
岩手　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岩手県 国営かんがい排水事業 和賀中部 18,500        

ダム取水口 1式
用水路 L=22.7km
既設ダムの権利取得 1式
　ほか

1.02 251                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：1,800百
万円

2 岩手県 国営かんがい排水事業 猿ヶ石川 5,610         
用水路 L=21.3km
取入施設 1式

1.39 253                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：880百万
円

3 岩手県 国営かんがい排水事業 和賀中央 21,500        
取水施設 1式
用水路 L=61.0km
排水路 L=1.6km

2.31           300                 事業着手

4 岩手県
国営かんがい排水事業
（全体実施設計）

岩手山麓 - - - 150                 

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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



岩手　直轄 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

5 岩手県 直轄地すべり防止事業 磐井川地区 15,422
集水井工 179基、排水トンネ
ル工1,873m、アンカー工 204
本、渓間工 114基

3.25 422                 

6 岩手県 復旧治山事業 橋場 23             渓間工1基 - 23                   

7 岩手県 水源地域整備事業 半崎 140            渓間工5基 - 42                   

8 岩手県 地すべり防止事業 尿前川第二 1,333         渓間工9基 2.97           557                 

9 岩手県 地すべり防止事業 鬼頭沢 300            山腹工1.4ha - 50                   

10 岩手県 保安林整備事業 兄川地区 35             森林整備128ha - 35                   

11 岩手県 保安林整備事業 日当地区 30             森林整備115ha - 30                   

12 岩手県 保安林整備事業 小槌川流域地区 25             森林整備92ha - 25                   

13 岩手県 保安林整備事業 山王海地区 17             森林整備60ha - 17                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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



岩手　直轄 - 3

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

14 岩手県 保安林整備事業 南前川山地区 12             森林整備43ha - 12                   

15 岩手県 保安林整備事業 恩徳地区 10             森林整備35ha - 10                   

16 岩手県 保安林整備事業 寺田第１地区 28             森林整備64ha - 28                   

17 岩手県 保安林整備事業 見内川山地区 26             森林整備93ha - 26                   

18 岩手県 保安林整備事業 大槌川流域地区 18             森林整備64ha - 18                   

19 岩手県 保安林整備事業 毛無森地区 10             森林整備30ha - 10                   

20 岩手県 保安林整備事業 附馬牛地区 16             森林整備56ha - 16                   

21 岩手県 保安林整備事業 寺田第２地区 28             森林整備101ha - 28                   

22 岩手県 保安林整備事業 摂待地区 27             森林整備101ha - 27                   



岩手　直轄 - 4

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

23 岩手県 保安林整備事業 矢櫃山地区 6               森林整備20ha - 6                     

24 岩手県 保安林整備事業 外山地区 10             森林整備39ha - 10                   

25 岩手県 保安林整備事業 川目地区 23             森林整備84ha - 23                   

26 岩手県 保安林整備事業 岳山地区 27             森林整備95ha - 27                   

27 岩手県 保安林整備事業 平山 16             森林整備63ha - 16                   

28 岩手県 保安林整備事業 早池峰山地区 20             森林整備71ha - 20                   

29 岩手県 保安林整備事業 織笠地区 24             森林整備88ha - 24                   

30 岩手県
森林環境保全整備事
業

馬淵川上流（岩
手北部署）

2,239
更新面積332ha、保育面積
2,590ha、路網整備開設延長
56.1km

3.43 256

31 岩手県
森林環境保全整備事
業

久慈・閉伊川（三
陸北部署）

3,493
更新面積541ha、保育面積
8,011ha、路網整備開設延長
30.0km

4.71 162



岩手　直轄 - 5

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

32 岩手県
森林環境保全整備事
業

久慈・閉伊川（久
慈支署）

1,781
更新面積95ha、保育面積
2,983ha、路網整備開設延長
44.4km

3.73 209

33 岩手県
森林環境保全整備事
業

大槌・気仙川 2,371
更新面積301ha、保育面積
6,079ha、路網整備開設延長
5.0km

7.56 241

34 岩手県
森林環境保全整備事
業

北上川上流 3,754
更新面積386ha、保育面積
9,412ha、路網整備開設延長
23.6km

4.47 255

35 岩手県
森林環境保全整備事
業

北上川中流（岩
手南部署）

2,682
更新面積537ha、保育面積
7,609ha、路網整備開設延長
31.1km

6.30 200
施業実施計画（５年毎に策
定）に掲げる全体事業量の
反映

36 岩手県
森林環境保全整備事
業

北上川中流（遠
野支署）

2,615
更新面積589ha、保育面積
7,573ha、路網整備開設延長
35.3km

4.17 203
施業実施計画（５年毎に策
定）に掲げる全体事業量の
反映

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。



岩手　補助 - 1

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

白山 4,005         1.38           48                      

2 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

古城 1,505         1.34           24                      

3 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

都鳥 1,443         1.12           12                      

4 岩手県 矢巾町
農業競争力強化基盤整備
事業

徳田第二 1,539         1.14           22                      

5 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

古城２期 1,780         1.34           22                      

6 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

都鳥２期 1,222         1.12           22                      

7 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

都鳥３期 1,458         1.12           119                    

8 岩手県 矢巾町
農業競争力強化基盤整備
事業

下矢次 518            - 14                      

9 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

南下幅北部 1,816         1.09           22                      

10 岩手県 北上市
農業競争力強化基盤整備
事業

和賀中部第四 2,826         1.12           1                        

11 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

藤里北部 1,279         1.10           101                    

12 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

次丸 1,601         1.56           161                    

 当該予算の
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



岩手　補助 - 2

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

13 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

裏新田 579            - 35                      

14 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

石山 618            - 48                      

15 岩手県 北上市
農業競争力強化基盤整備
事業

和賀中部岩崎 4,827         1.40           1                        

16 岩手県 花巻市
農業競争力強化基盤整備
事業

外台 844            - 67                      

17 岩手県 花巻市
農業競争力強化基盤整備
事業

天下田 478            - 35                      

18 岩手県 花巻市
農業競争力強化基盤整備
事業

万丁目 838            - 92                      事業着手

19 岩手県 奥州市
農業競争力強化基盤整備
事業

荻ノ窪 3,767         1.30           1                        事業着手

20
岩手県

（宮城県）
一関市
（栗原市）

農業競争力強化基盤整備
事業

川北 4,748         1.48           20                      

21 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 笹間 5               - 5                        事業着手

22 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 笹間第2 2               - 2                        事業着手

23 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 桂 2               - 2                        事業着手

24 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 戸田 4               - 4                        事業着手



岩手　補助 - 3

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 稲瀬岩川 3               - 3                        事業着手

26 岩手県 奥州市 農業基盤整備促進事業 正板 2               - 2                        事業着手

27 岩手県 矢巾町 農業基盤整備促進事業 矢巾 225            - 75                      

28 岩手県 紫波町 農業基盤整備促進事業 紫波 155            - 30                      

29 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 石鳥谷東部 44             - 23                      

30 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 金矢 9               - 4                        

31 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 矢沢 42             - 11                      

32 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 北鬼柳(1) 5               - 5                        事業着手

33 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 後藤(1) 7               - 7                        事業着手

34 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 藤根 2               - 2                        事業着手

35 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 江釣子 3               - 3                        事業着手

36 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 北上稲瀬 15             - 15                      事業着手



岩手　補助 - 4

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

37 岩手県 奥州市 農業基盤整備促進事業 江刺稲瀬 2               - 2                        事業着手

38 岩手県 金ケ崎町 農業基盤整備促進事業 上桂 10             - 10                      事業着手

39 岩手県 平泉町 農業基盤整備促進事業 上平泉 4               - 4                        事業着手

40 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 上鬼柳 2               - 2                        

41 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 下鬼柳 2               - 2                        

42 岩手県 金ケ崎町 農業基盤整備促進事業 赤石 3               - 3                        

43 岩手県 金ケ崎町 農業基盤整備促進事業 草刈場 2               - 2                        

44 岩手県 金ケ崎町 農業基盤整備促進事業 二ノ宮 2               - 2                        

45 岩手県 紫波町 農業基盤整備促進事業 紫波 38             - 38                      

46 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 江曽 15             - 15                      

47 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 鍋倉2 8               - 8                        

48 岩手県 花巻市 農業基盤整備促進事業 矢沢 25             - 25                      
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

49 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 北鬼柳 7               - 7                        

50 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 菱内 16             - 16                      

51 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 新平 3               - 3                        

52 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 滑田 3               - 3                        

53 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 更木 91             - 91                      

54 岩手県 北上市 農業基盤整備促進事業 後藤 5               - 5                        

55 岩手県 金ケ崎町 農業基盤整備促進事業 五百津 3               - 3                        

56 岩手県 花巻市 農村地域防災減災事業 高木 211            - 50                      　

57 岩手県 北上市 農村地域防災減災事業 束の目沢 249            - 25                      　

58 岩手県 一関市 農村地域防災減災事業 三室 208            - 70                      　

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

59 岩手県 盛岡市 地すべり防止事業 田面野木 502            - 30                      

60 岩手県 奥州市 地すべり防止事業 増沢 1,000         8.60           80                      

61 岩手県 二戸市 復旧治山事業 長塚 86             - 32                      

62 岩手県 宮古市 復旧治山事業 前刈 611            - 117                    

63 岩手県 遠野市 復旧治山事業 堂場 82             - 23                      

64 岩手県 二戸市 復旧治山事業 横長根 86             - 46                      

65 岩手県 葛巻町 防災林造成事業 上名前端 192            - 30                      

66 岩手県 二戸市 水源森林再生対策事業 織詰 640            - 200                    

67 岩手県 盛岡市 水源森林再生対策事業 大志田 596            - 60                      事業着手

68 岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

馬淵川上流 1,507         3.20           13                      

69 岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

久慈・閉伊川 654            - 6                        

70 岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大槌・気仙川 1,057         3.86           9                        

 当該予算の
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
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

71 岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北上川上流 1,033         3.28           9                        

72 岩手県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北上川中流 1,408         3.77           12                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。



 岩手　補助 - 8

補助事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

73 岩手県 普代村 漁港施設機能強化事業 普代村 200            - 102                    

74 岩手県 久慈市 漁港施設機能強化事業 久慈市 360            - 152                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該予算の
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



岩手　交付金等 - 1

交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 岩手県 農山漁村地域整備交付金 1,410                   

（注）「当該予算の配分額（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

 当該予算の
配分額（国費）
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