
宮城　直轄　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮城県 直轄治山事業 迫川地区 18,876 山腹工 80ha、渓間工 76基 2.01 292                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

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



宮城　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 宮城県 涌谷町
農業競争力強化基盤整備
事業

名鰭 1,156         1.05           100                    

2 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

千刈江 1,290         1.05           300                    

3 宮城県

大崎市、栗原
市、登米市、
加美町、色麻
町、蔵王町

農業基盤整備促進事業 宮城１ 511            - 353                    

4 宮城県 大崎市 農業基盤整備促進事業 宮城２ 422            - 294                    

5 宮城県 丸森町 農業基盤整備促進事業 館矢間東部 27             - 27                      事業着手

6 宮城県 石巻市 農業基盤整備促進事業 河南 21             - 3                        

7 宮城県 石巻市 農業基盤整備促進事業 川前 16             - 16                      事業着手

8 宮城県 丸森町 地すべり対策事業 小斎清水 228            - 24                      

9 宮城県 柴田町 農村地域防災減災事業 槻木 5,900         1.13           99                      

10 宮城県 登米市 農村地域防災減災事業 加々巻 343            - 150                    

11 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 沼倉２期 1,591         1.30           370                    

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

 当該補正予算の
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



宮城　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

12 宮城県 岩沼市 農村地域防災減災事業 田中 134            - 46                      

13 宮城県 白石市 農村地域防災減災事業 馬牛沼 111            - 12                      

14 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 上沼３期 364            - 22                      

15 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 沖富 1,080         1.26           30                      

16 宮城県 登米市 農村地域防災減災事業 豊里 883            - 114                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

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

 当該補正予算の
事業費



宮城　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

17 宮城県 栗原市 復旧治山事業 西山沢外 910            - 365                    事業着手

18 宮城県 川崎町 復旧治山事業 六方山 72             - 27                      事業着手

19 宮城県 東松島市 復旧治山事業 浅井 134            - 26                      事業着手

20 宮城県 角田市 防災林造成事業 諏訪部 68             - 45                      

21 宮城県 丸森町 保安林整備事業 東山 22             - 6                        

22 宮城県 大和町 保安林整備事業 高山外 25             - 7                        

23 宮城県 大和町 保安林整備事業 旦ノ原 51             - 5                        

24 宮城県 栗原市 保安林整備事業 四ツ岩 19             - 3                        

25 宮城県 栗原市 保安林整備事業 長原 8               - 2                        

26 宮城県 川崎町 保安林整備事業 藤株山 4               - 4                        事業着手

27 宮城県 大崎市 保安林整備事業 川東 2               - 2                        事業着手

28 宮城県 色麻町 保安林整備事業 高石倉 2               - 2                        事業着手

 当該補正予算の
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



宮城　補助　 - 4

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

29 宮城県 栗原市 保安林整備事業 上川久保 3               - 3                        事業着手

30 宮城県 栗原市 保安林整備事業 日向山 12             - 3                        事業着手

31 宮城県 川崎町 保安林整備事業 岩下山 8               - 3                        事業着手

32 宮城県 丸森町 保安林整備事業 西山 144            - 6                        

33 宮城県 栗原市 保安林整備事業 的場 42             - 4                        

34 宮城県 栗原市 保安林整備事業 東沼ヶ森 33             - 6                        事業着手

35 宮城県 川崎町 保安林整備事業 藤株山 1               - 1                        事業着手

36 宮城県 蔵王町 保安林整備事業 土浮山 1               - 1                        事業着手

37 宮城県 七ヶ宿町 保安林整備事業 小崎山外 3               - 3                        事業着手

38 宮城県 角田市 保安林整備事業 諏訪部 4               - 4                        事業着手

39 宮城県 丸森町 保安林整備事業 松 6               - 6                        事業着手

40 宮城県 丸森町 保安林整備事業 西山 2               - 2                        事業着手

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
 当該補正予算の

事業費



宮城　補助　 - 5

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

41 宮城県 大和町 保安林整備事業 上嘉太神南 5               - 5                        事業着手

42 宮城県 栗原市 保安林整備事業 軽井沢外 2               - 2                        事業着手

43 宮城県 栗原市 保安林整備事業 東沼ヶ森外 3               - 3                        事業着手

44 宮城県 石巻市 保安林整備事業 鮎川浜外 1               - 1                        事業着手

45 宮城県 栗原市 保安林整備事業 紙漉沢 7               - 7                        事業着手

46 宮城県 加美町 保安林整備事業 大日向 3               - 3                        事業着手

47 宮城県 川崎町 保安林整備事業 松葉森山 2               - 2                        事業着手

48 宮城県 大和町 林業専用道等整備事業 上嘉太神線 110            - 20                      

49 宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮城北部 3,227         2.12           15                      

50 宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮城南部 2,004         2.15           10                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

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
 当該補正予算の

事業費



宮城　直轄（ゼロ国）　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮城県 直轄治山事業 迫川地区 18,876 山腹工 80ha、渓間工 76基 2.01 228                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
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



宮城　補助（ゼロ国）　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮城県 栗原市 復旧治山事業 坂下 861             － 158                       

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 当該補正予算の
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



宮城　交付金等　-　1

交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 宮城県 農山漁村地域整備交付金 2,018                   

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）
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