
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）

1 福岡県 復旧治山事業 内住山 47             山腹工0.０８ha、渓間工３基 - 15                   

2 福岡県 保安林整備事業 横八 9               森林整備４０ha - 9                     

3 福岡県
森林環境保全整備事
業

遠賀川 975            
更新面積114ha、保育面積
561ha、路網整備開設延長
5.5km

- 35                   

4 福岡県
森林環境保全整備事
業

福岡 730            
更新面積78ha、保育面積
2,234ha、路網整備開設延長
3.5km

- 24                   

（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　直轄 - 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
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 5,594         1.15           20                      

2 福岡県 久留米市 農業基盤整備促進事業 城島２ 8               - 8                        事業着手

3 福岡県 岡垣町 農業基盤整備促進事業 新松原 3               - 3                        事業着手

4 福岡県 鞍手町 農業基盤整備促進事業 新延南区 13             - 13                      事業着手

5 福岡県 福智町 農業基盤整備促進事業 畑② 3               - 3                        事業着手

6 福岡県 柳川市 農業基盤整備促進事業 柳川北部２期 127            - 92                      

7 福岡県 大牟田市 農業基盤整備促進事業 大牟田昭和開 53             - 53                      事業着手

8 福岡県 筑後市 農業基盤整備促進事業 三橋･瀬高 365            - 150                    事業着手

9 福岡県 筑後市 農業基盤整備促進事業 三橋南部 315            - 150                    事業着手

10 福岡県 大川市 農業基盤整備促進事業 大川紅粉屋 136            - 136                    事業着手

11 福岡県 柳川市 農業基盤整備促進事業 大和町 620            - 77                      

 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 - 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

12 福岡県 大川市 農業基盤整備促進事業 大川北部 144            - 144                    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。

福岡　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 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           62                      

14 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

福岡 993            - 19                      

15 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 72                      

（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 - 3



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）

16 福岡県 宗像市 水産流通基盤整備事業 鐘崎 3,916         1.80           104                    

17 福岡県 糸島市 水産生産基盤整備事業 船越 2,262         1.25           100                    

18 福岡県 北九州市 水産生産基盤整備事業 藍島 903            - 185                    

（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 - 4



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 福岡県 復旧治山事業 御側山 133            山腹工0.14ha、渓間工５基 - 69                   

2 福岡県 復旧治山事業 古処山 170            山腹工0.36ha、渓間工４基 - 39                   

（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　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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 福岡県 八女市 復旧治山事業 黒木町椛山 138            - 96                      

2 福岡県 筑紫野市 復旧治山事業 山口 96             - 20                      

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 815            - 96                      

4 福岡県 添田町 水源森林再生対策事業 落合 267            - 40                      

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

6 福岡県 篠栗町 復旧治山事業 蛇ヶ谷 133            - 30                      

7 福岡県 那珂川町 復旧治山事業 小中 68             - 20                      

8 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 上畑（２） 90             - 30                      

9 福岡県 八女市 復旧治山事業 葛平（３） 98             - 58                      

10 福岡県 久留米市 復旧治山事業 東山 86             - 22                      

11 福岡県 八女市 復旧治山事業 浦山 96             - 56                      

 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(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）

 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

12 福岡県 八女市 復旧治山事業 立山 152            - 120                    

（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。

福岡　補助(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

13 福岡県 水産環境整備事業 福岡有明海 15,260        1.89           1,952                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増及び費用対効
果（B/C等）の改訂

（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) - 3


