
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 静岡県
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

牧之原 1,620         
取水工（改修）　１ヶ所
揚水機場（改修）　１ヶ所
用水路（改修）　L=92.4km

1.25           60                   

（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

静岡　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 静岡県 直轄治山事業 大井川地区 29,175        
山腹工 176ha、渓間工 317
基

3.00           130                 

3 静岡県 復旧治山事業 杉ノ沢 400            山腹工4.93ha、渓間工2基 - 82                   

4 静岡県 復旧治山事業
稲取
（白田川）

388            山腹工1.02ha、渓間工13基 - 100                 

5 静岡県 復旧治山事業 西日影沢 905            山腹工1.85ha、渓間工3基 - 130                 

6 静岡県 保安林整備事業 静岡 31             森林整備97.00ha - 31                   

7 静岡県 保安林整備事業 大鍋 15             森林整備46.00ha - 15                   

8 静岡県
森林環境保全整備事
業

富士 888            
更新面積101ha、保育面積
1,336ha、路網開設延長
1.2km

- 81                   

9 静岡県
森林環境保全整備事
業

伊豆 632            
更新面積41ha、保育面積
206ha、路網開設延長4.2km

- 68                   

 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

静岡　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

10 静岡県
森林環境保全整備事
業

天竜 847            
更新面積149ha、保育面積
846ha、路網開設延長8.5km

- 28                   

（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。

静岡　直轄 - 3



機構営事業（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
静岡県
愛知県

水資源機構かんがい
排水事業

豊川用水二期 113,026      

水路改築：
　用水路L=89kmほか
大規模地震対策：
　用水路L=38kmほか
石綿管除去対策：
　用水路L=414km

1.31           1,000              

（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

静岡　機構 - 1



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 静岡県 掛川市
農業水利施設保全合理化
事業

大井川用水遊家・家
代

879            - 10                      事業着手

2 静岡県 掛川市
農業水利施設保全合理化
事業

大井川用水沖之須 916            - 10                      事業着手

3 静岡県 牧之原市 農村地域防災減災事業 坂下池 67             - 5                        

4 静岡県

富士宮市、掛
川市、浜松
市、富士市、
牧之原市、焼
津市、磐田
市、藤枝市、
御前崎市、袋
井市

農村地域防災減災事業 静岡 8,827         1.02           154                    

5 静岡県 富士市 農村地域防災減災事業 沼川水系 282            - 20                      事業着手

6 静岡県 静岡市 農村地域防災減災事業 下川原 83             - 5                        事業着手

7 静岡県 静岡市 農村地域防災減災事業 三亀ヶ谷池 115            - 40                      事業着手

8 静岡県
磐田市、掛川
市、袋井市

農村地域防災減災事業 中遠 592            - 32                      事業着手

9 静岡県 浜松市 農村地域防災減災事業 引佐南部 203            - 15                      

10 静岡県 島田市 農村地域防災減災事業 松島志戸呂２期 188            - 15                      

 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

静岡　補助 - 1



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）

 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

11 静岡県 静岡市 農村地域防災減災事業 西山寺２期 452            - 5                        事業着手

12 静岡県 浜松市 農村地域防災減災事業 和泉２期 196            - 15                      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。

静岡　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）

13 静岡県 小山町 復旧治山事業 上野(奥の沢) 300            - 40                      

14 静岡県 小山町 復旧治山事業 大御神(ガラン沢) 94             - 32                      

15 静岡県 小山町 復旧治山事業 上野(北山) 170            - 47                      

16 静岡県 藤枝市 復旧治山事業 滝沢(菩提山市ノ沢) 410            - 30                      

17 静岡県 川根本町 復旧治山事業 東藤川(平栗) 124            - 33                      

18 静岡県 川根本町
奥地保安林保全緊急対策
事業

東藤川(幡住) 210            - 20                      

19 静岡県 川根本町
奥地保安林保全緊急対策
事業

久野脇(西又) 167            - 25                      

20 静岡県 浜松市 復旧治山事業 長蔵寺(中羽根） 89             - 28                      

21 静岡県 静岡市 復旧治山事業 坂本（カギワ沢） 340            - 40                      事業着手

22 静岡県 浜松市 復旧治山事業 戸倉(大クナ) 110            - 28                      

23 静岡県 島田市 林業専用道等整備事業 京柱線 200            - 48                      

24 静岡県 磐田市 林業専用道等整備事業 獅子ヶ鼻線 66             - 15                      

 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

静岡　補助 - 3



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

25 静岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

静岡 850             - 98                      

26 静岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

富士 451             - 53                      

27 静岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

伊豆 156             - 18                      

28 静岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

天竜 894             - 107                    

（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。

静岡　補助 - 4



直轄事業（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 静岡県 国営かんがい排水事業
大井川用水
（二期）

34,500        
頭首工 １ヶ所
用水路 L=17.8km
末端水路 L=74.2km

1.39           800                 

（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

静岡　直轄(ゼロ国) - 1



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）

2 静岡県 直轄治山事業 大井川地区 29,175        
山腹工 176ha、渓間工 317
基

3.00           117                 

3 静岡県 復旧治山事業
大崩地区
（山ノ神崩）

985            山腹工4.63ha、渓間工4基 - 100                 

4 静岡県 復旧治山事業
ヤグラ沢地区
（ヨモギ崩）

821            山腹工3.26ha、渓間工3基 - 92                   

5 静岡県 復旧治山事業 平森山地区 400            山腹工4.77ha、渓間工4基 - 70                   

6 静岡県 復旧治山事業 伽藍沢地区 270            山腹工0.40ha、渓間工4基 - 60                   

（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

静岡　直轄(ゼロ国) - 2



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 静岡県 磐田市
農業競争力強化基盤整備
事業

天竜川下流寺谷 6,630         1.07           16                      

2 静岡県 静岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

茂畑 4,122         1.07           22                      

3 静岡県 静岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

加瀬沢 3,388         1.24           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。

 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

静岡　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）

4 静岡県 小山町 復旧治山事業 大御神(綱山) 150            - 90                      

5 静岡県 富士宮市 復旧治山事業 猪之頭（内野） 390            - 87                      

6 静岡県 静岡市 復旧治山事業 大原(森) 237            - 59                      

7 静岡県 川根本町 復旧治山事業 久保尾(向井大沢) 94             - 33                      

8 静岡県 掛川市 復旧治山事業 居尻（大尾沢） 99             - 47                      

9 静岡県 浜松市 復旧治山事業
春野町田河内(センジ
キ沢)

106            - 31                      

10 静岡県 浜松市 復旧治山事業 杉（大沢） 205            - 35                      

11 静岡県 浜松市 復旧治山事業 相月（キイナマ） 199            - 63                      

12 静岡県 静岡市 復旧治山事業 小布杉（平戸） 70             - 21                      

13 静岡県 浜松市 復旧治山事業 水窪町奥領家(塩沢） 80             - 29                      

（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

静岡　補助(ゼロ国) - 2


