
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
和歌山県
奈良県

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対
策事業）

大和紀伊平野
（二期）

55,367        
頭首工 4ヶ所
用水路 Ｌ＝203.8km
揚水機場 2ヶ所

1.03           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 全体事業費 主要工事計画

和歌山　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 和歌山県 直轄治山事業 紀伊田辺地区 5,550         山腹工 17ha、渓間工 41基 2.01           300                 

3 和歌山県 復旧治山事業 白見谷 260            渓間工2基 - 150                 

4 和歌山県 水源地域整備事業 中股谷川 25             山腹工0.16ha - 25                   

5 和歌山県 保安林整備事業 白見谷 15             森林整備51.55ha - 15                   

6 和歌山県
森林環境保全整備事
業

紀北 387            
更新面積68ha、保育面積
706ha、路網整備開設延長
0.4km

- 85                   

7 和歌山県
森林環境保全整備事
業

紀南 587            
更新面積57ha、保育面積
1,457ha、路網整備開設延長
1.5km

- 6                     

（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

和歌山　直轄 - 2



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 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 紀の川 158            - 12                      

2 和歌山県 御坊市 農村地域防災減災事業 北吉田 293            - 25                      

3 和歌山県 日高町 農村地域防災減災事業 日高 364            - 20                      

4 和歌山県 田辺市 農村地域防災減災事業 田辺 149            - 77                      

5 和歌山県 有田川町 農村地域防災減災事業 畦田２期 328            - 25                      

6 和歌山県 紀美野町 農村地域防災減災事業 永谷２期 246            - 20                      

7 和歌山県 みなべ町 農村地域防災減災事業 晩稲熊岡 957            - 10                      

（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

和歌山　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）

8 和歌山県 日高川町 復旧治山事業 寒川 412            - 38                      

9 和歌山県 上富田町 復旧治山事業 岡 82             - 52                      

10 和歌山県 紀美野町
奥地保安林保全緊急対策
事業

毛原上 25             - 10                      事業着手

11 和歌山県 田辺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

本宮町 三越 井谷 外 31             - 12                      事業着手

12 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀南 3,927         10.39         113                    

13 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀北 781            - 22                      

14 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀中 1,896         8.46           54                      

（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

和歌山　補助 - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

15 和歌山県 和歌山市 水産流通基盤整備事業 雑賀崎 4,905         1.07           140                    

（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

和歌山　補助 - 3



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
和歌山県
奈良県

国営かんがい排水事業
第二十津川
紀の川

21,200        
ダム 2ヶ所
頭首工 5ヶ所

1.04           100                 

2
和歌山県
奈良県

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対
策事業）

大和紀伊平野
（二期）

55,367        
頭首工 4ヶ所
用水路 Ｌ＝203.8km
揚水機場 2ヶ所

1.03           900                 

（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

和歌山　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）

3 和歌山県 直轄治山事業 紀伊田辺地区 5,550         山腹工 17ha、渓間工 41基 2.01           360                 

4 和歌山県 復旧治山事業 権現山１０３ 280            山腹工0.61ha - 110                 

（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

和歌山　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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 和歌山県 かつらぎ町 復旧治山事業 花園北寺 302            - 108                    

2 和歌山県 田辺市 復旧治山事業 龍神村丹生ノ川 109            - 37                      

3 和歌山県 新宮市 復旧治山事業 熊野川町鎌塚 370            - 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

和歌山　補助(ゼロ国) - 1


