
長野　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 長野県 国営かんがい排水事業 中信平二期 18,000        
頭首工 1ヶ所
用水路 Ｌ＝28.5ｋｍ

1.01           300                 

2 長野県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

伊那西部 2,400         
揚水機場（改修）　2ヶ所
用水路（改修）　L=29.3km

1.39           30                   

（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



長野　直轄　 - 2

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）

3 長野県 直轄治山事業 小渋川地区 16,227
山腹工 227ha、渓間工 613
基

3.77 301                 

4 長野県 直轄治山事業 中川地区 15,267
山腹工 361ha、渓間工 450
基

5.39 37                   

5 長野県 直轄治山事業 松川入地区 28,000
山腹工 242ha、渓間工 182
基

2.27 372                 

6
長野県
新潟県

直轄治山事業 姫川地区 12,093 山腹工 35ha、渓間工 112基 2.14 246                 

7 長野県 直轄地すべり防止事業 小渋川地区 10,633
集水井工 61基、排水トンネ
ル工1,588m、渓間工 22基

2.02 202                 

8
長野県
新潟県

直轄地すべり防止事業 姫川地区 14,000
集水井工 87基、渓間工 83
基

2.75 486                 

（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



長野　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 長野県 安曇野市
農業競争力強化基盤整備
事業

烏川 2,832         1.09           300                    

2 長野県
松本市、安曇
野市

農業競争力強化基盤整備
事業

拾ケ堰 623            - 70                      

3 長野県 松本市
農業競争力強化基盤整備
事業

梓川右岸 1,650         2.39           100                    

4 長野県 松本市
農業競争力強化基盤整備
事業

下原 980            - 100                    

5 長野県 富士見町 農業基盤整備促進事業 富士見 112            - 57                      

6 長野県 安曇野市 農業基盤整備促進事業 安曇野 64             - 2                        

7 長野県 佐久市 農業基盤整備促進事業 四ヶ 80             - 50                      

8 長野県 佐久市 農業基盤整備促進事業 四ヶ二期 20             - 20                      事業着手

9 長野県 東御市 農業基盤整備促進事業 大石 18             - 18                      事業着手

10 長野県 中野市 地すべり対策事業 梨久保 270            - 20                      

11 長野県 飯田市 地すべり対策事業 飯田竜西 170            - 10                      

12 長野県 長野市 地すべり対策事業 松葉 184            - 5                        

 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



長野　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 長野県 飯山市 地すべり対策事業 上境 200            - 20                      

14 長野県 泰阜村 地すべり対策事業 大畑 162            - 15                      

15 長野県 長野市 地すべり対策事業 長岩 170            - 25                      

16 長野県 大町市 地すべり対策事業 八坂 300            - 50                      

17 長野県 長野市 地すべり対策事業 天間芦沢 100            - 15                      

18 長野県 中野市 地すべり対策事業 豊田 150            - 10                      

19 長野県 中野市 地すべり対策事業 七瀬 150            - 20                      

20 長野県 安曇野市 地すべり対策事業 塔の原 130            - 10                      

21 長野県 小谷村 地すべり対策事業 宮本 460            - 90                      

（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



長野　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）

22 長野県 飯田市 復旧治山事業 平畑 300            - 80                      事業着手

23 長野県 天龍村 復旧治山事業 巣合 105            - 47                      

24 長野県 木祖村 復旧治山事業 大笹沢 160            - 131                    事業着手

25 長野県 上松町 復旧治山事業 大岩 200            - 113                    事業着手

26 長野県 木曽町 復旧治山事業 橋渡 134            - 134                    事業着手

27 長野県 大桑村 復旧治山事業 牛ヶ平 133            - 133                    事業着手

28 長野県 生坂村 復旧治山事業 大原 98             - 62                      

29 長野県 筑北村 復旧治山事業 胡桃沢 150            - 70                      事業着手

30 長野県 大町市 復旧治山事業 押沢 120            - 110                    事業着手

31 長野県 長野市 復旧治山事業 仙石 400            - 300                    

32 長野県 高山村 復旧治山事業 大沢 161            - 120                    

33 長野県 伊那市 地すべり防止事業 屋敷沢 301            - 128                    

 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



長野　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）

34 長野県 箕輪町 地すべり防止事業 日影入 864            - 60                      

35 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 長久保 980            - 200                    

36 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 上生野 375            - 141                    

37 長野県 小谷村 地すべり防止事業 小土山 800            - 330                    

38 長野県 松本市 防災林造成事業 乗鞍 262            - 120                    

39 長野県 栄村 防災林造成事業 日隠 45             - 30                      

40 長野県 上田市 保安林緊急改良事業 上田 367            - 8                        

41 長野県 大鹿村 保安林緊急改良事業 大河原 65             - 7                        

42 長野県 岡谷市 水源森林再生対策事業 横川山 328            - 95                      

43 長野県 伊那市 水源森林再生対策事業 小原 242            - 36                      

44 長野県 上田市
奥地保安林保全緊急対策
事業

平井寺 327            - 27                      

45 長野県 辰野町
奥地保安林保全緊急対策
事業

駒沢 78             - 35                      

 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



長野　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）

46 長野県 安曇野市
奥地保安林保全緊急対策
事業

三郷 100            - 32                      

47 長野県 朝日村
奥地保安林保全緊急対策
事業

野俣沢 300            - 35                      

48 長野県 佐久市 保安林整備事業 内山 28             - 13                      

49 長野県 小海町 保安林整備事業 稲子 40             - 11                      

50 長野県 川上村 保安林整備事業 梓久保 57             - 12                      

51 長野県 御代田町 保安林整備事業 広戸 10             - 10                      事業着手

52 長野県 青木村 保安林整備事業 青木 140            - 19                      

53 長野県 伊那市 保安林整備事業 高遠 40             - 8                        

54 長野県 駒ケ根市 保安林整備事業 大曽倉 93             - 15                      

55 長野県 中川村 保安林整備事業 中川 72             - 7                        

56 長野県 阿智村 保安林整備事業 清内路 25             - 10                      

57 長野県 木曽町 保安林整備事業 三岳 46             - 10                      

 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



長野　補助　 - 6

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）

58 長野県 南木曽町 保安林整備事業 蘭 16             - 16                      事業着手

59 長野県 南木曽町 保安林整備事業 塚野 16             - 9                        事業着手

60 長野県 塩尻市 保安林整備事業 西原野山 20             - 3                        

61 長野県 麻績村 保安林整備事業 麻 11             - 2                        

62 長野県 小諸市 保安林整備事業 甲 1               - 1                        事業着手

63 長野県 佐久市 保安林整備事業 常和 1               - 1                        事業着手

64 長野県 上田市 保安林整備事業 上田 18             - 18                      事業着手

65 長野県 青木村 保安林整備事業 青木 6               - 6                        事業着手

66 長野県 松川町 保安林整備事業 松川 4               - 4                        事業着手

67 長野県 高森町 保安林整備事業 大島山 6               - 6                        事業着手

68 長野県 阿南町 保安林整備事業 和合 1               - 1                        事業着手

69 長野県 阿智村 保安林整備事業 阿智 2               - 2                        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



長野　補助　 - 7

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）

70 長野県 下條村 保安林整備事業 下條 4               - 4                        事業着手

71 長野県 売木村 保安林整備事業 岩倉 2               - 2                        事業着手

72 長野県 天龍村 保安林整備事業 天龍 2               - 2                        事業着手

73 長野県 泰阜村 保安林整備事業 三耕地 6               - 6                        事業着手

74 長野県 喬木村 保安林整備事業 阿島 1               - 1                        事業着手

75 長野県 豊丘村 保安林整備事業 豊丘 1               - 1                        事業着手

76 長野県 南木曽町 保安林整備事業 与川 2               - 2                        事業着手

77 長野県 木祖村 保安林整備事業 鳥居峠 1               - 1                        事業着手

78 長野県 池田町 保安林整備事業 東山 4               - 4                        事業着手

79 長野県 小谷村 保安林整備事業 姫川 4               - 4                        事業着手

80 長野県 大町市 保安林整備事業 藤 2               - 2                        事業着手

81 長野県 長野市 保安林整備事業 鬼無里 2               - 2                        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



長野　補助　 - 8

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）

82 長野県 長野市 保安林整備事業 麓原 1               - 1                        事業着手

83 長野県 須坂市 保安林整備事業 仙仁山 9               - 9                        事業着手

84 長野県 千曲市 保安林整備事業 大洞 2               - 2                        事業着手

85 長野県 長野市 保安林整備事業 田之頭 1               - 1                        事業着手

86 長野県 長野市 保安林整備事業 瀬戸 1               - 1                        事業着手

87 長野県 高山村 保安林整備事業 牧 2               - 2                        事業着手

88 長野県 高山村 保安林整備事業 奥山田 2               - 2                        事業着手

89 長野県 中野市 保安林整備事業 道灌山 5               - 5                        事業着手

90 長野県 飯山市 保安林整備事業 上の原 2               - 2                        事業着手

91 長野県 栄村 保安林整備事業 平滝 3               - 3                        事業着手

92 長野県 岡谷市 林業専用道等整備事業 赤渋山線 30             - 30                      事業着手

93 長野県 飯田市 林業専用道等整備事業 千遠線 22             - 22                      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



長野　補助　 - 9

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）

94 長野県 佐久市 林業専用道等整備事業 春日線 33             - 13                      事業着手

95 長野県 安曇野市 林業専用道等整備事業 烏川線 27             - 27                      

96 長野県 飯島町 林業専用道等整備事業 横根山線 58             - 19                      

97 長野県 中川村 林業専用道等整備事業 陣馬形線 93             - 32                      

98 長野県 中川村 林業専用道等整備事業 黒牛折草峠線 51             - 26                      

99 長野県 豊丘村 林業専用道等整備事業 大島虻川線 94             - 94                      事業着手

100 長野県 信濃町 林業専用道等整備事業 古海線 136            - 18                      事業着手

101 長野県 木島平村 林業専用道等整備事業 清水平線 30             - 21                      

102 長野県 栄村 林業専用道等整備事業 秋山線 44             - 12                      

103 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川下流 2,658         5.07           133                    

104 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中部山岳 8,518         3.71           425                    

105 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川上流 5,235         3.68           261                    

 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



長野　補助　 - 10

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）

106 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

伊那谷 11,881         5.72             592                       

107 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

木曽谷 2,730           7.55             136                       

（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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費

（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。



長野　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 長野県 直轄治山事業 松川入地区 28,000
山腹工 242ha、渓間工 182
基

2.27 138                 

（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



長野　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 長野県 上田市 復旧治山事業 大倉 107            － 50                      

2 長野県 飯田市 復旧治山事業 上河原 260            － 45                      

3 長野県 天龍村 復旧治山事業 中井侍 94             － 35                      

4 長野県 木祖村 復旧治山事業 薮沢 343            － 54                      

5 長野県 池田町 復旧治山事業 権現沢 70             － 58                      

6 長野県 小谷村 復旧治山事業 大なで沢 134            － 48                      

7 長野県 小谷村 復旧治山事業 下里瀬 400            － 191                    事業着手

8 長野県 箕輪町 地すべり防止事業 日影入 864            － 96                      

9 長野県 長野市 地すべり防止事業 新安 449            － 48                      

10 長野県 長野市 地すべり防止事業 七久保 1,672         2.10           58                      

（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



長野　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 長野県 農山漁村地域整備交付金 4,128                   

（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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