
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 島根県 国営かんがい排水事業 斐伊川沿岸 17,600        
揚水機場　3ヵ所
用水路　L=49.7km
汐止堰　1ヵ所

1.04 1,521         

2
島根県
鳥取県

国営干拓事業 中海 108,600      

干拓事業
干拓附帯農業用用排水
事業廃止処理
淡水化施設廃止処理

－ 400            

（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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　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

3
島根県
兵庫県
鳥取県

フロンティア漁場整備事
業

アカガレイ・ズワイ
ガニ日本海西部

6,500 保護育成礁21群 1.99 700

（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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機構営事業（平成２３年度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 島根県
特定中山間保全整備
事業

邑智西部 9,391         
区画整理43ha
暗渠排水81ha
農林業用道路L=9km　ほか

1.15 1,500         

（注）　「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。

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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機構営事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 島根県
特定中山間保全整備事
業

邑智西部 2,457
水源林造成60ha、分収育林
31ha、農林業用道路9km

1.34 486

（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。

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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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 島根県 松江市、東出雲町 地すべり対策事業 湖南 300 - 23

2 島根県 雲南市 地すべり対策事業 木次三刀屋 220 - 7

3 島根県 川本町 地すべり対策事業 川本 150 - 10

4 島根県 浜田市 地すべり対策事業 浜田第二期 163 - 47

5 島根県 松江市 地すべり対策事業 槇山第二期 80 - 26

6 島根県 出雲市 地すべり対策事業 出雲第二期 300 - 41

7 島根県 出雲市 地すべり対策事業 地合第四期 200 - 9

8 島根県 斐川町 地すべり対策事業 斐川第二期 110 - 14

9 島根県 浜田市 地すべり対策事業 上野坂第二期 80 - 10

10 島根県 大田市 地すべり対策事業 大田南 233 - 36

11 島根県 美郷町 地すべり対策事業 邑智 190 - 33

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

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
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　農業農村整備事業等 （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

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

12 島根県 津和野町 地すべり対策事業 日原 100 - 20

13 島根県 松江市 地すべり対策事業 湖北 400 - 48

14 島根県 出雲市 地すべり対策事業 平田第三期 200 - 28

15 島根県 浜田市 地すべり対策事業 浜田西部 320 - 34

16 島根県 隠岐の島町 地すべり対策事業 隠岐 300 - 38

17 島根県 雲南市 地すべり対策事業 大東第三期 220 - 22 事業着手

18 島根県 奥出雲町 地すべり対策事業 仁多第三期 152 - 22 事業着手

19 島根県 大田市 地すべり対策事業 大田 200 - 21 事業着手

（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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補助事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

20 島根県 出雲市 復旧治山事業 十六島 77 － 30

21 島根県 大田市 復旧治山事業 福光 312 － 32

22 島根県 江津市 復旧治山事業 江尾上 86 － 48

23 島根県 吉賀町 復旧治山事業 朝倉 180 － 51

24 島根県 松江市 復旧治山事業 畑垣 147 － 12

25 島根県 奥出雲町 復旧治山事業 上阿井 160 － 31

26 島根県 奥出雲町 復旧治山事業 小森北 168 － 10

27 島根県 出雲市 復旧治山事業 奥ノ谷 74 － 5

28 島根県 美郷町 復旧治山事業 君谷下 312 － 49

29 島根県 邑南町 復旧治山事業 阿須那 115 － 17

30 島根県 津和野町 復旧治山事業 青原 88 － 19

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

31 島根県 西ノ島町 復旧治山事業 珍崎 83 － 52

32 島根県 松江市 地すべり防止事業 舞木 311 － 33

33 島根県 出雲市 地すべり防止事業 山谷 839 － 41

34 島根県 出雲市 地すべり防止事業 一畑坂 358 － 20

35 島根県 出雲市 地すべり防止事業 庵地 310 － 80

36 島根県 出雲市 防災林造成事業 外園海岸 14 － 13

37 島根県 雲南市 保安林緊急改良事業 西阿用 7 － 6

38 島根県 雲南市 保安林緊急改良事業 根波別所 4 － 4

39 島根県 雲南市
水源森林再生対策事
業

久野川 250 － 69 事業着手

40 島根県 飯南町
水源の里保全緊急整
備事業

小田 100 － 40

41 島根県 津和野町
水源の里保全緊急整
備事業

横道 60 － 31

42 島根県 隠岐の島町
奥地保安林保全緊急
対策事業

原田地区 36 － 34
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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

43 島根県 雲南市 保安林整備事業 日登 8 － 2

44 島根県 奥出雲町 保安林整備事業 河内・鴨倉 12 － 3

45 島根県 奥出雲町 保安林整備事業 小廻 9 － 5

46 島根県 奥出雲町 保安林整備事業 上阿井 3 － 2

47 島根県 美郷町 保安林整備事業 上野 4 － 3

48 島根県 安来市 保安林整備事業 広瀬 5 － 5

49 島根県 雲南市 保安林整備事業 大東 6 － 6

50 島根県 雲南市 保安林整備事業 加茂 1 － 1

51 島根県 雲南市 保安林整備事業 木次 2 － 2

52 島根県 雲南市 保安林整備事業 三刀屋 3 － 2

53 島根県 雲南市 保安林整備事業 吉田 3 － 3

54 島根県 雲南市 保安林整備事業 掛合 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

55 島根県 奥出雲町 保安林整備事業 仁多 10 － 9

56 島根県 奥出雲町 保安林整備事業 横田 2 － 1

57 島根県 飯南町 保安林整備事業 頓原 1 － 1

58 島根県 飯南町 保安林整備事業 赤来 1 － 1

59 島根県 出雲市 保安林整備事業 出雲 1 － 1

60 島根県 出雲市 保安林整備事業 佐田 1 － 1

61 島根県 出雲市 保安林整備事業 多伎 1 － 1

62 島根県 大田市 保安林整備事業 大田 4 － 3

63 島根県 美郷町 保安林整備事業 邑智 2 － 1

64 島根県 美郷町 保安林整備事業 大和 1 － 1

65 島根県 邑南町 保安林整備事業 瑞穂 2 － 2

66 島根県 邑南町 保安林整備事業 羽須美 1 － 1
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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

67 島根県 江津市 保安林整備事業 江津 2 － 1

68 島根県 浜田市 保安林整備事業 浜田 1 － 1

69 島根県 浜田市 保安林整備事業 金城 1 － 1

70 島根県 浜田市 保安林整備事業 旭 1 － 1

71 島根県 浜田市 保安林整備事業 弥栄 1 － 1

72 島根県 益田市 保安林整備事業 益田 1 － 1

73 島根県 津和野町 保安林整備事業 日原 2 － 1

74 島根県 海士町 保安林整備事業 海士 2 － 2

75 島根県 西ノ島町 保安林整備事業 西ノ島 2 － 1

76 島根県 雲南市 林業専用道整備事業 茂平山深谷線 96               － 68               

（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）

77 島根県 大田市 水産流通基盤整備事業 和江 6,834 1.39 385

78 島根県 松江市 水産流通基盤整備事業 恵曇 3,730 1.23 100

79 島根県 出雲市 水産流通基盤整備事業 大社 1,460 1.07 80
事業計画の変更による全体
事業費の増及び費用対効果
（B/C）等の改訂

80 島根県
松江市
大田市

水産環境整備事業 島根 5,461 1.60 150

81 島根県 浜田市 水産環境整備事業 浜田 482 1.58 200

82 島根県 大田市 水産生産基盤整備事業 五十猛 2,005 1.07 24
事業計画の変更による全体
事業費の減及び費用対効果
（B/C）等の改訂

83 島根県 松江市 水産生産基盤整備事業 瀬崎 790 1.49 58

84 島根県 出雲市 水産生産基盤整備事業 小伊津 3,600 1.06 30

85 島根県
隠岐の島町
西ノ島町

水産環境整備事業 隠岐 2,436 1.87 200

86 島根県 隠岐の島町 水産生産基盤整備事業 加茂 4,570 1.19 180

87 島根県 西ノ島町 水産生産基盤整備事業 浦郷 2,760 2.26 56

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
費用対効果

(B/C)等
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　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

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
費用対効果

(B/C)等

88 島根県 隠岐の島町 水産生産基盤整備事業 西郷 1,710 1.07 10

89 島根県 隠岐の島町 水産生産基盤整備事業 中村 385 1.21 190
事業計画の変更による全体
事業費の減及び費用対効果
（B/C）等の改訂

（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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交付金等（平成２３年度当初予算）

（単位：百万円）

1 島根県 農山漁村地域整備交付金 245

2 島根県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 374

（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）

島根　交付金等 - 1
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