
直轄事業（平成２３年度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 宮城県 国営かんがい排水事業 中津山 15,400        
排水機場 2ヶ所
排水路 L=3.1km

1.04 650            

2 宮城県 国営かんがい排水事業 南貞山堀沿岸 8,200         
排水機場 4ヶ所
排水路 L=3.1km
防潮樋門 1式

1.32 150            事業着手

（注）　１　「全体事業費」及び「当該年度の事業費」については、単位未満を四捨五入している。
　　　　２　４月１日の閣議において財務大臣から、「平成23年度予算の執行に当たっては、公共事業予算・施設費において５％を一つのめどとして執行をいったん留保す
　　　　　る。」との方針が示されたことから、予算執行段階で５％程度留保されることになります。

費用対効果
(B/C)等

当該年度の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画
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直轄事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 宮城県 直轄治山事業 迫川地区 18,876 山腹工 80ha、渓間工 76基 2.01 2,266

（注）　１　「全体事業費」及び「当該年度の事業費」については、単位未満を四捨五入している。
　　　　２　４月１日の閣議において財務大臣から、「平成23年度予算の執行に当たっては、公共事業予算・施設費において５％を一つのめどとして執行をいったん留保す
　　　　　る。」との方針が示されたことから、予算執行段階で５％程度留保されることになります。

主要工事計画
費用対効果

(B/C)等
当該年度の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
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補助事業（平成２３度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 宮城県 丸森町 地すべり対策事業 小斎清水 228 - 14

2 宮城県 村田町
公害防除特別土地改
良事業

村田 4 － 4 事業着手

（注）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

「全体事業費」及び「当該年度の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

費用対効果
(B/C)等

当該年度の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
全体事業費
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補助事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 宮城県 栗原市
治山激甚災害対策特
別緊急事業

鷹ノ巣２外 2,992 － 270

4 宮城県 川崎町 復旧治山事業 碁石 491 － 93

5 宮城県 栗原市 復旧治山事業 山口 200 － 190

6 宮城県 栗原市 復旧治山事業 坂下 861 － 199

7 宮城県 栗原市 復旧治山事業 佐中 140 － 133

8 宮城県 気仙沼市 防災林造成事業 天ヶ沢 41 － 30

9 宮城県 岩沼市 防災林造成事業 川向 30 － 6

10 宮城県 山元町 防災林造成事業 坂元 69 － 38

11 宮城県 角田市 防災林造成事業 諏訪部 146 － 41

12 宮城県 川崎町 保安林緊急改良事業 藤株山 12 － 12

13 宮城県 七ヶ宿町 保安林緊急改良事業 大深沢 23 － 8

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

当該年度の
事業費
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

当該年度の
事業費

14 宮城県 栗原市 保安林整備事業 長原 8 － 2

15 宮城県 栗原市 保安林整備事業 四ツ岩 19 － 2

16 宮城県 大和町 保安林整備事業 高山 18 － 6

17 宮城県 大和町 保安林整備事業 上嘉太神南 53 － 17

18 宮城県 仙台市 保安林整備事業 小込沢 5 － 2

19 宮城県 川崎町 保安林整備事業 百尋山 5 － 4

20 宮城県 川崎町 保安林整備事業 松葉森山 4 － 3

21 宮城県 村田町 保安林整備事業 姥ヶ懐山 11 － 2

22 宮城県 村田町 保安林整備事業 梨ノ木沢 5 － 4

23 宮城県 柴田町 保安林整備事業 猪倉 3 － 3

24 宮城県 蔵王町 保安林整備事業 土浮山 23 － 2

25 宮城県 七ヶ宿町 保安林整備事業 大深沢 19 － 2
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

当該年度の
事業費

26 宮城県 七ヶ宿町 保安林整備事業 茂ヶ沢 5 － 4

27 宮城県 白石市 保安林整備事業 蝦夷倉 12 － 3

28 宮城県 白石市 保安林整備事業 菖蒲沢 3 － 2

29 宮城県 白石市 保安林整備事業 大四坊 4 － 4

30 宮城県 角田市 保安林整備事業 山梨 5 － 4

31 宮城県 栗原市 保安林整備事業 紙漉沢 93 － 10

32 宮城県 栗原市 保安林整備事業 的場 42 － 3

33 宮城県 丸森町 保安林整備事業 西山 144 － 6

34 宮城県 栗原市 保安林整備事業 東沼ヶ森　外 2 － 2

35 宮城県 栗原市 保安林整備事業 軽井沢　外 2 － 2

36 宮城県 石巻市 保安林整備事業 白浜　外 3 － 2

37 宮城県 東松島市 保安林整備事業 洲崎　外 2 － 2
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

当該年度の
事業費

38 宮城県 大和町 保安林整備事業 上嘉太神南 1 － 1

39 宮城県 川崎町 保安林整備事業 長坂山 1 － 1

40 宮城県 蔵王町 保安林整備事業 土浮山 1 － 1

41 宮城県 七ヶ宿町 保安林整備事業 小崎山　外 2 － 2

42 宮城県 角田市 保安林整備事業 諏訪部 3 － 2

43 宮城県 丸森町 保安林整備事業 松　外 6 － 6

44 宮城県 石巻市 保安林整備事業 萱場野 1 － 1

45 宮城県 石巻市 保安林整備事業 粟ヶ崎　外 4 － 3

（注） 「全体事業費」及び「当該年度の事業費」は、単位未満を四捨五入している。
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　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

46 宮城県 気仙沼市 水産流通基盤整備事業 気仙沼 4,000 1.26 330

47 宮城県 石巻市 水産流通基盤整備事業 石巻 3,264 1.71 216

48 宮城県 塩竃市 水産流通基盤整備事業 塩釜 1,840 2.10 100

49 宮城県 女川町 水産流通基盤整備事業 女川 1,343 1.58 324

50 宮城県 水産環境整備事業 仙台湾 1,172 1.36 40

51 宮城県 女川町 水産生産基盤整備事業 尾浦 950 2.14 26

52 宮城県 気仙沼市 水産生産基盤整備事業 波路上 2,560 1.81 94

53 宮城県 松島町 水産生産基盤整備事業 磯崎 970 4.27 13

54 宮城県 気仙沼市 水産生産基盤整備事業 松岩 2,450 1.30 20

55 宮城県 名取市 水産生産基盤整備事業 閖上 2,467 1.65 50

（注）

当該年度の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

「全体事業費」及び「当該年度の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等
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交付金等（平成２３年度当初予算）

（単位：百万円）

1 宮城県 農山漁村地域整備交付金 922

2 宮城県 美しい森林づくり基盤整備交付金 10

3 宮城県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 259

（注） 「配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 配分額（国費）
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