
三重　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 三重県 多気町
農業競争力強化基盤整備
事業

野中・成川 428            - 10                      

2 三重県 伊勢市
農業競争力強化基盤整備
事業

小俣 2,101         1.28           100                    

3 三重県 明和町
農業競争力強化基盤整備
事業

斎宮 1,583         1.20           50                      

4 三重県 鈴鹿市
農業競争力強化基盤整備
事業

鈴鹿川沿岸６期 2,190         1.22           200                    

5 三重県
多気町、玉城
町

農業競争力強化基盤整備
事業

宮川１工区 2,400         1.09           100                    

6 三重県
伊賀市、名張
市

農業競争力強化基盤整備
事業

青蓮寺用水 370            - 5                        

7 三重県 津市
農業競争力強化基盤整備
事業

安濃川 590            - 10                      

8 三重県 亀山市 農業基盤整備促進事業 宿屋 25             - 25                      事業着手

9 三重県 津市 農業基盤整備促進事業 七郷池 8               - 8                        事業着手

10 三重県 多気町
農業水利施設保全合理化
事業

立梅 400            - 50                      

11 三重県 玉城町
農業水利施設保全合理化
事業

野篠 200            - 20                      

12 三重県 伊賀市
農業水利施設保全合理化
事業

伊賀北部 300            - 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
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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）

13 三重県
いなべ市、東
員町

農業水利施設保全合理化
事業

六把野井水 400            - 50                      

14 三重県 東員町
農業水利施設保全合理化
事業

神田 130            - 5                        

15 三重県 伊賀市 地すべり対策事業 府中６期 800            - 36                      

16 三重県 津市
震災対策農業水利施設整
備事業

小古曽池 260            - 77                      

17 三重県 桑名市
震災対策農業水利施設整
備事業

池の谷溜池 160            - 10                      

18 三重県 多気町
震災対策農業水利施設整
備事業

上池 250            - 10                      

19 三重県 紀宝町
震災対策農業水利施設整
備事業

鴛鴦池 176            - 10                      

20 三重県 桑名市
震災対策農業水利施設整
備事業

長島中部 1,200         1.65           130                    

21 三重県 桑名市 農村地域防災減災事業 大鳥居 500            - 10                      

22 三重県 木曽岬町 農村地域防災減災事業 木曽岬 960            - 15                      

23 三重県 木曽岬町 農村地域防災減災事業 源緑輪中 984            - 30                      

24 三重県 志摩市 農村地域防災減災事業 阿児 690            - 26                      

 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）

25 三重県 松阪市 農村地域防災減災事業 一志南部１期 810            - 60                      

26 三重県
名張市、伊賀
市

農村地域防災減災事業 新田５期 175            - 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
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。
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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）

27 三重県 津市 復旧治山事業 奥新田 260            - 10                      

28 三重県 津市 復旧治山事業 大宮戸 216            - 97                      

29 三重県 松阪市 復旧治山事業 西俣 208            - 23                      

30 三重県 松阪市 復旧治山事業 州ノ木 201            - 38                      

31 三重県 大台町 復旧治山事業 持山谷 901            - 203                    事業着手

32 三重県 大台町 復旧治山事業 始神谷 727            - 254                    

33 三重県 大台町 復旧治山事業 滝又 549            - 153                    

34 三重県 大台町 復旧治山事業 東又谷 955            - 254                    事業着手

35 三重県 伊賀市 復旧治山事業 大谷 196            - 79                      

36 三重県 紀北町 復旧治山事業 北又２ 211            - 121                    事業着手

37 三重県 尾鷲市 復旧治山事業 北山 171            - 127                    事業着手

38 三重県 熊野市 復旧治山事業 ヌタ山 163            - 56                      

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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名
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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）

39 三重県 紀北町 水源森林再生対策事業 下河内 725            - 26                      

40 三重県 大台町
水源の里保全緊急整備事
業

大村谷 459            - 122                    

41 三重県 伊賀市 保安林整備事業 観節 27             - 27                      事業着手

42 三重県 紀北町 保安林整備事業 南又 39             - 39                      事業着手

43 三重県 尾鷲市 保安林整備事業 奥灰ノ山 12             - 12                      事業着手

44 三重県 熊野市 保安林整備事業 本郷 9               - 9                        事業着手

45 三重県 熊野市 保安林整備事業 火保 7               - 7                        事業着手

46 三重県 熊野市 保安林整備事業 今場 6               - 6                        事業着手

47 三重県 熊野市 保安林整備事業 桑谷 3               - 3                        事業着手

48 三重県 熊野市 保安林整備事業 高瀬山 32             - 32                      事業着手

49 三重県 熊野市 保安林整備事業 枝谷 3               - 3                        事業着手

50 三重県 熊野市 保安林整備事業 浅里山 12             - 12                      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
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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）

51 三重県 熊野市 保安林整備事業 花鏡 11             - 11                      事業着手

52 三重県 紀北町 保安林整備事業 大野内 8               - 8                        事業着手

53 三重県 尾鷲市 保安林整備事業 汐の坂 16             - 16                      事業着手

54 三重県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

伊賀 148            - 15                      

55 三重県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北伊勢 638            - 65                      

56 三重県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

南伊勢 759            - 78                      

57 三重県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

尾鷲熊野 972            - 100                    

（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。

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。

 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
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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）

58 三重県 水産環境整備事業 三重保全二期 8,260         1.20           471                    

59 三重県 水産環境整備事業 三重漁場二期 1,078         1.56           65                      
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

60 三重県 漁港施設機能強化事業 明和等沿岸 1,990         1.06           152                    

61 三重県 漁港施設機能強化事業 神島 1,315         1.63           148                    

62 三重県 鳥羽市 漁港関連道整備事業 桃取 1,600         1.45           160                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

（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）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 三重県 松阪市 復旧治山事業 栗又 100            － 55                      

2 三重県 松阪市 復旧治山事業 赤岩 178            － 27                      

3 三重県 大台町 復旧治山事業 島谷 367            － 83                      

4 三重県 紀北町 復旧治山事業 南又４ 424            － 85                      

5 三重県 御浜町 復旧治山事業 明神滝 728            － 93                      

6 三重県 松阪市 水源森林再生対策事業 布引谷 663            － 111                    

（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
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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）

7 三重県 漁港施設機能強化事業 明和等沿岸 1,990            1.06 308

（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
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交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 三重県 農山漁村地域整備交付金 1,580                   

（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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