
島根　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 島根県 国営かんがい排水事業 斐伊川沿岸 17,600        
揚水機場　3ヵ所
用水路　L=49.7km
汐止堰　1ヵ所

1.04           1,700               

2
島根県
鳥取県

国営干拓事業 中海 108,600      

干拓事業
干拓附帯農業用用排水
事業廃止処理
淡水化施設廃止処理

- 451                 

（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



島根　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）

3 島根県 防災林造成事業 松崎・若山 4               森林整備2１ha - 1                     

4 島根県 水源地域整備事業 井谷奥 45             森林整備49ha - 10                   

5 島根県
森林環境保全整備事
業

江の川下流 959
更新面積67ha、保育面積
2,480ha、路網整備開設延長
1.0km

- 54

6 島根県
森林環境保全整備事
業

斐伊川 474
更新面積70ha、保育面積
1,204ha、路網整備開設延長
5.7km

- 57
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

7 島根県
森林環境保全整備事
業

高津川 517
更新面積16ha、保育面積
1,916ha、路網整備開設延長
1.0km

- 98

（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



島根　直轄 - 3

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

8 島根県
フロンティア漁場整備事
業

日本海西部 6,500         保護育成礁21群 1.99           829                 

9 島根県
フロンティア漁場整備事
業

隠岐海峡 2,100         湧昇流漁場１基 3.67           120                 

（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



島根　機構 - 1

機構営事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 島根県
特定中山間保全整備
事業

邑智西部 9,708         
区画整理39ha
暗渠排水80ha
農林業用道路L=9km

1.37           1,008              

（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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画



島根　機構 - 2

機構営事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 島根県
特定中山間保全整備
事業

邑智西部 2,895           
水源林造成60ha、分収育
林31ha、農林業用道路
9km

1.42             397                  
計画変更による全体事業
費及び費用対効果（B/C）
の変更

（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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画



島根　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 島根県 大田市
農業競争力強化基盤整備
事業

池田 810            - 50                      

2 島根県 松江市
農業競争力強化基盤整備
事業

千酌 624            - 38                      

3 島根県 雲南市
農業競争力強化基盤整備
事業

加茂西 827            - 43                      

4 島根県 益田市
農業競争力強化基盤整備
事業

隅 403            - 20                      

5 島根県 出雲市
農業競争力強化基盤整備
事業

美談 1,369         1.25           91                      

6 島根県 安来市
農業競争力強化基盤整備
事業

能義第二 3,499         1.15           446                    

7 島根県 出雲市
農業競争力強化基盤整備
事業

出雲西 909            - 110                    

8 島根県 安来市
農業競争力強化基盤整備
事業

大塚 3,378         1.07           478                    

9 島根県 益田市
農業競争力強化基盤整備
事業

横田・安富 1,938         1.15           39                      

10 島根県 松江市
農業競争力強化基盤整備
事業

揖屋 85             - 26                      事業着手

11 島根県 出雲市
農業競争力強化基盤整備
事業

碇 62             - 4                        事業着手

12 島根県 隠岐の島町
農業競争力強化基盤整備
事業

隠岐島後 512            - 97                      

 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



島根　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 島根県 松江市 農業基盤整備促進事業 揖屋 17             - 17                      事業着手

14 島根県 奥出雲町 農業基盤整備促進事業 奥出雲 50             - 50                      事業着手

15 島根県 益田市 農業基盤整備促進事業 益田 18             - 6                        事業着手

16 島根県 海士町 農業基盤整備促進事業 海士 4               - 4                        事業着手

17 島根県 浜田市 地すべり対策事業 浜田第二期 163            - 40                      

18 島根県 出雲市 地すべり対策事業 出雲第二期 300            - 32                      

19 島根県 出雲市 地すべり対策事業 地合第四期 200            - 30                      

20 島根県 美郷町 地すべり対策事業 邑智 190            - 20                      

21 島根県 大田市 地すべり対策事業 大田南 233            - 15                      

22 島根県 松江市 地すべり対策事業 湖北 400            - 90                      

23 島根県 出雲市 地すべり対策事業 平田第三期 330            - 20                      

24 島根県 浜田市 地すべり対策事業 浜田西部 320            - 20                      



島根　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 島根県 奥出雲町 地すべり対策事業 仁多第三期 152            - 18                      

26 島根県 雲南市 地すべり対策事業 大東第三期 220            - 20                      

27 島根県 大田市 地すべり対策事業 大田 200            - 10                      

28 島根県 松江市 地すべり対策事業 湖南第二期 183            - 30                      

29 島根県 出雲市 地すべり対策事業 茅原 80             - 15                      

30 島根県 雲南市 地すべり対策事業 木次三刀屋第二期 525            - 5                        

31 島根県 雲南市 地すべり対策事業 飯石南第三期 158            - 5                        

32 島根県 出雲市 地すべり対策事業 和田南 120            - 50                      事業着手

33 島根県 川本町 地すべり対策事業 川本第二期 210            - 20                      

34 島根県 隠岐の島町 地すべり対策事業 隠岐 300            - 40                      

35 島根県 松江市
震災対策農業水利施設整
備事業

湯谷 380            - 130                    　

36 島根県 雲南市
震災対策農業水利施設整
備事業

観音寺 110            - 80                      　



島根　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 島根県 雲南市
震災対策農業水利施設整
備事業

木次 201            - 17                      事業着手

38 島根県 川本町
震災対策農業水利施設整
備事業

川本 106            - 13                      事業着手

39 島根県
邑南町、美郷
町

震災対策農業水利施設整
備事業

邑南 169            - 51                      事業着手

40 島根県 松江市 農村地域防災減災事業 半田 140            - 27                      　

41 島根県 益田市 農村地域防災減災事業 新堤 150            - 27                      事業着手

42 島根県 松江市 農村地域防災減災事業 大間川 280            - 10                      　

43 島根県 津和野町 農村地域防災減災事業 鷲原 135            - 45                      　

44 島根県 大田市 農村地域防災減災事業 延里 110            - 50                      　

45 島根県 大田市 農村地域防災減災事業 大原川 250            - 30                      　

46 島根県 安来市 農村地域防災減災事業 西市 30             - 4                        　

47 島根県 雲南市 農村地域防災減災事業 鍛冶屋原 95             - 91                      　

48 島根県 雲南市 農村地域防災減災事業 竹添 85             - 40                      　



島根　補助 - 5

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 島根県 大田市 農村地域防災減災事業 新井手 85             - 33                      　

（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。



島根　補助 - 6

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 島根県 邑南町 復旧治山事業 鱒渕 150            - 30                      

51 島根県 安来市 復旧治山事業 宮の谷 160            - 50                      

52 島根県 安来市 復旧治山事業 滝の谷 200            - 50                      

53 島根県 雲南市 復旧治山事業 六重上 89             - 45                      

54 島根県 江津市 復旧治山事業 妙ヶ谷 130            - 37                      

55 島根県 江津市 復旧治山事業 上長良 85             - 44                      

56 島根県 松江市 復旧治山事業 福浦 73             - 40                      

57 島根県 出雲市 復旧治山事業 八幡原 80             - 48                      

58 島根県 出雲市 復旧治山事業 豊田 94             - 40                      

59 島根県 出雲市 地すべり防止事業 一畑坂 358            - 60                      

60 島根県 江津市 防災林造成事業 佐名目 47             - 10                      

61 島根県 江津市 防災林造成事業 後地東 135            - 10                      

 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



島根　補助 - 7

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

62 島根県 雲南市 水源森林再生対策事業 吉田 250            - 70                      

63 島根県 飯南町
水源の里保全緊急整備事
業

小田 248            - 70                      

64 島根県 雲南市 復旧治山事業 森谷 138            - 60                      

65 島根県 浜田市 復旧治山事業 森原 92             - 15                      

66 島根県 大田市 復旧治山事業 福光 326            - 62                      

67 島根県 吉賀町 復旧治山事業 大野原中 106            - 11                      

68 島根県 隠岐の島町 復旧治山事業 蔵田 103            - 42                      

69 島根県 松江市 復旧治山事業 南講武 93             - 40                      事業着手

70 島根県 出雲市 復旧治山事業 東林木 82             - 50                      事業着手

71 島根県 津和野町 復旧治山事業 風呂屋ヶ谷 100            - 22                      事業着手

72 島根県 飯南町
奥地保安林保全緊急対策
事業

本谷 28             - 28                      事業着手

73 島根県 浜田市 防災林造成事業 田ノ浦 90             - 40                      



島根　補助 - 8

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

74 島根県 松江市 林業専用道等整備事業 大谷東線 75             - 30                      

75 島根県 飯南町 林業専用道等整備事業 石休線 98             - 26                      

76 島根県 隠岐の島町 林業専用道等整備事業 上ヶ床線 371            - 110                    

77 島根県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

江の川下流 1,396         7.32           77                      

78 島根県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

斐伊川 2,904         5.36           161                    

79 島根県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

隠岐 350            - 19                      

80 島根県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

高津川 302            - 17                      

（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。



島根　補助 - 9

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）

81 島根県 大田市 水産流通基盤整備事業 和江 2,826         1.51           1,139                  

82 島根県 松江市 水産流通基盤整備事業 恵曇 2,360         1.47           237                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

83 島根県 出雲市 水産流通基盤整備事業 大社 1,744         1.17           332                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

84 島根県 水産環境整備事業 島根 5,461         1.31           113                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

85 島根県 浜田市 水産環境整備事業 浜田 482            - 80                      

86 島根県 水産環境整備事業 隠岐 2,197         1.38           198                    

87 島根県 西ノ島町 水産生産基盤整備事業 浦郷 900            - 83                      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。

 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



島根　交付金等 - 1

交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 島根県 農山漁村地域整備交付金 2,663                   

（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（林野）
	直轄（水産）
	機構（農業）
	機構（林野）
	補助（農業）
	補助（林野）
	補助（水産）
	交付金

