
山形　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 山形県 国営かんがい排水事業 米沢平野二期 15,000        
ダム 1ヶ所
揚水機場 2ヶ所
用水路 L=11.59km　ほか

1.09           2,300               

2 山形県 国営かんがい排水事業 赤川二期 14,900        
頭首工 1ヶ所
用水路 L=48.4km

1.20           2,300               

3 山形県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

村山北部 2,900         

ダム（改修） 1ヶ所
頭首工（改修） 3ヶ所
用水路（改修） L=12.9km
　ほか

1.36           338                 
国営施設機能保全対策
移行

4 山形県 直轄地すべり対策事業 庄内あさひ 6,500         

排水トンネルL=2.9km
集水井工22箇所
水抜きボーリング工11箇所
承・排水路1式
浸透防止工ほか

5.46           970                 

（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



山形　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 山形県 直轄地すべり防止事業 銅山川地区 21,570
集水井工 27基、排水トンネ
ル工5,115m、渓間工 52基

4.42 630                 

6 山形県 復旧治山事業 千歳山 513            森林整備68ha - 50                   

7 山形県 復旧治山事業 龍山 95             渓間工2基 - 33                   

8 山形県 復旧治山事業 大沢 160            山腹工0.2ha - 37                   

9 山形県 復旧治山事業 紅葉川 335            山腹工1.2ha - 95                   

10 山形県 復旧治山事業 善人沢 40             渓間工2基 - 40                   

11 山形県 復旧治山事業 古道川 84             山腹工0.3ha - 83                   

12 山形県 復旧治山事業 蔵王川 200            渓間工7基 - 155                 

13 山形県 復旧治山事業 寒風田沢 50             山腹工0.2ha - 15                   

 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



山形　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 山形県 地すべり防止事業 石跳川中流 1,609         集水井工30基 2.74           116                 

15 山形県 防災林造成事業 湯野浜 2               森林整備7ha - 2                     

16 山形県 防災林造成事業 浜中 4               森林整備29ha - 4                     

17 山形県 防災林造成事業 十里塚 2               森林整備0.3ha - 2                     

18 山形県 防災林造成事業 宮野浦 5               森林整備3ha - 5                     

19 山形県 水源地域整備事業 高舘山 50             渓間工1基 - 46                   

20 山形県 水源地域整備事業 樺沢 65             渓間工3基 - 34                   

21 山形県 水源地域整備事業 鹿ノ又沢 60             渓間工1基 - 46                   

22 山形県 保安林整備事業 酒田・庄内海岸 5               森林整備100ha - 5                     



山形　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 山形県 保安林整備事業 大鳥地区 7               森林整備17ha - 7                     

24 山形県 保安林整備事業 庄内海岸 6               森林整備95ha - 6                     

25 山形県 保安林整備事業 村山地区 10             森林整備35ha - 10                   

26 山形県 保安林整備事業 舟形地区 7               森林整備23ha - 7                     

27 山形県
森林環境保全整備事
業

庄内 1,191
更新面積429ha、保育面積
2,605ha、路網整備開設延長
18.7km

6.44 341
施業実施計画（５年毎に策
定）に掲げる全体事業量の
反映

28 山形県
森林環境保全整備事
業

最上・村山（山形
署）

1,613
更新面積178ha、保育面積
3,919ha、路網整備開設延長
14.2km

6.40 355

29 山形県
森林環境保全整備事
業

最上・村山（最上
支署）

4,058
更新面積227ha、保育面積
11,502ha、路網整備開設延
長16.9km

7.50 838

30 山形県
森林環境保全整備事
業

置賜 635
更新面積31ha、保育面積
1,308ha、路網整備開設延長
12.0km

- 238

（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。



 山形　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 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

米沢 141            - 5                        

2 山形県 新庄市
農業競争力強化基盤整備
事業

塩野 440            - 85                      

3 山形県 金山町
農業競争力強化基盤整備
事業

山崎 171            - 68                      

4 山形県 三川町
農業競争力強化基盤整備
事業

東郷堰 400            - 70                      

5 山形県 高畠町
農業競争力強化基盤整備
事業

屋代郷 168            - 25                      

6 山形県 新庄市
農業競争力強化基盤整備
事業

上野 1,167         1.15           54                      

7 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

こうずく 1,541         1.11           107                    

8 山形県 村山市
農業競争力強化基盤整備
事業

西郷名取 2,219         1.34           44                      

9 山形県 村山市
農業競争力強化基盤整備
事業

新西 809            - 17                      

10 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

上新田 432            - 22                      

11 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

高山 1,886         1.28           84                      

12 山形県
天童市、河北
町

農業競争力強化基盤整備
事業

更生堰 1,303         1.29           86                      事業着手

 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



 山形　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 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

宮地 1,099         1.16           45                      事業着手

14 山形県 鶴岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

鎌田 669            - 37                      事業着手

15 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

山上 236            - 23                      事業着手

16 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

桐原 80             - 9                        事業着手

17 山形県 鶴岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

関根 53             - 6                        事業着手

18 山形県 小国町 農業基盤整備促進事業 本庁 50             - 50                      事業着手

19 山形県 上山市 農業基盤整備促進事業 上山 16             - 16                      

20 山形県 東根市 農業基盤整備促進事業 東根 19             - 19                      

21 山形県
長井市、飯豊
町、川西町

農業基盤整備促進事業 白川 96             - 57                      

22 山形県
白鷹町、長井
市

農業基盤整備促進事業 白鷹 32             - 4                        

23 山形県 酒田市
農業水利施設保全合理化
事業

広野 7,400         1.10           240                    

24 山形県 戸沢村 地すべり対策事業 戸沢 980            - 35                      



 山形　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 山形県 山形市 地すべり対策事業 蔵王堀田 154            - 12                      

26 山形県 朝日町 地すべり対策事業 大舟木第二 400            - 6                        

27 山形県 大蔵村 地すべり対策事業 滝の沢第四 265            - 30                      

28 山形県 酒田市
震災対策農業水利施設整
備事業

通越 320            - 40                      　

29 山形県 新庄市
震災対策農業水利施設整
備事業

堤沢 600            - 200                    　

30 山形県 上山市
震災対策農業水利施設整
備事業

松沢 880            - 139                    　

31 山形県 高畠町 農村地域防災減災事業 高安 265            - 5                        　

32 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 上野新田3期 889            - 50                      　

33 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 越中堰3期 375            - 50                      　

34 山形県 飯豊町 農村地域防災減災事業 萩生 270            - 50                      　

35 山形県 大蔵村 農村地域防災減災事業 赤松3期 350            - 30                      　

36 山形県
長井市、白鷹
町

農村地域防災減災事業 諏訪堰 950            - 500                    　



 山形　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 山形県

山形市、天童
市、寒河江
市、中山町、
山辺町、大江
町

農村地域防災減災事業 最上堰 720            - 32                      　

38 山形県 白鷹町 農村地域防災減災事業 水頭 170            - 50                      　

39 山形県 南陽市 農村地域防災減災事業 川樋 200            - 65                      　

40 山形県 村山市 農村地域防災減災事業 袖崎 870            - 50                      事業着手

41 山形県 川西町 農村地域防災減災事業 飯坂 310            - 21                      事業着手

42 山形県 村山市 農村地域防災減災事業 滝ノ沢 250            - 48                      　

43 山形県 朝日町 農村地域防災減災事業 和合 200            - 46                      　

44 山形県 白鷹町 農村地域防災減災事業 鮎貝 250            - 50                      　

45 山形県 飯豊町 農村地域防災減災事業 添川・椿 240            - 40                      　

46 山形県 寒河江市 農村地域防災減災事業 寒河江南部 935            - 48                      事業着手

47 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 大川堰 530            - 20                      事業着手
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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

48 山形県 東根市 農村地域防災減災事業 小田島 916            - 150                    　

49 山形県 山形市 農村地域防災減災事業 蔵王上野 238            - 29                      事業着手

（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）

50 山形県 小国町 復旧治山事業 漆沢 87             - 52                      

51 山形県 飯豊町 地すべり防止事業 柳沢 397            - 95                      

52 山形県 鶴岡市 地すべり防止事業 地竹 413            - 54                      

53 山形県 鶴岡市
奥地保安林保全緊急対策
事業

川原谷 119            - 37                      

54 山形県 米沢市ほか 防災林造成事業 置賜地区 16             - 16                      事業着手

55 山形県 戸沢村 地すべり防止事業 最上地区 94             - 27                      事業着手

56 山形県 山形市 林業専用道等整備事業 仁田ノ沢二号線 99             - 25                      

57 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

庄内 440            - 25                      

58 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

最上村山 965            - 55                      

59 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

置賜 409            - 23                      

（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



山形　交付金等 - 1

交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 山形県 農山漁村地域整備交付金 1,170                   

（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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