
大分　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 大分県 由布市 地すべり対策事業 花合野第１ 1,307         2.61           8                        

2 大分県 由布市 地すべり対策事業 花合野第２ 930            - 30                      

3 大分県 宇佐市 地すべり対策事業 田平第２ 410            - 15                      

4 大分県 日田市 地すべり対策事業 坂ノ下第２ 500            - 13                      

5 大分県 由布市 地すべり対策事業 花合野第３ 680            - 72                      

6 大分県 杵築市
震災対策農業水利施設整
備事業

白水 185            - 10                      

7 大分県 杵築市
震災対策農業水利施設整
備事業

弘安寺 152            - 20                      

8 大分県 杵築市
震災対策農業水利施設整
備事業

大久保 94             - 20                      

9 大分県 宇佐市 農村地域防災減災事業 中山大池 95             - 5                        

10 大分県 豊後高田市 農村地域防災減災事業 恵良池 144            - 30                      

11 大分県 大分市 農村地域防災減災事業 下弓舟溜池 125            - 20                      

12 大分県 由布市 農村地域防災減災事業 上影戸溜池 76             - 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



大分　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 大分県 豊後高田市 農村地域防災減災事業 焼山溜池 147            - 10                      

14 大分県 宇佐市 農村地域防災減災事業 東両川 114            - 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。

（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



大分　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）

15 大分県 日田市 復旧治山事業 大平 315            - 86                      

16 大分県 別府市 復旧治山事業 長谷川 168            - 110                    

17 大分県 別府市 復旧治山事業 寒原 170            - 70                      事業着手

18 大分県 臼杵市 復旧治山事業 細枝 80             - 80                      事業着手

19 大分県 由布市 復旧治山事業 平連 75             - 75                      事業着手

20 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大刈野 210            - 87                      事業着手

21 大分県 佐伯市 復旧治山事業 サコノ迫 180            - 41                      事業着手

22 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大中尾 132            - 57                      事業着手

23 大分県 中津市 復旧治山事業 辻 200            - 71                      事業着手

24 大分県 中津市 復旧治山事業 堤ヶ迫 200            - 60                      事業着手

25 大分県 中津市 復旧治山事業 立岩作 200            - 51                      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



大分　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）

26 大分県 中津市 復旧治山事業 不動口 476            - 109                    事業着手

27 大分県 中津市 復旧治山事業 永見 100            - 75                      事業着手

28 大分県 中津市 復旧治山事業 フウノ木 128            - 33                      

29 大分県 由布市 地すべり防止事業 倉本 900            - 15                      

30 大分県 竹田市 保安林整備事業 植木三宅山 4               - 4                        事業着手

31 大分県 中津市 水源森林再生対策事業 槻木　外 285            - 28                      

32 大分県 中津市
水源の里保全緊急整備事
業

上ノ原 73             - 32                      

33 大分県 大分市 林業専用道等整備事業 入蔵大峠１号線 248            - 45                      

34 大分県 大分市 林業専用道等整備事業 入蔵大峠２号線 470            - 30                      

35 大分県 佐伯市 林業専用道等整備事業 竹ノ河内線 122            - 10                      

36 大分県 佐伯市 林業専用道等整備事業 提内簾山線 47             - 10                      

37 大分県 佐伯市 林業専用道等整備事業 船河内２号線 120            - 10                      

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



大分　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）

38 大分県 佐伯市 林業専用道等整備事業 土屋原線 120            - 10                      

39 大分県 竹田市 林業専用道等整備事業 三宅山線 457            - 32                      

40 大分県 宇佐市 林業専用道等整備事業 烏帽子線 10             - 10                      

41 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分北部 5,854         4.79           256                    

42 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分中部 5,952         5.20           261                    

43 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分南部 5,777         5.33           253                    

44 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分西部          8,409            5.53                     368

（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



大分　補助　 - 6

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）

45 大分県 大分市 水産流通基盤整備事業 佐賀関 8,927         1.03           240                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

46 大分県 宇佐市 水産流通基盤整備事業 長州 3,067         1.26           60                      
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

47 大分県 中津市 水産生産基盤整備事業 中津 2,530         1.12           20                      
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

48 大分県 佐伯市 水産生産基盤整備事業 蒲江 1,711         1.39           60                      
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

49 大分県 水産環境整備事業 別府湾 3,293         1.53           230                    

50 大分県 水産環境整備事業 豊後水道北部 890            － 400                    事業着手

51 大分県 水産環境整備事業 国東 950            － 330                    

（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



大分　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 大分県 由布市 復旧治山事業 由布岳 720            － 73                      

2 大分県 竹田市 復旧治山事業 大障子A 82             － 13                      

3 大分県 佐伯市 復旧治山事業 アラヒラ 284            － 127                    

4 大分県 津久見市 復旧治山事業 赤木 153            － 40                      

5 大分県 日田市 復旧治山事業 平石 108            － 40                      

6 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大刈野 210            － 44                      

7 大分県 佐伯市 復旧治山事業 サコノ迫 180            － 36                      

8 大分県 中津市 復旧治山事業 辻 200            － 40                      

9 大分県 中津市 復旧治山事業 堤ヶ迫 200            － 40                      

10 大分県 中津市 復旧治山事業 立岩作 200            － 40                      

11 大分県 中津市 復旧治山事業 不動口 476            － 128                    

（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



大分　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 大分県 農山漁村地域整備交付金 3,076                   

（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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