
愛媛　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 愛媛県 復旧治山事業 木地奥山１ 224            
森林整備143ha、山腹工
0.80ha、渓間工6基、管理車
道1,000m

- 76                   

2 愛媛県 復旧治山事業 小田深山３ 30             山腹工0.20ha - 32                   

3 愛媛県 復旧治山事業 笹郷山 75             渓間工3基 - 28                   

4 愛媛県
森林環境保全整備事
業

今治松山 342
更新面積9ha、保育面積
89ha、路網整備開設延長
2.5km

- 32

5 愛媛県
森林環境保全整備事
業

東予 474
更新面積31ha、保育面積
481ha、路網整備開設延長
3.5km

- 149

6 愛媛県
森林環境保全整備事
業

肱川 380
更新面積17ha、保育面積
776ha、路網整備開設延長
4.0km

- 232
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 愛媛県
森林環境保全整備事
業

中予山岳 542
更新面積38ha、保育面積
507ha、路網整備開設延長
4.8km

- 248

8 愛媛県
森林環境保全整備事
業

南予 992
更新面積81ha、保育面積
2,298ha、路網整備開設延長
6.9km

- 549

9 愛媛県
森林居住環境整備事
業

南予 38 路網整備開設延長0.3km - 20

（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



 愛媛　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 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

高田 530            - 50                      

2 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

氷見上部 641            - 70                      

3 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

新宮・藤木 798            - 2                        

4 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

大兵衛南 672            - 25                      

5 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

大頭 833            - 70                      

6 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

道場 414            - 30                      

7 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

蔵井 558            - 70                      

8 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

安井 492            - 20                      事業着手

9 愛媛県 西条市
農業競争力強化基盤整備
事業

道前釜之口下 391            - 26                      

10 愛媛県 東温市
農業競争力強化基盤整備
事業

南吉井 322            - 60                      

11 愛媛県 八幡浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

真穴 915            - 50                      

12 愛媛県 西条市 農業基盤整備促進事業 東予 400            - 126                    

 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



 愛媛　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 愛媛県 松山市 農業基盤整備促進事業 元怒和 120            - 11                      

14 愛媛県

砥部町、久万
高原町、東温
市、松山市、
伊予市、松前
町

農業基盤整備促進事業 中予 944            - 136                    

15 愛媛県
八幡浜市、伊
方町、西予
市、内子町

農業基盤整備促進事業 八幡浜 661            - 160                    

16 愛媛県
宇和島市、愛
南町

農業基盤整備促進事業 南予 325            - 85                      

17 愛媛県 八幡浜市 地すべり対策事業 国木・牛名 370            - 3                        

18 愛媛県 四国中央市 地すべり対策事業 新宮３期 220            - 33                      

19 愛媛県 西条市 地すべり対策事業 大平・浦山３期 240            - 5                        

20 愛媛県 久万高原町 地すべり対策事業 越之峠２期 150            - 7                        

21 愛媛県 大洲市 地すべり対策事業 長谷３期 145            - 9                        

22 愛媛県 伊予市 地すべり対策事業 上大久保２期 150            - 10                      



 愛媛　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

23 愛媛県 久万高原町 地すべり対策事業 柳井川 150            - 5                        

24 愛媛県 大洲市 地すべり対策事業 大久保２期 130            - 20                      

25 愛媛県 内子町 地すべり対策事業 大瀬 122            - 12                      

26 愛媛県 内子町 地すべり対策事業 石畳 210            - 14                      

27 愛媛県 伊予市 地すべり対策事業 野中仁川登 150            - 13                      

28 愛媛県 砥部町 地すべり対策事業 猿谷黒蔵 140            - 4                        

29 愛媛県 内子町 地すべり対策事業 藤社 235            - 3                        

30 愛媛県 伊予市 地すべり対策事業 影之浦東２期 130            - 15                      

31 愛媛県 大洲市 地すべり対策事業 今坊２期 226            - 3                        

32 愛媛県 伊方町 地すべり対策事業 豊之浦 310            - 3                        

33 愛媛県 伊方町 地すべり対策事業 黒碆・名取西 220            - 3                        

34 愛媛県 久万高原町 地すべり対策事業 西谷 240            - 11                      
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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

35 愛媛県 砥部町 地すべり対策事業 高市両方田４期 100            - 15                      

36 愛媛県 伊方町 地すべり対策事業 小島２期 110            - 8                        

37 愛媛県 八幡浜市 地すべり対策事業 保内 300            - 10                      

38 愛媛県 久万高原町 地すべり対策事業 杣野 126            - 15                      事業着手

39 愛媛県 伊予市 地すべり対策事業 福住平村 200            - 15                      事業着手

40 愛媛県 東温市 農村地域防災減災事業 上村山之神 170            - 8                        　

41 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 善応寺新池 200            - 2                        　

42 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 茨谷下 200            - 10                      　

43 愛媛県 伊予市 農村地域防災減災事業 古泉 150            - 20                      　

44 愛媛県 松前町 農村地域防災減災事業 蓼原 180            - 10                      　

45 愛媛県 西条市 農村地域防災減災事業 庵ノ池 70             - 1                        　

46 愛媛県 西条市 農村地域防災減災事業 天神 53             - 1                        　



 愛媛　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

47 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 山田上池 100            - 40                      　

48 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 国木 75             - 15                      事業着手

49 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 お城 55             - 12                      事業着手

50 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 難波 700            - 10                      　

51 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 本谷 780            - 40                      　

52 愛媛県 今治市 農村地域防災減災事業 長坂 90             - 25                      　

53 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 正岡 230            - 20                      　

54 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 窪野 210            - 10                      事業着手

55 愛媛県 今治市 農村地域防災減災事業 鳥生 150            - 22                      　

56 愛媛県 松前町 農村地域防災減災事業 栴檀投 520            - 5                        　

57 愛媛県 宇和島市 農村地域防災減災事業 渕田 100            - 10                      事業着手

58 愛媛県 宇和島市 農村地域防災減災事業 長通 90             - 86                      　



 愛媛　補助 - 6

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

59 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 下伊台 339            - 21                      　

60 愛媛県 宇和島市 農村地域防災減災事業 是延 349            - 10                      　

61 愛媛県 四国中央市 農村地域防災減災事業 金田 250            - 21                      　

62 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 粟井 323            - 15                      　

63 愛媛県 松山市 農村地域防災減災事業 浅海 580            - 16                      　

64 愛媛県 宇和島市 農村地域防災減災事業 成妙 712            - 60                      　

65 愛媛県 西条市 農村地域防災減災事業 壬生川北 1,013         1.31           10                      　

66 愛媛県 西条市 農村地域防災減災事業 玉津・下島山 900            - 100                    　

67 愛媛県 上島町 農村地域防災減災事業 岩城島北 93             - 20                      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。



 愛媛　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）

68 愛媛県 四国中央市
奥地保安林保全緊急対策
事業

上荒 230            - 50                      

69 愛媛県 新居浜市 復旧治山事業 船木 148            - 60                      

70 愛媛県 西条市 復旧治山事業 平野 400            - 50                      事業着手

71 愛媛県 今治市 復旧治山事業 小口池 70             - 30                      事業着手

72 愛媛県 今治市 復旧治山事業 五葉谷 70             - 37                      事業着手

73 愛媛県 東温市 復旧治山事業 伊之曽 85             - 15                      事業着手

74 愛媛県 東温市 復旧治山事業 白潰 250            - 28                      

75 愛媛県 砥部町 復旧治山事業 高市 133            - 25                      

76 愛媛県 久万高原町
奥地保安林保全緊急対策
事業

永子 168            - 48                      事業着手

77 愛媛県 久万高原町 復旧治山事業 アシタニ谷 101            - 39                      事業着手

78 愛媛県 内子町 復旧治山事業 豊谷 115            - 40                      

79 愛媛県 内子町 復旧治山事業 別府 80             - 32                      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
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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

80 愛媛県 西予市 復旧治山事業 桂 320            - 50                      

81 愛媛県 西予市 復旧治山事業 協和 149            - 54                      

82 愛媛県 西予市 復旧治山事業 大久保 250            - 45                      

83 愛媛県 西予市 水源森林再生対策事業 下相 229            - 20                      

84 愛媛県 鬼北町 保安林整備事業 延川 16             - 2                        

85 愛媛県 宇和島市 保安林整備事業 山財 10             - 5                        事業着手

86 愛媛県 宇和島市 保安林整備事業 御内 55             - 4                        

87 愛媛県 愛南町 保安林整備事業 正木 20             - 5                        事業着手

88 愛媛県 今治市 保安林整備事業 大三島町宮浦外 5               - 5                        

89 愛媛県 大洲市 保安林整備事業 出海・穂積 9               - 9                        

90 愛媛県 西予市 保安林整備事業 田穂 4               - 4                        

91 愛媛県 今治市 保安林整備事業 鈍川外 2               - 2                        
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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

92 愛媛県 内子町 保安林整備事業 古田 1               - 1                        

93 愛媛県 八幡浜市 保安林整備事業 宮内 4               - 4                        

94 愛媛県 西予市 保安林整備事業 垣生 1               - 1                        

95 愛媛県 愛南町 保安林整備事業 僧都外 1               - 1                        

96 愛媛県 上島町 保安林緊急改良事業 蛙石山 64             - 8                        

97 愛媛県 上島町 保安林整備事業 岩城長江原 2               - 2                        

98 愛媛県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

今治松山 720            - 76                      

99 愛媛県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

東予 820            - 86                      

100 愛媛県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

肱川 961            - 101                    

101 愛媛県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中予山岳 993            - 105                    

102 愛媛県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

南予             962 - 101                    

（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）

103 愛媛県 愛南町 水産流通基盤整備事業 船越 4,019         1.17           31                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

104 愛媛県 愛南町 水産流通基盤整備事業 鯆越 550            - 156                    事業着手

105 愛媛県 水産環境整備事業 愛媛 1,270         1.44           227                    

106 愛媛県 宇和島市 水産生産基盤整備事業 津島 5,970         1.21           348                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

107 愛媛県 宇和島市 水産生産基盤整備事業 本浦 7,400         1.11           676                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

108 愛媛県 宇和島市 水産生産基盤整備事業 喜路 1,520         1.51           664                    

（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
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交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 愛媛県 農山漁村地域整備交付金 1,922                   

（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（林野）
	補助（農業）
	補助（林野）
	補助（水産）
	交付金

