
新潟　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 新潟県 国営かんがい排水事業 柏崎周辺（二期） 28,000        
ダム 2ヶ所
頭首工 2ヶ所
導水路 L=5.7km　ほか

1.00           2,450               

2 新潟県 国営かんがい排水事業 新川流域 33,000        排水機場 2ヶ所 1.02           2,816               

3 新潟県 国営かんがい排水事業 加治川用水 27,000        
ダム 1ヶ所
頭首工 3ヶ所
用水路 L=21.2km　ほか

1.37           3,000               

4 新潟県 国営かんがい排水事業 佐渡（二期） 20,108        
用水路 L=33.6km
排水機場 4ヶ所
排水路 L=4.4km　ほか

1.08           360                 

5 新潟県
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

阿賀野川用水 1,627         
頭首工（改修） 1ヶ所
用水路（改修） L=0.2km

1.54 100                 

6 新潟県
国営かんがい排水事業
（全体実施設計）

新川流域二期 - - - 140                 

（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



新潟　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）

7
長野県
新潟県

直轄治山事業 姫川地区 12,093 山腹工 35ha、渓間工 112基 2.14 213                 

8 新潟県 直轄地すべり防止事業 頸城地区 21,519
集水井工 224基、渓間工
268基

2.37 586                 

9 新潟県 直轄地すべり防止事業 中越地区 12,734
集水井工 27基、山腹工
17ha、渓間工 26基

2.52 379                 

10
長野県
新潟県

直轄地すべり防止事業 姫川地区 14,000
集水井工 87基、渓間工 83
基

2.75 336                 

11 新潟県 復旧治山事業 五十沢 133            渓間工5基 - 82                   

12 新潟県 復旧治山事業 姥沢 198            渓間工3基 - 79                   

13 新潟県 復旧治山事業 湯ノ沢 127            山腹工1.29ha - 51                   

14 新潟県 復旧治山事業 釜ヶ沢 128            渓間工8基 - 31                   

15 新潟県 復旧治山事業 神戸川 71             渓間工3基 - 26                   

 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



新潟　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

16 新潟県 復旧治山事業 滝原 45             渓間工3基 - 40                   

17 新潟県
地域防災対策総合治
山事業

妙高山 1,771         山腹工22.73ha、渓間工26基 9.76           109                 

18 新潟県 予防治山事業 焼山 261            渓間工4基 - 42                   

19 新潟県 水源地域整備事業 鱸ヶ池 68             森林整備52ha、渓間工4基 - 46                   

20 新潟県 保安林整備事業 乙 24             森林整備20ha - 10                   

21 新潟県 保安林整備事業 三川 25             森林整備105ha - 25                   

22 新潟県 保安林整備事業 瀬波 48             森林整備17ha - 12                   

23 新潟県 保安林整備事業 お幕場 58             森林整備53ha - 13                   

24 新潟県 保安林整備事業 三面川 42             森林整備218ha - 40                   
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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

25 新潟県
森林環境保全整備事
業

下越（下越署） 760
更新面積49ha、保育面積
1,649ha、路網開設延長
4.3km

- 65

26 新潟県
森林環境保全整備事
業

下越(村上支署) 836
更新面積18ha、保育面積
1,606ha、路網開設延長
5.0km

- 181

27 新潟県
森林環境保全整備事
業

中越 660
更新面積100ha、保育面積
283ha、路網開設延長
8.75km

- 53
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 新潟県
森林環境保全整備事
業

上越 186
更新面積8ha、保育面積
592ha

- 4

（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）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 新潟県 胎内市
農業競争力強化基盤整備
事業

築地 6,272         1.23           72                      

2 新潟県 胎内市
農業競争力強化基盤整備
事業

本条 4,945         1.39           11                      

3 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

坂井川右岸 4,443         1.15           40                      

4 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

加治川 7,108         1.12           200                    

5 新潟県 胎内市
農業競争力強化基盤整備
事業

柴橋 4,764         1.01           96                      

6 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

中川 3,143         1.02           80                      

7 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

加治川右岸 6,118         1.05           300                    

8 新潟県 長岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

中之島中部 10,784        1.24           356                    

9 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

三和西部 4,746         1.02           50                      

10 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

紫雲寺 10,467        1.11           45                      

11 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

三和中部第２ 3,313         1.36           114                    

12 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

三和南部 5,738         1.37           147                    

 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）

　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 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

中江北部第２ 9,018         1.34           221                    

14 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

津有南部第２ 4,329         1.17           41                      

15 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

紫雲寺２期 10,467        1.11           50                      

16 新潟県 長岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

中之島南部 6,852         1.51           160                    

17 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

太斎 1,790         1.02           6                        

18 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

満日 2,537         1.27           102                    

19 新潟県 燕市
農業競争力強化基盤整備
事業

熊森 2,297         1.17           35                      

20 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

川東 8,632         1.05           196                    

21 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

両新 3,587         1.19           202                    

22 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

川東２期 8,632         1.05           133                    

23 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

佐々木南部郷 5,368         1.09           11                      

24 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

佐々木南部郷２期 5,368         1.09           150                    
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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

25 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

新道 1,951         1.06           130                    

26 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

五十公野 4,054         1.17           10                      

27 新潟県 燕市、新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

次新 863            - 5                        

28 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

羽黒 1,354         1.04           7                        

29 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

五十公野２期 4,054         1.17           10                      

30 新潟県 新潟市、燕市
農業競争力強化基盤整備
事業

羽黒２期 1,354         1.04           23                      

31 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

河間三ツ門 2,094         1.03           61                      

32 新潟県 燕市、新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

小中川 2,137         1.03           490                    

33 新潟県 新潟市、燕市
農業競争力強化基盤整備
事業

小吉 3,768         1.07           244                    

34 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

道上 2,080         1.03           41                      

35 新潟県 弥彦村
農業競争力強化基盤整備
事業

大戸 704            - 85                      

36 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

道上２期 2,080         1.03           153                    
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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

37 新潟県 燕市
農業競争力強化基盤整備
事業

長所 1,718         1.11           70                      

38 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

巻東町 1,228         1.13           118                    

39 新潟県
弥彦村、新潟
市

農業競争力強化基盤整備
事業

上泉 670            - 134                    

40 新潟県
聖籠町、新発
田市

農業競争力強化基盤整備
事業

丸潟 648            - 134                    

41 新潟県 燕市
農業競争力強化基盤整備
事業

花見 1,132         1.99           6                        

42 新潟県 燕市、新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

本町 1,096         1.64           23                      

43 新潟県 柏崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

善根 576            - 81                      

44 新潟県 柏崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

高田北部 428            - 69                      

45 新潟県 上越市
農業競争力強化基盤整備
事業

津有南部第１ 3,876         1.20           251                    

46 新潟県 十日町市
農業競争力強化基盤整備
事業

魚沼川西 7,048         1.19           141                    

47 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

米倉 4,113         1.10           81                      

48 新潟県 柏崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

下田尻 415            - 101                    
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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 新潟県
新発田市、聖
籠町

農業競争力強化基盤整備
事業

中曽根 1,275         1.57           62                      事業着手

50 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

松浦 4,930         1.20           171                    事業着手

51 新潟県
柏崎市、刈羽
村

農業競争力強化基盤整備
事業

柏崎１期 5,679         1.03           181                    

52 新潟県 新潟市
農業競争力強化基盤整備
事業

亀田郷第２(１期) 1,840         1.16           70                      

53 新潟県
柏崎市、刈羽
村

農業競争力強化基盤整備
事業

柏崎２期 5,679         1.03           80                      

54 新潟県
新潟市、加茂
市

農業競争力強化基盤整備
事業

白根郷３期 15,950        1.18           60                      

55 新潟県
新潟市、加茂
市

農業競争力強化基盤整備
事業

白根郷４期 15,950        1.18           50                      

56 新潟県 佐渡市
農業競争力強化基盤整備
事業

国府川左岸２期 5,095         1.45           154                    

57 新潟県 佐渡市
農業競争力強化基盤整備
事業

小泊 846            - 243                    

58 新潟県 佐渡市
農業競争力強化基盤整備
事業

佐渡 4,000         1.07           300                    

59 新潟県 村上市 農業基盤整備促進事業 保内 5               - 5                        事業着手

60 新潟県 新潟市 農業基盤整備促進事業 豊栄 7               - 1                        
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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

61 新潟県
新潟市、聖籠
町

農業基盤整備促進事業 木崎濁川 35             - 17                      

62 新潟県 聖籠町 農業基盤整備促進事業 聖籠 26             - 26                      事業着手

63 新潟県 新発田市 農業基盤整備促進事業 豊浦郷 42             - 42                      事業着手

64 新潟県 新発田市 農業基盤整備促進事業 五十公野 8               - 4                        事業着手

65 新潟県 新発田市 農業基盤整備促進事業 新発田 12             - 4                        

66 新潟県 新潟市 農業基盤整備促進事業 亀田郷 212            - 117                    

67 新潟県 新潟市 農業基盤整備促進事業 新津郷２ 158            - 103                    事業着手

68 新潟県 新潟市 農業基盤整備促進事業 新津東 42             - 19                      事業着手

69 新潟県 弥彦村 農業基盤整備促進事業 西蒲原第２ 8               - 8                        事業着手

70 新潟県 新潟市 農業基盤整備促進事業 西蒲原第３ 7               - 7                        事業着手

71 新潟県 三条市 農業基盤整備促進事業 大浦 17             - 17                      事業着手

72 新潟県
三条市、加茂
市

農業基盤整備促進事業 三条 99             - 99                      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

73 新潟県 三条市 農業基盤整備促進事業 大島下郷 17             - 17                      事業着手

74 新潟県 長岡市 農業基盤整備促進事業 七日町 3               - 3                        事業着手

75 新潟県 長岡市 農業基盤整備促進事業 鷺之島 2               - 2                        事業着手

76 新潟県 上越市 農業基盤整備促進事業 柿崎第２ 63             - 63                      事業着手

77 新潟県 上越市 農業基盤整備促進事業 関川第２ 43             - 43                      事業着手

78 新潟県 妙高市 農業基盤整備促進事業 妙高第2 4               - 4                        事業着手

79 新潟県 長岡市 地すべり対策事業 山古志 1,308         2.06           25                      

80 新潟県 妙高市 地すべり対策事業 木成二期 182            - 1                        

81 新潟県 十日町市 地すべり対策事業 十日町二期 200            - 18                      

82 新潟県 十日町市 地すべり対策事業 松之山第一 249            - 30                      

83 新潟県 十日町市 地すべり対策事業 松代第三 367            - 74                      

84 新潟県 柏崎市 地すべり対策事業 高柳二期 291            - 26                      
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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

85 新潟県 上越市 地すべり対策事業 安塚第三 307            - 22                      

86 新潟県 上越市 地すべり対策事業 浦川原二期 105            - 10                      

87 新潟県 上越市 地すべり対策事業 上達追加二期 250            - 1                        

88 新潟県 上越市 地すべり対策事業 柄山二期 345            - 1                        

89 新潟県 村上市 地すべり対策事業 村上北部 414            - 15                      

90 新潟県 上越市 地すべり対策事業 名立二期 260            - 3                        

91 新潟県 糸魚川市 地すべり対策事業 糸魚川二期 341            - 69                      

92 新潟県 糸魚川市 地すべり対策事業 能生二期 367            - 66                      

93 新潟県 村上市 地すべり対策事業 大向 340            - 105                    

94 新潟県 十日町市 地すべり対策事業 川西三期 280            - 60                      

95 新潟県 柏崎市 地すべり対策事業 柏崎二期 308            - 40                      

96 新潟県 上越市 地すべり対策事業 安塚北部 369            - 38                      
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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

97 新潟県 上越市 地すべり対策事業 牧中部 477            - 11                      

98 新潟県 上越市 地すべり対策事業 今田代二期 250            - 14                      

99 新潟県 上越市 地すべり対策事業 清里二期 330            - 6                        

100 新潟県 上越市 地すべり対策事業 板倉二期 119            - 15                      

101 新潟県 上越市 地すべり対策事業 大島 148            - 11                      

102 新潟県 上越市 地すべり対策事業 牧 137            - 1                        

103 新潟県 佐渡市 地すべり対策事業 赤泊 300            - 3                        

104 新潟県 新潟市、燕市 農村地域防災減災事業 西蒲原 1,980         1.67           1                        　

105 新潟県 新潟市、燕市 農村地域防災減災事業 西蒲原2期 2,030         1.67           105                    　

106 新潟県 新潟市 農村地域防災減災事業 新潟南部8期 2,220         1.30           510                    　

107 新潟県
新発田市、胎
内市

農村地域防災減災事業 落堀川 16,910        1.06           145                    　

108 新潟県 阿賀野市 農村地域防災減災事業 安野川4期 4,215         1.02           271                    　
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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

109 新潟県 阿賀野市 農村地域防災減災事業 安野川5期 5,489         1.02           705                    　

110 新潟県 阿賀野市 農村地域防災減災事業 安野川6期 5,419         1.02           727                    　

111 新潟県 柏崎市 農村地域防災減災事業 春日第2 5,172         1.14           35                      　

112 新潟県 阿賀野市 農村地域防災減災事業 島田 1,481         1.10           70                      　

113 新潟県 新潟市 農村地域防災減災事業 新津東部2期 2,618         1.12           2                        　

114 新潟県 新発田市 農村地域防災減災事業 新発田東部 3,411         1.12           210                    　

115 新潟県 長岡市 農村地域防災減災事業 深沢 334            - 5                        　

116 新潟県 新発田市 農村地域防災減災事業 新発田東部2期 2,439         1.12           5                        　

117 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 青野 107            - 60                      　

118 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 神田長池 215            - 22                      　

119 新潟県 刈羽村 農村地域防災減災事業 大門池 59             - 1                        　

120 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 平谷 76             - 15                      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

121 新潟県 南魚沼市 農村地域防災減災事業 六日町第2 158            - 8                        　

122 新潟県 十日町市 農村地域防災減災事業 小泉 91             - 19                      　

123 新潟県 魚沼市 農村地域防災減災事業 蕗の沢 97             - 2                        　

124 新潟県 柏崎市 農村地域防災減災事業 吉井 179            - 150                    　

125 新潟県 関川村 農村地域防災減災事業 新堀2期 161            - 35                      　

126 新潟県
村上市、胎内
市

農村地域防災減災事業 荒川2期 1,394         1.14           60                      　

127 新潟県 五泉市 農村地域防災減災事業 早出川頭首工 269            - 1                        　

128 新潟県 長岡市、燕市 農村地域防災減災事業 町軽井 119            - 4                        　

129 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 川東 129            - 10                      　

130 新潟県 魚沼市 農村地域防災減災事業 湯之谷 20             - 7                        　

131 新潟県 阿賀町 農村地域防災減災事業 新谷 67             - 1                        　

132 新潟県 新潟市 農村地域防災減災事業 針ヶ曽根 174            - 6                        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

133 新潟県 新潟市 農村地域防災減災事業 四ッ合 153            - 11                      事業着手

134 新潟県 三条市 農村地域防災減災事業 湯舟沢 82             - 15                      　

135 新潟県 長岡市 農村地域防災減災事業 入軽井 49             - 39                      　

136 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 赤沢 100            - 40                      　

137 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 土尻 111            - 56                      　

（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）

138 新潟県 村上市 復旧治山事業 下タ道 120            - 30                      

139 新潟県 阿賀町 復旧治山事業 平瀬 89             - 34                      事業着手

140 新潟県 五泉市 復旧治山事業 大蔵 159            - 40                      事業着手

141 新潟県 妙高市 復旧治山事業 蔵々 70             - 15                      

142 新潟県 上越市 復旧治山事業 大島区菖蒲(刈俣池) 165            - 35                      

143 新潟県 上越市 復旧治山事業 大島区菖蒲(入道) 233            - 35                      

144 新潟県 長岡市 地すべり防止事業 半蔵金 360            - 80                      事業着手

145 新潟県 三条市 地すべり防止事業 吉野屋 240            - 45                      

146 新潟県 出雲崎町 地すべり防止事業 常楽寺 251            - 65                      

147 新潟県 十日町市 地すべり防止事業 中条戊 406            - 56                      

148 新潟県 十日町市 地すべり防止事業 松代小荒戸 111            - 24                      

149 新潟県 上越市 地すべり防止事業 名立区東飛山 488            - 80                      

 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

150 新潟県 妙高市 地すべり防止事業 上平丸（八幡） 588            - 100                    

151 新潟県 上越市 地すべり防止事業 牧区宇津俣ほか 373            - 31                      

152 新潟県 上越市 地すべり防止事業 安塚区坊金 120            - 46                      

153 新潟県 糸魚川市 地すべり防止事業 藤崎 165            - 30                      

154 新潟県 糸魚川市 地すべり防止事業 田中 290            - 40                      

155 新潟県 糸魚川市 地すべり防止事業 平ほか 220            - 50                      

156 新潟県 村上市 防災林造成事業 柏尾 49             - 49                      事業着手

157 新潟県 新潟市 防災林造成事業 西区四ツ郷屋 310            - 211                    事業着手

158 新潟県 柏崎市 防災林造成事業 荒浜1丁目 108            - 44                      

159 新潟県 柏崎市 防災林造成事業 高柳町荻ノ島 42             - 15                      

160 新潟県 柏崎市 防災林造成事業 高柳町石黒 30             - 30                      事業着手

161 新潟県 魚沼市 防災林造成事業 高倉 120            - 25                      
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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

162 新潟県 十日町市 防災林造成事業 小出 40             - 20                      

163 新潟県 湯沢町 防災林造成事業 湯沢 166            - 14                      

164 新潟県 上越市 防災林造成事業 吉川区川谷 15             - 15                      事業着手

165 新潟県 上越市 防災林造成事業 浦川原区有島 120            - 28                      事業着手

166 新潟県 上越市 防災林造成事業 大島区田麦 66             - 26                      事業着手

167 新潟県 十日町市 水源森林再生対策事業 信濃川左岸 300            - 182                    事業着手

168 新潟県 十日町市
奥地保安林保全緊急対策
事業

吉田 70             - 15                      事業着手

169 新潟県 南魚沼市
奥地保安林保全緊急対策
事業

大崎 75             - 10                      事業着手

170 新潟県 魚沼市
奥地保安林保全緊急対策
事業

福山 40             - 8                        事業着手

171 新潟県 魚沼市 保安林整備事業 東野名ほか 10             - 3                        

172 新潟県 津南町 保安林整備事業 上郷寺石ほか 12             - 5                        

173 新潟県 湯沢町 保安林整備事業 土樽 5               - 4                        
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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

174 新潟県 南魚沼市 保安林整備事業 九日町ほか 10             - 3                        

175 新潟県 佐渡市 復旧治山事業 椿 160            - 24                      

176 新潟県 佐渡市 復旧治山事業 二見 100            - 25                      

177 新潟県 佐渡市 復旧治山事業 浦川 85             - 20                      

178 新潟県 佐渡市 復旧治山事業 馬首 120            - 36                      事業着手

179 新潟県 佐渡市 地すべり防止事業 白瀬 390            - 25                      

180 新潟県 佐渡市 防災林造成事業 八幡 74             - 10                      

181 新潟県 佐渡市 保安林整備事業 北松ヶ崎ほか 30             - 30                      

182 新潟県 村上市 林業専用道等整備事業 芦谷板屋沢線 188            - 63                      

183 新潟県 上越市 林業専用道等整備事業 大町躰畑線 120            - 25                      

184 新潟県 佐渡市 林業専用道等整備事業 新保線 117            - 30                      

185 新潟県 阿賀町 林業専用道等整備事業 長窪線 47             - 11                      事業着手
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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

186 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

下越 1,992         7.52           74                      

187 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中越 1,245         7.64           46                      

188 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上越 503            - 19                      

189 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

佐渡 439            6.25           16                      

（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）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

190 新潟県 糸魚川市 水産流通基盤整備事業 能生 4,264         1.19           95                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

191 新潟県 村上市 水産環境整備事業 県北 760            - 125                    

192 新潟県 出雲崎町 漁港施設機能強化事業 出雲崎 177            - 30                      

193 新潟県 新潟市 漁港施設機能強化事業 新川 730            - 30                      

194 新潟県 佐渡市 水産環境整備事業 佐渡 180            - 17                      

195 新潟県 佐渡市 水産環境整備事業 佐渡前浜 760            - 103                    

196 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 稲鯨 2,512         1.12           120                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

197 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 水津 5,445         1.09           258                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

198 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 姫津 2,478         1.25           225                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

199 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 鷲崎 4,670         1.30           373                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

200 新潟県 佐渡市 漁港施設機能強化事業 北小浦 780            - 12                      

201 新潟県 佐渡市 漁港施設機能強化事業 黒姫 160            - 17                      

 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）

　水産基盤整備事業 （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

202 新潟県 佐渡市 漁港施設機能強化事業 佐渡 139            - 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。

（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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交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 新潟県 農山漁村地域整備交付金 7,138                   

（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）


	直轄（農業）
	直轄（林業）
	補助（農業）
	補助（林業）
	補助（水産）
	交付金

