
秋田　直轄　 - 1

直轄事業（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 秋田県 国営かんがい排水事業 田沢二期 15,960        
頭首工 1ヶ所
取水口 2ヶ所
用水路 L=59.4km

1.32           770                 

2 秋田県 国営かんがい排水事業 横手西部 25,000        排水路 L=48.2km 1.89           750                 

（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



秋田　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 秋田県 大仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

中仙南部 5,834         1.52           50                      

2 秋田県 大仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

仙北西 4,104         1.67           30                      

3 秋田県
大仙市、美郷
町

農業競争力強化基盤整備
事業

本堂城回 6,675         1.56           360                    

4 秋田県 美郷町
農業競争力強化基盤整備
事業

羽貫谷地 638            - 56                      

5 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

宮田 1,187         1.74           65                      

6 秋田県 美郷町
農業競争力強化基盤整備
事業

大畑 928            - 85                      

7 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

下郷 898            - 65                      

8 秋田県 大仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

東今泉 799            - 70                      

9 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

清水町 921            - 100                    

10 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

金屋 601            - 40                      

11 秋田県 大仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

中仙中央 3,691         1.71           800                    

12 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

栄南部 973            - 10                      

 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



秋田　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）

13 秋田県 横手市
農業競争力強化基盤整備
事業

平鹿平野一期 3,430         1.23           50                      

14 秋田県
横手市、大仙
市

農業競争力強化基盤整備
事業

平鹿平野二期 3,430         1.23           200                    

15 秋田県
由利本荘市、
大仙市、仙北
市、美郷町

農業競争力強化基盤整備
事業

由利本荘 245            - 56                      

16 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 千着 29             - 29                      事業着手

17 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 睦合 4               - 4                        事業着手

18 秋田県 北秋田市 農業基盤整備促進事業 鷹巣（２） 4               - 4                        事業着手

19 秋田県 北秋田市 農業基盤整備促進事業 合川 8               - 8                        事業着手

20 秋田県 北秋田市 農業基盤整備促進事業 北秋田 18             - 18                      事業着手

21 秋田県 北秋田市 農業基盤整備促進事業 綴子（２） 34             - 34                      事業着手

22 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 市川堰 2               - 2                        事業着手

23 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 能代南 266            - 266                    事業着手

 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



秋田　補助　 - 3

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）

24 秋田県
能代市、八峰
町

農業基盤整備促進事業 能代北部 98             - 98                      事業着手

25 秋田県 三種町 農業基盤整備促進事業 三種町浜口 21             - 21                      事業着手

26 秋田県 八峰町 農業基盤整備促進事業 峰浜 12             - 12                      事業着手

27 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 富根 8               - 8                        事業着手

28 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 能代市種 27             - 27                      事業着手

29 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 能代 143            - 143                    事業着手

30 秋田県 三種町 農業基盤整備促進事業 琴丘 10             - 10                      事業着手

31 秋田県 三種町 農業基盤整備促進事業 鵜川 155            - 155                    事業着手

32 秋田県 能代市 農業基盤整備促進事業 能代市 31             - 31                      事業着手

33 秋田県 三種町 農業基盤整備促進事業 三種町 390            - 390                    事業着手

34 秋田県 八峰町 農業基盤整備促進事業 八峰町 17             - 17                      事業着手

35 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 下新城 10             - 10                      事業着手

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



秋田　補助　 - 4

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）

36 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 雄和中央２ 35             - 35                      事業着手

37 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 四ツ小屋 2               - 2                        事業着手

38 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 外旭川・飯島 4               - 4                        事業着手

39 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 豊岩 6               - 6                        事業着手

40 秋田県 男鹿市 農業基盤整備促進事業 若美２ 16             - 16                      事業着手

41 秋田県 男鹿市 農業基盤整備促進事業 福川 43             - 43                      事業着手

42 秋田県 潟上市 農業基盤整備促進事業 潟上 16             - 16                      事業着手

43 秋田県 井川町 農業基盤整備促進事業 井川中央 33             - 33                      事業着手

44 秋田県 八郎潟町 農業基盤整備促進事業 八郎潟２ 45             - 45                      事業着手

45 秋田県 五城目町 農業基盤整備促進事業 五城目 57             - 57                      事業着手

46 秋田県 大潟村 農業基盤整備促進事業 大潟３ 900            - 900                    事業着手

47 秋田県 大潟村 農業基盤整備促進事業 大潟４ 666            - 666                    事業着手

 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
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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）

48 秋田県 秋田市 農業基盤整備促進事業 左手子・高野開田 19             - 19                      事業着手

49 秋田県 にかほ市 農業基盤整備促進事業 にかほ 22             - 22                      事業着手

50 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 大仙2期 64             - 64                      事業着手

51 秋田県 仙北市 農業基盤整備促進事業 仙北2期 27             - 27                      事業着手

52 秋田県 美郷町 農業基盤整備促進事業 美郷3期 4               - 4                        事業着手

53 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 仙北平野2期 59             - 59                      事業着手

54 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 田沢疏水3期 18             - 18                      事業着手

55 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 仙北南部3期 16             - 16                      事業着手

56 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 松倉堰 21             - 21                      事業着手

57 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 仙北平野東部3期 6               - 6                        事業着手

58 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 豊川2期 4               - 4                        事業着手

59 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 横堀3期 95             - 95                      事業着手

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



秋田　補助　 - 6

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）

60 秋田県 大仙市 農業基盤整備促進事業 西仙北2期 10             - 10                      事業着手

61 秋田県 仙北市 農業基盤整備促進事業 黒倉堰 2               - 2                        事業着手

62 秋田県 仙北市 農業基盤整備促進事業 若松堰 3               - 3                        事業着手

63 秋田県 仙北市 農業基盤整備促進事業 西木 4               - 4                        事業着手

64 秋田県 美郷町 農業基盤整備促進事業 六郷3期 18             - 18                      事業着手

65 秋田県 美郷町 農業基盤整備促進事業 仙南3期 13             - 13                      事業着手

66 秋田県 美郷町 農業基盤整備促進事業 千畑3期 10             - 10                      事業着手

67 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 旭川水系2 20             - 20                      事業着手

68 秋田県
横手市、湯沢
市

農業基盤整備促進事業 雄物川筋2 33             - 33                      事業着手

69 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 東里2 2               - 2                        事業着手

70 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 植田 2               - 2                        事業着手

71 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 平鹿町 45             - 45                      事業着手

 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



秋田　補助　 - 7

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）

72 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 袴形1 4               - 4                        事業着手

73 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 大森1 3               - 3                        事業着手

74 秋田県 横手市 農業基盤整備促進事業 横手1 8               - 8                        事業着手

75 秋田県 湯沢市 農業基盤整備促進事業 湯沢９ 44             - 44                      事業着手

76 秋田県 湯沢市 農業基盤整備促進事業 宇留院内 7               - 7                        事業着手

77 秋田県 湯沢市 農業基盤整備促進事業 稲川２ 3               - 3                        事業着手

78 秋田県 羽後町 農業基盤整備促進事業 羽後４ 14             - 14                      事業着手

79 秋田県 横手市
公害防除特別土地改良事
業

亀福（一期） 946            - 30                      

80 秋田県 横手市
公害防除特別土地改良事
業

亀福（二期） 979            - 80                      

81 秋田県 鹿角市
公害防除特別土地改良事
業

鹿角第二 3,785         - 199                    

82 秋田県 八峰町 農村地域防災減災事業 水沢山 784            - 100                    

83 秋田県 由利本荘市 農村地域防災減災事業 新堤 406            - 93                      

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



秋田　補助　 - 8

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）

84 秋田県 秋田市 農村地域防災減災事業 杉沢 261            - 12                      

85 秋田県 由利本荘市 農村地域防災減災事業 もぐら沢 319            - 10                      

86 秋田県 秋田市 農村地域防災減災事業 釜ヶ沢 250            - 20                      

87 秋田県 男鹿市 農村地域防災減災事業 樽沢大堤 240            - 0.5                     

88 秋田県 男鹿市 農村地域防災減災事業 山王沢 220            - 3                        

89 秋田県 横手市 農村地域防災減災事業 ガバ沢沼 280            - 28                      

90 秋田県 羽後町 農村地域防災減災事業 皿ヶ台 260            - 36                      

91 秋田県 羽後町 農村地域防災減災事業 二ツ橋 250            - 36                      

92 秋田県 大館市 農村地域防災減災事業 沢口 220            - 35                      

93 秋田県 三種町 農村地域防災減災事業 ジョゴモリ 200            - 6                        

94 秋田県 由利本荘市 農村地域防災減災事業 岩木 250            - 17                      

95 秋田県 北秋田市 農村地域防災減災事業 戸鳥内 85             - 5                        

 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
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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）

96 秋田県 秋田市 農村地域防災減災事業 芝野 527            - 92                      

97 秋田県 秋田市 農村地域防災減災事業 寺田 290            - 71                      

（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。

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
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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）

98 秋田県 仙北市 復旧治山事業 相沢 75             - 33                      

99 秋田県 北秋田市 復旧治山事業 真木屋沢 104            - 26                      

100 秋田県 由利本荘市 復旧治山事業 六郎坂 93             - 45                      

101 秋田県 能代市 防災林造成事業 藤山下タ浜 400            - 80                      

102 秋田県 潟上市 防災林造成事業 追分西 873            - 70                      

103 秋田県 秋田市 防災林造成事業 砂奴寄 246            - 80                      

104 秋田県 由利本荘市 防災林造成事業 中島 280            - 50                      

105 秋田県 八峰町 保安林緊急改良事業 大沼 252            - 38                      事業着手

106 秋田県 秋田市 保安林緊急改良事業 元中村 75             - 17                      

107 秋田県 由利本荘市
奥地保安林保全緊急対策
事業

大杉沢 127            - 45                      

108 秋田県 北秋田市 保安林整備事業 菅生 18             - 6                        

109 秋田県 横手市 保安林整備事業 上法寺 5               - 5                        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
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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）

110 秋田県 東成瀬村 保安林整備事業 金山 21             - 21                      事業着手

111 秋田県 横手市 保安林整備事業 寒沢 7               - 7                        事業着手

112 秋田県 由利本荘市 保安林整備事業 田尻野 8               - 8                        事業着手

113 秋田県 にかほ市 保安林整備事業 下谷地 5               - 5                        事業着手

114 秋田県 にかほ市 保安林整備事業 西大阪ほか 26             - 26                      事業着手

115 秋田県 東成瀬村 地すべり防止事業 狼沢 7,500                    1.61 176                    

116 秋田県 秋田市 林業専用道等整備事業 丸舞線 15             - 15                      事業着手

117 秋田県 秋田市 林業専用道等整備事業 無知志沢線 10             - 10                      事業着手

118 秋田県 横手市 林業専用道等整備事業 南郷線 140            - 15                      

119 秋田県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

米代川 6,162         8.75           488                    

120 秋田県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

雄物川 7,526         12.05         596                    

121 秋田県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

子吉川 3,980         8.96           315                    

（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



秋田　補助　 - 12

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

122 秋田県 にかほ市 水産流通基盤整備事業 金浦 5,731         1.15           280                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

123 秋田県 八峰町 水産流通基盤整備事業 八森 2,750         1.13           100                    

124 秋田県 水産環境整備事業 秋田県 1,810         1.10           161                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

125 秋田県 八峰町 水産生産基盤整備事業 岩館 4,813         1.04           102                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

126 秋田県 男鹿町 水産生産基盤整備事業 椿（船川港） 5,675         1.06           100                    

127 秋田県 漁港施設機能強化事業 西目 420            － 51                      

（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。

 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

 費用対効果
(B/C)等



秋田　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 秋田県 大館市 復旧治山事業 曲田 129            － 37                      

2 秋田県 大館市 復旧治山事業 田の沢 145            － 30                      

3 秋田県 能代市 復旧治山事業 大石沢 220            － 132                    

4 秋田県 羽後町 水源森林再生対策事業 登川堤 380            － 34                      

5 秋田県 五城目町
奥地保安林保全緊急対策
事業

水沢滝の沢 91             － 25                      

6 秋田県 由利本荘市 地すべり防止事業 砥沢 2,494         2.24           190                    

7 秋田県 東成瀬村 地すべり防止事業 狼沢 7,500         1.61           208                    

（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



秋田　補助（ゼロ国）　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

8 秋田県 漁港施設機能強化事業 西目 420  － 75

（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



秋田　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 秋田県 農山漁村地域整備交付金 3,617                   

（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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