
福岡　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
福岡県
佐賀県

国営かんがい排水事業 筑後川下流 184,000      
 揚水機3ヶ所
 導水路L=27.8km
 制水工2ヶ所 ほか

1.11           333                 

2 福岡県
国営総合農地防災事
業

筑後川下流左岸 33,800        
クリーク（ため池 兼 用排兼
用水路）法面保護整備
L=70.3km

1.39           1,990               

3 福岡県
直轄海岸保全施設整
備事業

有明海東部 36,400
堤体工他L=14.3km
排水樋門4ヶ所ほか

2.48 600                 

（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



福岡　機構　 - 1

機構営事業（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 福岡県
水資源機構かんがい排
水事業

両筑平野用水二
期

18,242        
頭首工1式
用水路L=26kmほか

1.07           592                 

（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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画



福岡　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 福岡県 久留米市
農業競争力強化基盤整備
事業

住吉 616            - 100                    

2 福岡県 大牟田市
農業競争力強化基盤整備
事業

三池干拓 634            - 60                      

3
福岡県

（佐賀県）

久留米市
（みやき町、
上峰町）

農業競争力強化基盤整備
事業

三養基 6,500         1.15           35                      

4 福岡県 大刀洗町 農業基盤整備促進事業 三川 8               - 8                        事業着手

5 福岡県 大川市 農業基盤整備促進事業 大野島 198            - 198                    事業着手

6 福岡県 福津市 農村地域防災減災事業 福津 608            - 60                      

7 福岡県 宗像市 農村地域防災減災事業 宗像 352            - 58                      

8 福岡県 古賀市 農村地域防災減災事業 古賀 169            - 30                      

9 福岡県 小郡市 農村地域防災減災事業 小郡 344            - 82                      

10 福岡県 田川市 農村地域防災減災事業 田川 486            - 12                      

11 福岡県 広川町 農村地域防災減災事業 広川 333            - 35                      

12 福岡県 行橋市 農村地域防災減災事業 行橋 93             - 20                      

 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



福岡　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 福岡県
久留米市、筑
後市、広川町

農村地域防災減災事業 千間溝 169            - 22                      

14 福岡県
岡垣町、遠賀
町

農村地域防災減災事業 遠賀 279            - 53                      

15 福岡県 筑後市 農村地域防災減災事業 筑後西部 1,931         1.26           70                      

16 福岡県
筑後市、久留
米市、大木町

農村地域防災減災事業 筑後北部 2,168         1.88           130                    

17 福岡県 柳川市 農村地域防災減災事業 大和北部 684            - 75                      

18 福岡県 柳川市 農村地域防災減災事業 大和中部 3,531         1.77           125                    

19 福岡県
久留米市、大
川市、大木町

農村地域防災減災事業 大溝 3,268         1.66           200                    

（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



福岡　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）

20 福岡県 桂川町 復旧治山事業 狩野 130            - 33                      

21 福岡県 筑紫野市 復旧治山事業 山口 96             - 43                      

22 福岡県 大野城市 復旧治山事業 牛頸 189            - 31                      

23 福岡県 糸島市 復旧治山事業 川原 125            - 20                      

24 福岡県 福津市 防災林造成事業 花見が浜３丁目 154            - 40                      

25 福岡県
久留米市・う
きは市

水源森林再生対策事業 田主丸町・吉井町 934            - 113                    

26 福岡県 筑紫野市 水源森林再生対策事業 平等寺 430            - 55                      

27 福岡県 添田町 水源森林再生対策事業 落合 267            - 111                    

28 福岡県 みやこ町 復旧治山事業 喜多良１ 197            - 50                      

29 福岡県 篠栗町 復旧治山事業 蛇ヶ谷 103            - 17                      

30 福岡県 北九州市 復旧治山事業 小倉南区貫（１） 136            - 75                      事業着手

31 福岡県 糸島市 保安林緊急改良事業 志摩野北 31             - 31                      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



福岡　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）

32 福岡県 朝倉市 保安林緊急改良事業 千手字安養寺(2) 10             - 10                      事業着手

33 福岡県 東峰村 保安林緊急改良事業 小石原鼓字赤藪　外 13             - 13                      事業着手

34 福岡県 飯塚市 保安林緊急改良事業 内住字福ヶ谷 6               - 6                        事業着手

35 福岡県 宮若市 保安林緊急改良事業 三ヶ畑字五郎ヶ畑 外 24             - 24                      事業着手

36 福岡県 添田町 保安林緊急改良事業 英彦山 4               - 4                        事業着手

37 福岡県 添田町 保安林緊急改良事業 津野 10             - 10                      事業着手

38 福岡県 八女市 保安林緊急改良事業
上陽町上横山字タシ
ノ尾

5               - 5                        事業着手

39 福岡県 大野城市 復旧治山事業 牛頸（２） 77             - 15                      

40 福岡県 篠栗町 復旧治山事業 桐ノ木谷 108            - 49                      

41 福岡県 行橋市 保安林緊急改良事業 稲童 6               - 6                        事業着手

42 福岡県 豊前市 保安林緊急改良事業 岩屋 6               - 6                        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



福岡　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）

43 福岡県 みやこ町 保安林緊急改良事業 犀川帆柱 15             - 15                      事業着手

44 福岡県 上毛町 保安林緊急改良事業 西友枝 5               - 5                        事業着手

45 福岡県 篠栗町 復旧治山事業 篠栗地区 108            - 69                      事業着手

46 福岡県 那珂川町 復旧治山事業 西畑地区 70             - 49                      事業着手

47 福岡県 うきは市 復旧治山事業 浮羽地区 164            - 65                      事業着手

48 福岡県 東峰村 復旧治山事業 福井地区 75             - 50                      事業着手

49 福岡県 朝倉市 復旧治山事業 黒川地区　外 202            - 78                      事業着手

50 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 上畑地区　外 180            - 90                      事業着手

51 福岡県 北九州市 復旧治山事業 小倉南区朽網地区 165            - 146                    事業着手

52 福岡県 添田町 復旧治山事業 落合地区　外 186            - 101                    事業着手

53 福岡県 福智町 復旧治山事業 上野地区 100            - 28                      

54 福岡県 八女市 復旧治山事業 星野地区　外 289            - 289                    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



福岡　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）

55 福岡県 みやこ町 復旧治山事業 犀川地区 186            - 84                      事業着手

56 福岡県 豊前市 復旧治山事業 中川底地区 102            - 17                      

57 福岡県 筑紫野市 保安林整備事業 香園　外 1               - 1                        事業着手

58 福岡県 大野城市 保安林整備事業 牛頸 2               - 2                        事業着手

59 福岡県 宗像市 保安林整備事業 神湊 33             - 33                      事業着手

60 福岡県 古賀市 保安林整備事業 古賀　外 2               - 2                        事業着手

61 福岡県 福津市 保安林整備事業 花見が浜３丁目 1               - 1                        事業着手

62 福岡県 糸島市 保安林整備事業 二丈吉井　外 3               - 3                        事業着手

63 福岡県 那珂川町 保安林整備事業 南面里 3               - 3                        事業着手

64 福岡県 久山町 保安林整備事業 久原 1               - 1                        事業着手

65 福岡県 久留米市 保安林整備事業 御井町　外 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

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
番号



福岡　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）

66 福岡県 うきは市 保安林整備事業 浮羽町妹川　外 10             - 10                      事業着手

67 福岡県 朝倉市 保安林整備事業 江川　外 7               - 7                        事業着手

68 福岡県 東峰村 保安林整備事業 宝珠山　外 3               - 3                        事業着手

69 福岡県 北九州市 保安林整備事業 小倉南区大字貫　外 17             - 17                      事業着手

70 福岡県 飯塚市 保安林整備事業 内住 外 5               - 5                        事業着手

71 福岡県 宮若市 保安林整備事業 三ヶ畑 外 9               - 9                        事業着手

72 福岡県 添田町 保安林整備事業 添田 外 25             - 25                      事業着手

73 福岡県 川崎町 保安林整備事業 安眞木 9               - 9                        事業着手

74 福岡県 添田町 保安林整備事業 津野 1               - 1                        事業着手

75 福岡県 八女市 保安林整備事業 黒木町笠原 外 10             - 10                      事業着手

76 福岡県 八女市 保安林整備事業 上陽町上横山 外 8               - 8                        事業着手

77 福岡県 八女市 保安林整備事業 矢部村北矢部 外 17             - 17                      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



福岡　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）

78 福岡県 八女市 保安林整備事業 星野村 12             - 12                      事業着手

79 福岡県 広川町 保安林整備事業 水原 外 2               - 2                        事業着手

80 福岡県 行橋市 保安林整備事業 稲童 外 2               - 2                        事業着手

81 福岡県 豊前市 保安林整備事業 岩屋 外 2               - 2                        事業着手

82 福岡県 苅田町 保安林整備事業 新津 外 6               - 6                        事業着手

83 福岡県 みやこ町 保安林整備事業 犀川帆柱 外 3               - 3                        事業着手

84 福岡県 築上町 保安林整備事業 寒田 外 5               - 5                        事業着手

85 福岡県 上毛町 保安林整備事業 東上 外 8               - 8                        事業着手

86 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

遠賀川 3,243         3.61           255                    

87 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

福岡 993            - 78                      

88 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

筑後・矢部川          3,777          10.05                     297

（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。



福岡　補助　 - 9

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）

89 福岡県 水産環境整備事業 福岡有明海 9,000         1.53           1,945                  

90 福岡県 水産環境整備事業 福岡筑前海 2,842         1.64           233                    

91 福岡県 宗像市 水産流通基盤整備事業 鐘崎 3,898         1.80           80                      

92 福岡県 行橋市 水産生産基盤整備事業 沓尾 4,235         1.16           168                    

93 福岡県 糸島市 水産生産基盤整備事業 船越 2,262         1.39           31                      
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

94 福岡県 柳川市 水産生産基盤整備事業 中島 2,338         1.33           15                      

95 福岡県 北九州市 水産生産基盤整備事業 藍島 903            － 44                      

96 福岡県 漁港施設機能強化事業 小呂島 600            － 160                    

（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



福岡　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 福岡県 桂川町 復旧治山事業 狩野 130            － 30                      

2 福岡県 糸島市 復旧治山事業 川原 125            － 42                      

3 福岡県
久留米市・う
きは市

水源森林再生対策事業 田主丸町・吉井町 934            － 36                      

4 福岡県 嘉麻市
奥地保安林保全緊急対策
事業

泉河内 92             － 35                      

5 福岡県 久留米市 復旧治山事業 山本地区 75             － 30                      事業着手

6 福岡県 うきは市 復旧治山事業 浮羽地区 90             － 30                      事業着手

7 福岡県 添田町 復旧治山事業 津野地区 73             － 43                      事業着手

8 福岡県 八女市 復旧治山事業 星野地区　外 263            － 263                    事業着手

9 福岡県 北九州市 保安林緊急改良事業 八幡西区 7               － 7                        事業着手

（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



福岡　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 福岡県 農山漁村地域整備交付金 1,884                   

（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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