
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 静岡県 国営かんがい排水事業
大井川用水
（二期）

34,500        
頭首工 １ヶ所
用水路 L=17.8km
末端水路 L=74.2km

1.39 2,420         

2 静岡県
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

牧之原 1,620         
取水工（改修）　１ヶ所
揚水機場（改修）　１ヶ所
用水路（改修）　L=92.4km

1.33 130            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 静岡県 直轄治山事業 大井川地区 29,175
山腹工 176ha、渓間工 317
基

3.00 671

（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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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
静岡県
愛知県

水資源機構かんがい
排水事業

豊川用水二期 113,026      

水路改築：
　用水路L=89kmほか
大規模地震対策：
　用水路L=38kmほか
石綿管除去対策：
　用水路L=414km

1.31 4,406         

（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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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 静岡県 島田市 地すべり対策事業 東川根２期 160 - 30

2 静岡県 浜松市 地すべり対策事業 引佐北部 196 - 40

3 静岡県 掛川市 地すべり対策事業 御林 150 - 6 事業着手

4 静岡県 浜松市 地すべり対策事業 背山２期 130 - 6 事業着手

5 静岡県 浜松市 地すべり対策事業 引佐南部 150 - 11 事業着手

6 静岡県 島田市 地すべり対策事業 松島志戸呂２期 150 - 8 事業着手

（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。

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

静岡　補助 - 1



補助事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

7 静岡県 小山町 復旧治山事業 中平 260 － 40
事業計画の変更による全体
事業費の増

8 静岡県 小山町 復旧治山事業 梨の木沢 160 － 44

9 静岡県 小山町 復旧治山事業 奥の沢 300 － 34

10 静岡県 小山町 復旧治山事業 綱山 150 － 26

11 静岡県 裾野市 復旧治山事業 蛇喰洞 82 － 3

12 静岡県 富士宮市 復旧治山事業 内野 267 － 57

13 静岡県 静岡市 復旧治山事業 茶ノ木段 156 － 20

14 静岡県 静岡市 復旧治山事業 田地原沢 188 － 47

15 静岡県 川根本町 復旧治山事業 迎山沢 124 － 24

16 静岡県 川根本町 復旧治山事業 ヒラト 195 － 38

17 静岡県 川根本町 復旧治山事業 桂沢 122 － 40

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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
当該年度の

事業費
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　林野公共事業 （単位：百万円）

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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
当該年度の

事業費

18 静岡県 御前崎市 復旧治山事業 杉山 71 － 19

19 静岡県 浜松市 復旧治山事業 カマサワ 168 － 24

20 静岡県 浜松市 復旧治山事業 大沢 205 － 67

21 静岡県 浜松市 復旧治山事業 鳥居河原沢 132 － 34

22 静岡県 浜松市 復旧治山事業 キイナマ 199 － 48

23 静岡県 静岡市 地すべり防止事業 崩野 356 － 33

24 静岡県 川根本町 地すべり防止事業 由見 247 － 38

25 静岡県 掛川市 地すべり防止事業 御林北 128 － 24
事業計画の変更による全体
事業費の増

26 静岡県 浜松市 地すべり防止事業 下里 172 － 95

27 静岡県 富士宮市 保安林緊急改良事業 西山 4 － 4

28 静岡県 掛川市 保安林緊急改良事業 浜野 280 － 23

29 静岡県 浜松市 保安林緊急改良事業 下口谷 33 － 8
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　林野公共事業 （単位：百万円）

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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
当該年度の

事業費

30 静岡県 浜松市 保安林緊急改良事業 中田島町 73 － 23

31 静岡県 川根本町
水源森林再生対策事
業

藤川 514 － 20

32 静岡県 川根本町
水源森林再生対策事
業

奥泉大谷 442 － 110

33 静岡県 静岡市
水源森林再生対策事
業

久能尾 201 － 17

34 静岡県 静岡市
水源森林再生対策事
業

吉原 121 － 6

35 静岡県 浜松市
水源森林再生対策事
業

光南 144 － 8

36 静岡県 浜松市
水源森林再生対策事
業

下クズワ 265 － 87

37 静岡県 静岡市
奥地保安林保全緊急
対策事業

坂本川 700 － 50

38 静岡県 沼津市 保安林整備事業 千本 4 － 4

39 静岡県 三島市 保安林整備事業 諏訪台 3 － 2

40 静岡県 静岡市 保安林整備事業 旧静岡 5 － 3

41 静岡県 藤枝市 保安林整備事業 瀬戸ノ谷 2 － 2
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　林野公共事業 （単位：百万円）

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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
当該年度の

事業費

42 静岡県 藤枝市 保安林整備事業 滝沢 5 － 4

43 静岡県 磐田市 保安林整備事業 福田 4 － 4

44 静岡県 浜松市 保安林整備事業 白羽町 4 － 4

45 静岡県 浜松市 保安林整備事業 横川 11 － 2

46 静岡県 浜松市 保安林整備事業 龍山町 3 － 3

47 静岡県 浜松市 保安林整備事業 佐久間町 5 － 4

48 静岡県 川根本町 林業専用道整備事業 塩野線 150             － 53               

（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）

49 静岡県 静岡市 水産流通基盤整備事業 由比 3,792 1.08 258

50 静岡県 焼津市 水産流通基盤整備事業 焼津 14,143 1.42 73

51 静岡県 浜松市 水産流通基盤整備事業 浜名湖 2,141 1.25 80

52 静岡県 磐田市 水産環境整備事業 天竜川沖 800 1.60 104 事業着手

53 静岡県 磐田市 水産生産基盤整備事業 福田 5,786 1.10 690

54 静岡県 熱海市 水産生産基盤整備事業 網代 2,563 1.13 57

55 静岡県 静岡市 水産生産基盤整備事業 用宗 2,325 1.12 51

56 静岡県 西伊豆町 水産生産基盤整備事業 安良里 790 1.05 26

57 静岡県 東伊豆町 水産生産基盤整備事業 稲取 1,880 1.45 70

58 静岡県 沼津市 水産生産基盤整備事業 内浦 1,527 1.31 11

59 静岡県 焼津市
海岸保全施設整備事
業（侵食対策）

焼津漁港海岸 2,499 3.75 60

（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 静岡県 農山漁村地域整備交付金 744

2 静岡県 美しい森林づくり基盤整備交付金 30

3 静岡県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 262

（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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