2.0				0.0				0.0				2.7



						割合 ワリアイ		100%				43%				0%				0%				57%



						天端盛土 計 テンバ モリド ケイ		31.0				2.0				4.0				0.0				24.9



						割合 ワリアイ		94%				0%				13%				0%				81%

















木曽川

対策済	3.2389999999999999	工事中	1.6159000000000001	準備中	
	0	R5以降	13.4742	延長（km)





対策済	0	工事中	0.13	準備中	
	0	R5以降	0.80500000000000005	



長良川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	1	



長良川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	4.6211000000000002	延長(km)



揖斐川

対策済	0.81999999999999984	工事中	2.4000000000000004	準備中	
	0	R5以降	9.5097999999999985	延長（km)



三川合計

対策済	4.0589999999999993	工事中	4.0159000000000002	準備中	
	0	R5以降	27.6051	延長（km)



木曽川

対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0.11	準備中	
	0	R5以降	0.80700000000000005	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	対策済	0.55000000000000004	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.45	



揖斐川

対策済	0	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	1	進捗率(％)



対策済	0	工事中	0.20499999999999999	準備中	
	0	R5以降	0.72499999999999998	



三川　合計

対策済	0.433	工事中	0	準備中	
	0	R5以降	0.56699999999999995	進捗率(％)



地盤改良

天端盛土

地盤改良

天端盛土

（R4年度着手予定）



0720提出



				44013.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.0		2.0		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.0		2.0		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.0		2.0		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.0		2.0		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		0.0%		55.0%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		0.0%		55.0%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		0.0%		43.3%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		0.0%		43.3%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.55026312238564301	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.44973687761435704	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0.43335033579869081	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0.55026312238564301	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0.43335033579869081	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.43335033579869081	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0.55026312238564301	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



1029提出



				44136.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.5		1.6		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.5		1.6		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.5		1.6		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.5		1.6		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		12.2%		42.8%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		12.2%		42.8%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		9.6%		33.7%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		9.6%		33.7%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0.12233166914046689	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.42793145324517606	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.4497368776143571	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	9.63402193318031	31E-2	工事中	地盤改良	0.33701011646688772	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130924	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0.12233166914046689	工事中	木曽川	0.42793145324517606	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.4497368776143571	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	9.6340219331803131E-2	工事中	三川合計	0.33701011646688772	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130924	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	9.6340219331803131E-2	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.33701011646688772	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130924	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.12233166914046689	工事中	地盤改良	0.42793145324517606	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.4497368776143571	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



0112提出



				44136.0

																				単位(km) タンイ						元 モト

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ						工事中 コウジ チュウ		準備中
（2020年度着手予定） ジュンビチュウ ネンド チャクシュ ヨテイ



				地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		0.8		0.0		0.0		0.0		0.8								0.0		0.0

								右岸 ウガン		2.9		0.9		1.2		0.0		0.9								1.3		0.7

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				3.7		0.9		1.2		0.0		1.7								1.3		0.7

						揖斐川 イビガワ		右岸 ウガン		1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				1.0		0.0		0.0		0.0		1.0								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				4.7		0.9		1.2		0.0		2.7								1.3		0.7

				天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		6.4		0.0		0.0		0.0		6.4								0.0		0.0

								右岸 ウガン		8.3		0.0		0.0		0.0		8.3								0.0		0.0

						木曽川合計 キソガワ ゴウケイ				14.6		0.0		0.0		0.0		14.6								0.0		0.0

						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						長良川合計 ナガラガワ ゴウケイ				4.6		0.0		0.0		0.0		4.6								0.0		0.0

						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		4.0		0.0		0.0		0.0		4.0								0.0		0.0

								右岸 ウガン		7.8		0.0		0.0		0.0		7.8								0.0		0.0

						揖斐川合計 イビガワ ゴウケイ				11.7		0.0		0.0		0.0		11.7								0.0		0.0

						木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				31.0		0.0		0.0		0.0		31.0								0.0		0.0

				全体延長 ゼンタイ エンチョウ						35.7		0.9		1.2		0.0		33.6								1.3		0.7





				河川ごと カセン																												区分ごと クブン

				区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ												区分 クブン		河川 カセン				全体 ゼンタイ		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		準備中 ジュンビチュウ		2021年度以降 ネンド イコウ		備考 ビコウ



				木曽川 キソガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				3.7		23.4%		31.6%		0.0%		45.0%														地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		木曽川 キソガワ				3.7		23.4%		31.6%		0.0%		45.0%

						天端盛土 テンバ モリド				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				長良川 ナガラガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				0.0		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%																揖斐川 イビガワ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				4.7		18.4%		24.9%		0.0%		56.7%

				揖斐川 イビガワ		地盤改良 ジバン カイリョウ				1.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%														天端盛土等 テンバ モリド トウ		木曽川 キソガワ				14.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																長良川 ナガラガワ				4.6		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ		地盤改良 ジバン カイリョウ				4.7		18.4%		24.9%		0.0%		56.7%																揖斐川 イビガワ				11.7		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

						天端盛土 テンバ モリド				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%																三川合計 サンセン ゴウケイ				31.0		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%



						区分 クブン		全体 ゼンタイ				対策済 タイサク スミ				工事中 コウジ チュウ				　　　　　　　　　　　（2020年度着手予定）						2021年度以降						備考 ビコウ



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.8096				0				0				0						0.8096

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		6.3714				0				0				0						6.3714

				左岸

						左岸計 サガン ケイ		7.181				0				0				0						7.181



						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		2.8959				0				1.3353				0.7037						0.8569

				木曽川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		8.2523				0				0				0						8.2523

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		11.1482				0				1.3353				0.7037						9.1092



				木曽川合計 キソ ガワ ゴウケイ				18.3292				0				1.3353				0.7037						16.2902



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		4.6211				0				0				0						4.6211

				長良川 ナガラ ガワ

						左岸計 サガン ケイ		4.6211				0				0				0						4.6211

				左岸

				長良川合計 ナガラ ガワ ゴウケイ				4.6211				0				0				0						4.6211



						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		3.9535				0				0				0						3.9535

				揖斐川

						左岸計 サガン ケイ		3.9535				0				0				0						3.9535

				左岸

						地盤改良等 ジバン カイリョウ トウ		0.9997				0				0				0						0.9997

				揖斐川

						天端盛土等 テンバ モ ド トウ		7.7702				0				0				0						7.7702

				右岸

						右岸計 ウガン ケイ		8.7699				0				0				0						8.7699



				揖斐川合計 イビ ガワ ゴウケイ				12.7234				0				0				0						12.7234



				木曽三川合計 キソ サンセン ゴウケイ				35.6737				0				1.3353				0.7037						33.6347



木曽川



対策済	地盤改良	天端盛土	0.2339225475644312	0	工事中	地盤改良	天端盛土	0.31634057482121175	0	準備中	地盤改良	天端盛土	2021年度以降	地盤改良	天端盛土	0.44973687761435704	1	

進捗率(％)







対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





三川合計

対策済	地盤改良	0.18422171214826	147	工事中	地盤改良	0.24912862365042932	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.56664966420130913	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	







地盤改良

対策済	木曽川	0.2339225475644312	工事中	木曽川	0.31634057482121175	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	0.44973687761435704	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	0	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





対策済	三川合計	0.18422171214826147	工事中	三川合計	0.24912862365042932	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	0.56664966420130913	





天端盛土

対策済	木曽川	0	工事中	木曽川	0	準備中	木曽川	0	2021年度以降	木曽川	1	

進捗率（％）





対策済	長良川	0	工事中	長良川	0	準備中	長良川	0	2021年度以降	長良川	1	





対策済	揖斐川	0	工事中	揖斐川	0	準備中	揖斐川	0	2021年度以降	揖斐川	1	





長良川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	1	

進捗率(％)







対策済	三川合計	0	工事中	三川合計	0	準備中	三川合計	0	2021年度以降	三川合計	1	







揖斐川



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	1	1	

進捗率(％)







三川　合計



対策済	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.18422171214826147	0	工事中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.24912862365042932	0	準備中	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	2021年度以降	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	地盤改良	天端盛土	0.0%	0.0%	0.56664966420130913	1	

進捗率(％)







木曽川

対策済	地盤改良	0.2339225475644312	工事中	地盤改良	0.31634057482121175	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0.44973687761435704	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





長良川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	0	

進捗率（％）



対策済	天端盛土	0	工事中	天端盛土	0	準備中	天端盛土	2021年度以降	天端盛土	1	





揖斐川

対策済	地盤改良	0	工事中	地盤改良	0	準備中	地盤改良	2021年度以降	地盤改良	1	

進捗率（％）



（２０２０年度着手予定）

（２０２０年度着手予定）

対策必要区間なし



公表ＰＰＴ (津波対策区間)

				R4年度		着手予定 チャクシュヨテイ				R4年度着手予定



				44742.0										↓　年度当初に変更　↓ ネンド トウショ ヘンコウ

																		単位(km) タンイ

								津波対策区間 ツナミ タイサク クカン		対策済 タイサク スミ		工事中 コウジ チュウ		R4年度着手予定		R5以降		備考 ビコウ

				木曽川		左岸 サガン		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		津波対策完了 ツナミ タイサク カンリョウ

						右岸 ウガン		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0

				合計 ゴウケイ				2.0		2.0		0.0		0.0		0.0



				44742.0











進捗率

対策済	2.0390000000000001	工事中	0	R4年度着手予定	0	R5以降	0	







集計表

		対策延長集計表（津波対策完了時点） タイサク エンチョウ シュウケイ ヒョウ ツナミ タイサク カンリョウ ジ テン





																																単位(km) タンイ

				河川名 カセン メイ		左右岸 サユウ ガン		表裏 オモテ ウラ		要対策区間全体 ヨウ タイサク クカン ゼンタイ														整備計画 目標対策 セイビ ケイカク モクヒョウ タイサク

										照査延長
（高潮区間） ショウサ エンチョウ タカシオ クカン		要対策区間 ヨウ タイサク クカン										対策不要区間 タイサク フヨウ クカン		地盤改良 ジバン カイリョウ		天端盛土 テンバ モリド		対策済
（断面として完） タイサク ズ ダンメン カン		対策不要区間
(表裏両方) タイサク フヨウ クカン オモテウラ リョウホウ		緊急時資材
活用可能延長 キンキュウ ジ シザイ カツヨウ カノウ エンチョウ

												対策済 タイサク ズ		工事中 コウジチュウ		R2着手 チャクシュ		R3以降 イコウ		計 ケイ

												■		■		■		■				□

										①=⑥+⑦		②		③		④		⑤		⑥=Σ②～⑤		⑦		⑨		⑧		⑩		⑪		⑫=⑩+⑪

				木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		6.8		1.7		0.0		0.0		3.8		5.5		1.3		0.8		6.4		1.2		1.3		2.5		39%				木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		341.4		156.3

								川裏 カワウラ		6.7		0.8		0.0		0.0		3.1		3.9		2.8		0.0																		川裏 カワウラ						90		346.3		131.5		123.3

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		8.3		4.0		1.3		0.7		1.7		7.7		0.6		2.9		8.3		2.4		0.4		2.8		34%						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		8.4		1.8		0.0		0.0		4.8		6.6		1.8		0.0																		川裏 カワウラ		378		874.5		517		534.5		105

				長良川 ナガラ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		4.8		0.0		0.0		0.0		1.6		1.6		3.2		0.0		4.6		0.0		1.7		1.7		37%				長良川 ナガラ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		4.9		0.0		0.0		0.0		2.8		2.8		2.1		0.0																		川裏 カワウラ

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		0.0										0.0												0.0		ERROR:#DIV/0!						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		0.0										0.0																						川裏 カワウラ

				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		4.0		3.2		0.0		0.0		0.6		3.8		0.2		0.0		4.0		2.5		0.0		2.5		63%				揖斐川 イビ ガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ

								川裏 カワウラ		4.0		1.8		0.0		0.0		0.7		2.5		1.5		0.0																		川裏 カワウラ		281.2		668.3		301.8		293.2		301.8		202.6		291.2		189.4

						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		8.2		2.9		0.0		0.0		3.3		6.2		2.0		1.0		7.8		2.8		0.0		2.8		36%						右岸 ウガン		川表 カワ オモテ								673.5		684.9		227.7				200

								川裏 カワウラ		8.2		1.4		0.0		0.0		4.0		5.4		2.8		0.0																		川裏 カワウラ		273.2		161.8		471.3								137.6

				合計 ゴウケイ						64.3		17.6		1.3		0.7		26.4		46.0		18.3		4.7		31.1		8.9		3.4		12.3		40%

																												↑

																												・川表裏両方完 カワ オモテ ウラ リョウホウ カン

																												・川表完+川裏不要 カワ オモテ カン カワウラ フヨウ

																												・川表不要+川裏完 カワ オモテ フヨウ カワウラ カン

				照査照査外水位 ショウサ ショウサ ガイ スイイ



T.P3.5m

T.P3.0m

T.P1.8m1.8～2.4m



参考→





一覧表(全国防災実延長ver)

		耐震補強整備区間延長（予算ベース）H27.8.31現在 タイシン ホキョウ セイビ クカン エンチョウ ヨサン ゲンザイ																																				耐震補強整備区間延長（完成年度ベース）H27.8.31現在 タイシン ホキョウ セイビ クカン エンチョウ カンセイ ネンド

								H23		H24		H25						H26						H27						H28以降 イコウ		計 ケイ												H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28以降 イコウ		計 ケイ

								H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H28以降 イコウ

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		449.5		0.0		0.0		472.7		0.0		0.0		396.2		0.0		232.2		0.0		97.4		168.1		1,816.1						木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		449.5		0.0		472.7		628.4		265.5		1,816.1

						川裏 カワウラ		0.0		0.0		0.0		389.1		0.0		190.0		156.6		0.0		56.7		0.0		0.0		951.7		1,744.1										川裏 カワウラ		0.0		0.0		579.1		213.3		951.7		1,744.1

						計 ケイ		449.5		0.0		0.0		861.8		0.0		190.0		552.8		0.0		288.9		0.0		97.4		1,119.8		3,560.2										計 ケイ		449.5		0.0		1,051.8		841.7		1,217.2		3,560.2

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		932.3		285.3		87.6		754.4		0.0		384.8		0.0		0.0		702.0		0.0		151.6		241.9		3,539.9								右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		1,217.6		87.6		1,139.2		702.0		393.5		3,539.9

						川裏 カワウラ		0.0		35.0		0.0		688.5		165.2		119.3		722.0		0.0		52.0		0.0		0.0		1,646.4		3,428.4										川裏 カワウラ		35.0		0.0		973.0		774.0		1,646.4		3,428.4

						計 ケイ		932.3		320.3		87.6		1,442.9		165.2		504.1		722.0		0.0		754.0		0.0		151.6		1,888.3		6,968.3										計 ケイ		1,252.6		87.6		2,112.2		1,476.0		2,039.9		6,968.3

				小計 ショウケイ				1,381.8		320.3		87.6		2,304.7		165.2		694.1		1,274.8		0.0		1,042.9		0.0		249.0		3,008.1		10,528.5								小計 ショウケイ				1,702.1		87.6		3,164.0		2,317.7		3,257.1		10,528.5

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		325.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		325.0						長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		325.0		0.0		0.0		0.0		0.0		325.0

						川裏 カワウラ		0.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		147.6										川裏 カワウラ		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		147.6

						計 ケイ		325.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		472.6										計 ケイ		325.0		147.6		0.0		0.0		0.0		472.6

				小計 ショウケイ				325.0		0.0		147.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		472.6								小計 ショウケイ				325.0		147.6		0.0		0.0		0.0		472.6

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		708.5		0.0		0.0		343.4		0.0		289.7		646.7		299.2		725.6		92.5		0.0		772.5		3,878.1						揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		708.5		0.0		633.1		1,671.5		865.0		3,878.1

						川裏 カワウラ		110.0		70.0		67.0		428.7		0.0		155.2		685.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1,810.8		3,326.9										川裏 カワウラ		180.0		67.0		583.9		685.2		1,810.8		3,326.9

						計 ケイ		818.5		70.0		67.0		772.1		0.0		444.9		1,331.9		299.2		725.6		92.5		0.0		2,583.3		7,205.0										計 ケイ		888.5		67.0		1,217.0		2,356.7		2,675.8		7,205.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		749.7		0.0		134.8		203.4		0.0		554.5		0.0		730.8		312.1		190.8		229.6		526.0		3,631.7								右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		749.7		134.8		757.9		1,042.9		946.4		3,631.7

						川裏 カワウラ		78.6		0.0		597.5		390.0		0.0		536.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,849.3		3,451.5										川裏 カワウラ		78.6		597.5		926.1		0.0		1,849.3		3,451.5

						計 ケイ		828.3		0.0		732.3		593.4		0.0		1,090.6		0.0		730.8		312.1		190.8		229.6		2,375.3		7,083.2										計 ケイ		828.3		732.3		1,684.0		1,042.9		2,795.7		7,083.2

				小計 ショウケイ				1,646.8		70.0		799.3		1,365.5		0.0		1,535.5		1,331.9		1,030.0		1,037.7		283.3		229.6		4,958.6		14,288.2								小計 ショウケイ				1,716.8		799.3		2,901.0		3,399.6		5,471.5		14,288.2

		川表_計 カワ オモテ ケイ						3,165.0		285.3		222.4		1,773.9		0.0		1,229.0		1,042.9		1,030.0		1,971.9		283.3		478.6		1,708.5		13,190.8						川表_計 カワ オモテ ケイ						3,450.3		222.4		3,002.9		4,044.8		2,470.4		13,190.8

		川裏_計 カワウラ ケイ						188.6		105.0		812.1		1,896.3		165.2		1,000.6		1,563.8		0.0		108.7		0.0		0.0		6,258.2		12,098.5						川裏_計 カワウラ ケイ						293.6		812.1		3,062.1		1,672.5		6,258.2		12,098.5

		合計 ゴウケイ						3,353.6		390.3		1,034.5		3,670.2		165.2		2,229.6		2,606.7		1,030.0		2,080.6		283.3		478.6		7,966.7		25,289.3						合計 ゴウケイ						3,743.9		1,034.5		6,065.0		5,717.3		8,728.6		25,289.3

																																（対策不要区間　L=1,340.7m）

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓														↓		↓		↓		↓

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓														↓		↓		↓		↓		合計 ゴウケイ

								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		合計 ゴウケイ										施工延長 セコウ エンチョウ		3,744		1,035		6,065		5,717		16,561

								3,354		390		1,035		3,670		165		2,230		2,607		1,030		2,081		283		479		7,967		16,561

								↓		↓		↘		↓		↙		↘		↓		↙		↘				↙														堤防延長 テイボウ エンチョウ		1,872		517		3,033		2,859		8,280

								↓		↓				↓						↓				↓																				H25まで		2,389

								H23		H24				H25						H26				H27						H28以降 イコウ																		H27まで		8,280

						施工延長 セコウ エンチョウ		3,353.6		390.3		4,869.9						5,866.3						2,843						7,967		25,289



						堤防延長 テイボウ エン チョウ		1,677		195		2,435						2,933						1,421						3,983		12,645

												H25まで		4,307				H26まで		7,240				H27まで				8,661









一覧表（H19指針※実延長）

		耐震補強実施延長（予算ベース）H29.1月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ ヨサン ガツ マツ ゲンザイ																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ												耐震補強実施延長（完成年度ベース）H29.8月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ カンセイ ネンド ガツ マツ ゲンザイ																		【H19指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																		（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネン ド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H29年度 ネン ド		H30以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ						H29年度
施工中 ネン ド セコウチュウ		H29年度
発注残 ネン ド ハッチュウ ザン

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																										施工中 セコウチュウ		未対策 ミ タイサク		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0		0.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降 イコウ				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																										　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																										【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		H29年度				H29年度		Ｈ30以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ











過年度対策済
（黒→黒）



一覧表（H27指針※距離表換算延長）

		耐震補強実施延長（予算ベース）H29.1月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ ヨサン ガツ マツ ゲンザイ																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																												（単位：ｍ） タンイ												耐震補強実施延長（完成年度ベース）H29.8月末現在 タイシン ホキョウ ジッシ エンチョウ カンセイ ネンド ガツ マツ ゲンザイ																		【H27指針：実延長】 シシン ジツ エンチョウ																				（単位：ｍ） タンイ



		予算区分別 ヨサン クブン ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要 ミ タイサク タイサク フヨウ		H23		H24		H25						H26						H27						H28						H29		H30以降 イコウ				計 ケイ												完成年度別 カンセイ ネンド ベツ						区分 クブン		対策不要 タイサク フヨウ		対策不要(黒)→
対策不要(空白) タイサク フヨウ クロ タイサク フヨウ クウハク		未対策(緑)→
対策不要(空白) ミ タイサク ミドリ タイサク フヨウ クウハク		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		対策済
小計 タイサク スミ ショウケイ		H29年度 ネン ド		H29年度
発注予定 ネン ド ハッチュウ ヨテイ		H30以降 イコウ				未対策
小計 ミ タイサク ショウケイ		要対策区間
合計 ヨウ タイサク クカン ゴウ ケイ

														H23翌債 ヨク サイ		H24歳出 サイシュツ		H25歳出 サイシュツ		H25翌債 ヨク サイ		H25未済 ミサイ		H26歳出 サイシュツ		H26翌債 ヨク サイ		H26未済 ミサイ		H27歳出 サイシュツ		H27翌債 ヨク サイ		H27未済 ミサイ		H27ｾﾞﾛ国		H28歳出 サイシュツ		H28補正 ホセイ		H29歳出 サイシュツ		未対策 ミ タイサク		追加 ツイカ																																										施工中 セコウチュウ				未対策 ミ タイサク		追加対策 ツイカ タイサク

		木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												木曽川 キソガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												長良川 ナガラガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												揖斐川 イビガワ		左岸 サガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														右岸 ウガン		川表 カワ オモテ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																川裏 カワウラ		河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																計 ケイ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0														小計 ショウケイ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川表_計 カワ オモテ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												川裏_計 カワウラ ケイ						河口～R23 カコウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																		R23～R1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		合計 ゴウケイ								0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0

作成者: 長良川左岸R1下含む		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												合計 ゴウケイ								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





										対策不要 タイサク フヨウ		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要 タイサク フヨウ				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降 イコウ				合計 ゴウケイ

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長 セコウ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長 セイビ エンチョウ						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0																		揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ																																																										　※「施工延長×１／２」として整備延長を算出 セコウ エンチョウ セイビ エンチョウ サンシュツ



										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ		対策不要区間除く タイサク フヨウ クカン ノゾ																		対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長 セイビ エンチョウ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!														(全国防災全体) ゼンコク ボウサイ ゼンタイ				整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								木曽川 キソガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																木曽川 キソガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								長良川 ナガラガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																長良川 ナガラガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								揖斐川 イビガワ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																揖斐川 イビガワ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ



				【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン																																																										【参考】Ｒ２３下流区間のみ サンコウ カリュウ クカン

										対策不要		未対策→
対策不要		Ｈ２３		Ｈ２４		Ｈ２５						Ｈ２６						Ｈ２７						Ｈ２８						H29		残延長 ザン エンチョウ				合計 ゴウケイ																				対策不要				未対策(緑)→
対策不要(空白)		Ｈ２４		Ｈ２５		Ｈ２６		Ｈ２７		Ｈ２８		Ｈ２９				H29年度		H29年度
発注予定		Ｈ30以降

				施工延長 セコウ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														施工延長(各年度) セコウ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				整備延長 セイビ エンチョウ						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														整備延長(各年度) セイビ エンチョウ カクネンド						0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

				累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0		0.0		0.0		0.0														累計延長 ルイケイ エンチョウ				整備延長（累計) セイビ エンチョウ ルイケイ		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

								整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																		整備率 セイビリツ		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ																																																										　※対策不要区間も全国防災延長に含まれるため、整備済として計上 タイサク フヨウ クカン ゼンコク ボウサイ エンチョウ フク セイビ ズ ケイジョウ









過年度対策済
（黒→黒）



Microsoft_Excel_______.xlsx

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																														2022.3.31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			準備中 ジュンビチュウ						22-4			令和3年度			揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事			800.0			2022.5月下旬 ガツ ゲジュン			～			2023.2月下旬 ガツ ゲジュン


						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











































image1.emf

2022年度 実施工事


2022.3.31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183.62020.6.25～2022.1.31


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219.62020.6.23～2021.11.12


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300.52020.6.25～2021.6.30


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1200.02021.8.23～2022.3.25


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820.02021.8.17～2022.3.25


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802.02022.4.1～2023.2.28


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813.02022.4.1～2023.2.28


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800.02022.4.1～2023.2.28


揖斐川左岸準備中22-4令和3年度揖斐川白鶏上流高潮堤防嵩上工事800.02022.5月下旬～2023.2月下旬


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800.02022.4.1～2023.2.28


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




image2.emf

2020年度 実施工事


2020.10月末現在


木曽川右岸完了19-1令和元年度木曽川福豊川表高潮堤防補強工事453.3


2020.6.19


2020.10.30


木曽川右岸工事中19-2令和元年度木曽川赤地川表高潮堤防補強工事468.5


2020.6.19


2021.2.19


木曽川右岸工事中19-3令和元年度木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事413.5


2020.6.19


2020.12.18


木曽川右岸工事中20-1令和2年度木曽川葭ヶ須川表高潮堤防補強工事183.62021.2.26


木曽川右岸工事中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219.62021.2.26


木曽川右岸工事中20-3令和2年度木曽川下流管内耐震補強工事300.52021.2.26


2039.0


※工事の実施状況により、変更になる可能性があります


合計


工事の状況河川左右岸工事名


工事


番号


工事


状況


施工延長(m)


当初工期


現時点工期




image3.emf

2020年度 実施工事


2020.12月末現在


木曽川右岸工事完成19-1令和元年度木曽川福豊川表高潮堤防補強工事453.3


2019.10.11


2019.10.11


～


～


2020.6.19


2020.10.30


木曽川右岸工事中19-2令和元年度木曽川赤地川表高潮堤防補強工事468.5


2019.10.10


2019.10.10


～


～


2020.6.19


2021.2.19


木曽川右岸工事完成19-3令和元年度木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事413.5


2019.10.9


2019.10.9


～


～


2020.6.19


2020.12.18


木曽川右岸工事中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


2020.6.25


～


2021.2.26


2021.3.30


軟弱地盤層の対応及び注入固化工法に用


いる水の調整により工期延期予定


木曽川右岸工事中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


2020.6.23


～


2021.2.26


2021.3.30


軟弱地盤層の対応及び注入固化工法に用


いる水の調整により工期延期予定


木曽川右岸工事中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


2020.6.25


～


2021.2.26


2021.3.30


地中支障物の対応により工期延期予定


2039.0


※工事の実施状況により、変更になる可能性があります


工事の状況施工延長(m)


当初工期


現時点工期


合計


河川左右岸工事名


工事


番号


工事


状況
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