
直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （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                 

（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 - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2
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           50                   

3 長野県 復旧治山事業 保科山（大沢） 301 山腹工0.49ha、渓間工3.0基 - 26                   

4 長野県 復旧治山事業 唐松沢 850 山腹工4.50ha - 134                 

5 長野県 復旧治山事業 中の湯 312 山腹工2.30ha - 45                   

6 長野県 復旧治山事業 大月川(渋裏沢) 349 山腹工1.64ha、渓間工7.0基 - 25                   

7 長野県 復旧治山事業 大月川 349 山腹工1.64ha、渓間工7.0基 - 38                   

8 長野県 復旧治山事業 藪沢 245 山腹工0.67ha、渓間工7.0基 - 48                   

9 長野県 復旧治山事業 東谷２ 425 山腹工0.90ha、渓間工1.0基 - 46                   

10 長野県 復旧治山事業 センミ沢 282 山腹工1.08ha、渓間工10.0基 - 66                   

 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 主要工事計画

長野　直轄 - 2



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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 主要工事計画

11 長野県 復旧治山事業 塩沢 165 山腹工0.74ha、渓間工5.0基 - 72                   

12 長野県 復旧治山事業
柿其-14（柿其本
谷）

231 山腹工0.91ha、渓間工4.0基 - 61                   

13 長野県 復旧治山事業
蛇洞沢（上村蛇
洞沢）

260 山腹工1.91ha、渓間工4.0基 - 31                   

14 長野県 復旧治山事業 トチボラ沢 448 山腹工2.13ha、渓間工6.0基 - 47                   

15 長野県 水源地域整備事業 馬曲川 612 山腹工3.50ha、渓間工9.0基 - 19                   

16 長野県
森林環境保全整備事
業

中部山岳 1,872         
更新面積26ｈａ、保育面積
3,249ha、路網開設延長7.2ｋ
ｍ

7.56           51                   

17 長野県
森林環境保全整備事
業

千曲川上流 1,603         
更新面積100ｈａ、保育面積
4,645ha、路網開設延長6.9ｋ
ｍ

14.04         242                 

18 長野県
森林環境保全整備事
業

伊那谷 977            
更新面積45ｈａ、保育面積
2,495ha、路網開設延長38.7
ｋｍ

- 65                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

19 長野県
森林環境保全整備事
業

木曽谷(木曽署） 3,964         
更新面積407ｈａ、保育面積
4,420ha、路網開設延長10.4
ｋｍ

9.79           134                 

長野　直轄 - 3



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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 主要工事計画

20 長野県
森林環境保全整備事
業

木曽谷(南木曽支
署)

2,208         
更新面積70ｈａ、保育面積
2,218ha、路網開設延長18.0
ｋｍ

6.62           298                 

（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。

長野　直轄 - 4



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （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           80                      

（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

長野　補助 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 長野県 茅野市 復旧治山事業 北山 510            - 50                      

3 長野県 飯田市 復旧治山事業 沢柄 230            - 47                      

4 長野県 阿智村 復旧治山事業 寒原 196            - 41                      事業着手

5 長野県 天龍村 復旧治山事業 所蛇川 166            - 45                      

6 長野県 天龍村 復旧治山事業 中井侍 94             - 20                      

7 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 上生野 375            - 45                      

8 長野県 安曇野市 保安林緊急改良事業 押野山 57             - 10                      事業着手

9 長野県 佐久市 保安林整備事業 内山 28             - 12                      

10 長野県 佐久市 保安林整備事業 協和 39             - 13                      事業着手

11 長野県 佐久市 保安林整備事業 広川原 6               - 6                        事業着手

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

13 長野県 立科町 保安林整備事業 詰久保 13             - 8                        

 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２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

14 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           59                      

15 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           184                    

16 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           113                    

17 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           254                    

18 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           59                      

（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。

長野　補助 - 3



直轄事業（平成２５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 小渋川地区 16,227        
山腹工 227ha、渓間工 613
基

3.77           98                   

2 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           61                   

3 長野県 復旧治山事業 上楠川（岩水沢） 271            山腹工0.59ha、渓間工13.0基 - 37

4 長野県 復旧治山事業 岩小屋沢 148            
渓間工1.0基、護岸工2.0基

- 75

5 長野県 復旧治山事業 瀬戸沢 756            山腹工7.59ha、渓間工2.0基 - 61

6 長野県 復旧治山事業
柿其川二又上流
（二又沢）

363            山腹工0.08ha、渓間工2.0基 - 91

7 長野県 復旧治山事業 黒川中流 403            山腹工1.41ha、渓間工4.0基 - 80

8 長野県 水源地域整備事業 カラ沢 189            山腹工0.59ha - 130

（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(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （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           48                      

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            - 63                      

（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

長野　補助(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 長野県 上田市 復旧治山事業 霊泉寺 120            - 60                      

4 長野県 茅野市 復旧治山事業 北山 510            - 90                      

5 長野県 木祖村 復旧治山事業 大笹沢 160            - 60                      

6 長野県 木曽町 復旧治山事業 児野 200            - 100                    

7 長野県 木曽町 復旧治山事業 下殿 200            - 100                    

8 長野県 筑北村 復旧治山事業 胡桃沢 150            - 20                      

9 長野県 小谷村 復旧治山事業 馬越 94             - 94                      

10 長野県 小谷村 復旧治山事業 下里瀬 400            - 100                    

11 長野県 伊那市 地すべり防止事業 屋敷沢 362            - 70                      

12 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 長久保 980            - 54                      

13 長野県 岡谷市 水源森林再生対策事業 横川山 317            - 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。

 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

長野　補助(ゼロ国) - 2


