
鹿児島　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 鹿児島県 国営かんがい排水事業 曽於北部（二期） 13,400        
用水路 L＝66.1km
揚水機場 4ヶ所
ファームポンド 5ヶ所

1.21           1,600               

2 鹿児島県 国営かんがい排水事業 肝属中部（一期） 45,699        
ダム 1ヶ所
送水路 L=1.7km

1.02           3,441               

3 鹿児島県 国営かんがい排水事業 肝属中部（二期） 15,501        
揚水機場 2ヶ所
用水路 Ｌ＝44.8ｋｍ
ファームポンド 6ヶ所

1.02           1,178               

4 鹿児島県 国営かんがい排水事業
徳之島用水
（一期）

40,038        
ダム 1ヶ所
用水路 L=7.1km
揚水機場 1ヶ所 ほか

1.26           1,320               

5 鹿児島県 国営かんがい排水事業
徳之島用水
（二期）

18,962        
用水路 L=120.9km
揚水機場 8ヶ所
ファームポンド 12ヶ所

1.26           1,345               

6 鹿児島県 国営かんがい排水事業 沖永良部 32,000        
地下ダム 1ヶ所
揚水機場 1ヶ所
用水路 L=44.1km ほか

1.02           2,400               

7 鹿児島県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

笠野原 2,400         
導水路（改修） L=8.6km
幹線水路（改修） L=34.8km
調整池（改修） 4ヶ所　ほか

2.00           195                 
国営施設機能保全対策
移行

（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



鹿児島　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）

8 鹿児島県 直轄治山事業 桜島地区 56,014
山腹工 187ha、渓間工 1,587
基

2.41 1,093               

9 鹿児島県 復旧治山事業 上流合 70             渓間工２基 - 30                   

10 鹿児島県 復旧治山事業 五里 24             渓間工1基 - 20                   

11 鹿児島県 復旧治山事業 岩屋 92             山腹工0.08ha、渓間工1基 - 27                   

12 鹿児島県 復旧治山事業 紅葉嶽 100            山腹工0.30ha - 35                   

13 鹿児島県 復旧治山事業 宮之浦嶽 27             渓間工1基 - 27                   

14 鹿児島県 復旧治山事業 大川 28             渓間工1基 - 15                   

15 鹿児島県 防災林造成事業 唐浜 6               
森林整備6ha、防風柵工
150m

- 6                     

16 鹿児島県 防災林造成事業 吹上１ 24             護岸工200m - 24                   

 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



鹿児島　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

17 鹿児島県 防災林造成事業 吹上２ 14             防風柵工300m - 14                   

18 鹿児島県 防災林造成事業 濱ノ田 8               防風柵工160ｍ - 8                     

19 鹿児島県 水源地域整備事業 芭蕉 18             渓間工1基 - 18                   

20 鹿児島県 水源地域整備事業 大篦柄 489            渓間工３基 - 64                   

21 鹿児島県 水源地域整備事業 国見平 31             山腹工0.15ha - 31                   

22 鹿児島県 保安林整備事業 北薩 12             森林整備30ha - 6                     

23 鹿児島県 保安林整備事業 南薩 6               森林整備15ha - 4                     

24 鹿児島県 保安林整備事業 大篦柄 14             森林整備40ha - 8                     

25 鹿児島県 保安林整備事業 州崎 19             森林整備50ha - 10                   



鹿児島　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

26 鹿児島県 保安林整備事業 屋久島 4               森林整備18ha - 4                     

27 鹿児島県 保安林整備事業 種子島 10             森林整備45ha - 10                   

28 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

北薩 3,213
更新面積410ha、保育面積
900ha、路網整備開設延長
6.6km

8.86 795

29 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

姶良 2,965
更新面積184ha、保育面積
2,772ha、路網整備開設延長
36.9km

4.20 303

30 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

南薩 743
更新面積208ha、保育面積
265ha、路網整備開設延長
2.5km

- 114

31 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

大隅 3,654
更新面積453ha、保育面積
10,676ha、路網整備開設延
長43.4km

5.45 549
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

32 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

熊毛 910
更新面積21ha、保育面積
4,008ha、路網整備開設延長
2.7km

- 202

33 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

奄美大島 85
保育面積5ha、路網整備開
設延長0.5km

- 0



鹿児島　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

34 鹿児島県
森林居住環境整備事
業

大隅 70
更新面積14ha、保育面積
330ha

- 7
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。



 鹿児島　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 鹿児島県
鹿屋市、肝付
町

農業競争力強化基盤整備
事業

第二笠野原 623            - 25                      

2 鹿児島県 肝付町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二高山 594            - 6                        

3 鹿児島県 鹿屋市
農業競争力強化基盤整備
事業

第二曽於南部 3,820         1.07           60                      

4 鹿児島県
大崎町、志布
志市

農業競争力強化基盤整備
事業

曽於南部 9,500         1.00           80                      

5 鹿児島県
大崎町、志布
志市

農業競争力強化基盤整備
事業

第三曽於南部 8,420         1.04           120                    

6 鹿児島県
大崎町、志布
志市

農業競争力強化基盤整備
事業

第四曽於南部 9,800         1.01           80                      

7 鹿児島県
大崎町、鹿屋
市

農業競争力強化基盤整備
事業

第五曽於南部 4,160         1.27           50                      

8 鹿児島県 鹿屋市
農業競争力強化基盤整備
事業

第二鹿屋 1,100         1.77           50                      

9 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第一曽於北部１期 1,205         1.37           40                      

10 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第一曽於北部２期 987            - 80                      事業着手

11 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第二曽於北部１期 1,267         1.03           180                    

12 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第二曽於北部２期 1,033         1.03           110                    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



 鹿児島　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 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第三曽於北部２期 2,658         1.02           80                      事業着手

14 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第四曽於北部 4,712         1.09           40                      事業着手

15 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第五曽於北部 4,752         1.09           30                      事業着手

16 鹿児島県 鹿屋市
農業競争力強化基盤整備
事業

吾平南西部１期 770            - 50                      

17 鹿児島県 鹿屋市
農業競争力強化基盤整備
事業

吾平南西部２期 719            - 80                      事業着手

18 鹿児島県 肝付町
農業競争力強化基盤整備
事業

第三肝付 895            - 80                      事業着手

19 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第三曽於北部１期 1,544         1.02           120                    

20 鹿児島県
枕崎市、指宿
市、南九州市

農業競争力強化基盤整備
事業

南薩１期 5,455         1.02           135                    事業着手

21 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一浅間 429            - 21                      

22 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二浅間 807            - 54                      

23 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

上晴 2,606         1.46           30                      

24 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

小島河地 2,493         1.23           30                      



 鹿児島　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 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二阿権 1,254         1.05           50                      

26 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一面縄 1,095         1.05           117                    

27 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一面縄２期 584            - 35                      

28 鹿児島県 知名町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一西原 754            - 67                      

29 鹿児島県 和泊町
農業競争力強化基盤整備
事業

朝知野 960            - 122                    

30 鹿児島県 和泊町
農業競争力強化基盤整備
事業

白瀬 1,782         1.47           362                    

31 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二面縄１期 1,307         1.09           300                    

32 鹿児島県 和泊町
農業競争力強化基盤整備
事業

外俣 710            - 182                    

33 鹿児島県 知名町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二西原 375            - 90                      

34 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二面縄２期 1,397         1.10           285                    

35 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

山 642            - 3                        

36 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一母志 627            - 110                    



 鹿児島　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 鹿児島県 知名町
農業競争力強化基盤整備
事業

余多１期 421            - 42                      

38 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一大和城 813            - 50                      

39 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一南亀 1,000         1.06           85                      

40 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一花徳 1,767         1.33           261                    

41 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二下久志 834            - 165                    

42 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二当部 942            - 80                      

43 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二尾母１期 1,247         1.12           230                    

44 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一松原1期 1,165         1.13           180                    

45 鹿児島県 和泊町
農業競争力強化基盤整備
事業

根折 1,518         1.22           270                    

46 鹿児島県 知名町
農業競争力強化基盤整備
事業

余多２期 891            - 244                    

47 鹿児島県 伊仙町
農業競争力強化基盤整備
事業

喜念 2,964         1.05           200                    事業着手

48 鹿児島県 和泊町
農業競争力強化基盤整備
事業

第四畔布 948            - 270                    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

49 鹿児島県 徳之島町
農業競争力強化基盤整備
事業

第二尾母２期 1,018         1.12           264                    事業着手

50 鹿児島県 天城町
農業競争力強化基盤整備
事業

第一松原２期 1,189         1.13           160                    事業着手

51 鹿児島県
薩摩川内市、
さつま町

農業競争力強化基盤整備
事業

第３川薩 1,540         1.32           13                      

52 鹿児島県
西之表市、中
種子町、南種
子町

農業競争力強化基盤整備
事業

種子島第２ 450            - 137                    

53 鹿児島県 薩摩川内市
農業競争力強化基盤整備
事業

甑 232            - 12                      

54 鹿児島県 三島村
農業競争力強化基盤整備
事業

三島 997            - 139                    

55 鹿児島県

徳之島町、伊
仙町、天城
町、知名町、
和泊町、与論
町

農業競争力強化基盤整備
事業

奄美第５ 1,245         1.57           177                    

56 鹿児島県
霧島市、姶良
市、湧水町、
伊佐市

農業競争力強化基盤整備
事業

第２姶良伊佐 998            - 195                    事業着手

57 鹿児島県

西之表市、中
種子町、南種
子町、屋久島
町

農業基盤整備促進事業 熊毛 153            - 153                    



 鹿児島　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

58 鹿児島県

喜界町、徳之
島町、伊仙
町、和泊町、
知名町、与論
町

農業基盤整備促進事業 大島 497            - 497                    

59 鹿児島県 日置市 農業基盤整備促進事業 鹿児島 56             - 56                      

60 鹿児島県
南九州市、指
宿市

農業基盤整備促進事業 南薩 119            - 119                    

61 鹿児島県 曽於市 農業基盤整備促進事業 大隅 340            - 340                    

62 鹿児島県

日置市、指宿
市、南さつま
市、南九州
市、阿久根
市、出水市、
薩摩川内市、
さつま町、長
島町、姶良
市、伊佐市、
霧島市、湧水
町、鹿屋市、
垂水市、曽於
市、志布志
市、大崎町

農村地域防災減災事業 鹿児島25内地 15,679        1.01           927                    　

63 鹿児島県 日置市 農村地域防災減災事業 草田 255            - 50                      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

64 鹿児島県 薩摩川内市 農村地域防災減災事業 池頭 169            - 20                      事業着手

65 鹿児島県 出水市 農村地域防災減災事業 江内 845            - 22                      事業着手

66 鹿児島県 南さつま市 農村地域防災減災事業 舞敷野 212            - 25                      事業着手

67 鹿児島県 指宿市 農村地域防災減災事業 小牧 353            - 40                      事業着手

68 鹿児島県 長島町 農村地域防災減災事業 琵琶ノ首 22             - 9                        事業着手

69 鹿児島県 霧島市 農村地域防災減災事業 入水 47             - 10                      事業着手

70 鹿児島県 南九州市 農村地域防災減災事業 大田尾 143            - 27                      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）

71 鹿児島県 指宿市 復旧治山事業 モカセほか 125            - 91                      

72 鹿児島県 南九州市 復旧治山事業 小栗栖ほか 200            - 25                      

73 鹿児島県 薩摩川内市 復旧治山事業 楠原ほか 162            - 122                    

74 鹿児島県 霧島市 復旧治山事業 冷水谷ほか 619            - 341                    

75 鹿児島県 志布志市 復旧治山事業 中野ほか 531            - 49                      

76 鹿児島県 肝付町 復旧治山事業 小森ほか 193            - 119                    

77 鹿児島県 さつま町 復旧治山事業 福子田 90             - 50                      事業着手

78 鹿児島県 霧島市 復旧治山事業 新池 150            - 80                      事業着手

79 鹿児島県 指宿市 防災林造成事業 東道ほか 371            - 140                    

80 鹿児島県 さつま町 水源森林再生対策事業 芋八重ほか 332            - 60                      

81 鹿児島県 薩摩川内市 保安林整備事業 乙須 11             - 7                        事業着手

82 鹿児島県 霧島市 保安林整備事業 高岡 35             - 4                        

 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



 鹿児島　補助 - 9

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

83 鹿児島県 南九州市 保安林整備事業 於指野 1               - 1                        

84 鹿児島県 中種子町 復旧治山事業 松ノ隅 80             - 38                      

85 鹿児島県 南種子町 復旧治山事業 平谷山 200            - 96                      事業着手

86 鹿児島県 中種子町 保安林緊急改良事業 松原山 51             - 29                      事業着手

87 鹿児島県 屋久島町 保安林整備事業 太田尾 9               - 4                        

88 鹿児島県 南種子町 保安林整備事業 松原山ほか 1               - 1                        

89 鹿児島県 喜界町 防災林造成事業 下茂 390            - 65                      

90 鹿児島県 知名町 保安林緊急改良事業 池田 60             - 13                      

91 鹿児島県 喜界町 保安林緊急改良事業 隠田 60             - 10                      

92 鹿児島県 知名町 保安林緊急改良事業 メンドマリ 15             - 10                      事業着手

93 鹿児島県 喜界町 保安林整備事業 下茂ほか 1               - 1                        

94 鹿児島県 知名町 保安林整備事業 池田ほか 1               - 1                        
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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

95 鹿児島県 鹿児島市 林業専用道等整備事業 横見谷３号支線 40             - 10                      

96 鹿児島県 霧島市 林業専用道等整備事業 白尾谷線 120            - 30                      

97 鹿児島県 霧島市 林業専用道等整備事業 国分山麓線 168            - 30                      

98 鹿児島県 南さつま市 林業専用道等整備事業 久木野線 140            - 13                      

99 鹿児島県 姶良市 林業専用道等整備事業 瀬戸平山線 535            - 50                      

100 鹿児島県 姶良市 林業専用道等整備事業 堂園線 82             - 43                      

101 鹿児島県 長島町 林業専用道等整備事業 獅子島線 46             - 18                      

102 鹿児島県 肝付町 林業専用道等整備事業 万九郎中央２号支線 80             - 50                      

103 鹿児島県 肝付町 林業専用道等整備事業 万九郎中央線 696            - 165                    

104 鹿児島県 宇検村 林業専用道等整備事業 佐念線 580            - 180                    

105 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北薩 2,756         3.37           211                    

106 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

姶良 2,105         4.53           161                    
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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

107 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

南薩 2,700         3.40           206                    

108 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大隅 3,137         4.75           240                    

109 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

熊毛 588            - 45                      

110 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

奄美大島 575            - 168                    

（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）

111 鹿児島県 垂水市 水産流通基盤整備事業 海潟 3,212         1.34           56                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

112 鹿児島県 垂水市 水産流通基盤整備事業 牛根麓 3,520         1.26           188                    

113 鹿児島県
いちき串木野
市

水産流通基盤整備事業 串木野 3,825         1.28           138                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

114 鹿児島県 指宿市 水産流通基盤整備事業 山川 3,566         1.20           208                    

115 鹿児島県 肝付町 水産流通基盤整備事業 内之浦 4,957         1.29           82                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

116 鹿児島県 枕崎市 水産流通基盤整備事業 枕崎 3,610         2.75           599                    

117 鹿児島県 日置市 水産生産基盤整備事業 江口 2,121         1.21           278                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

118 鹿児島県 長島町 水産流通基盤整備事業 薄井 1,000         2.38           20                      

119 鹿児島県 水産環境整備事業 さつま 1,950         1.31           599                    事業着手

120 鹿児島県 長島町 水産生産基盤整備事業 葛輪 1,850         1.50           352                    

121 鹿児島県 南さつま市 水産生産基盤整備事業 野間池 2,858         1.55           10                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

122 鹿児島県 南さつま市 漁港施設機能強化事業 小湊 691            - 376                    

 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

123 鹿児島県 水産環境整備事業 熊毛 850            - 220                    

124 鹿児島県 薩摩川内市 水産生産基盤整備事業 中甑 7,069         1.16           668                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

125 鹿児島県 屋久島町 水産生産基盤整備事業 口永良部 4,647         1.27           539                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

126 鹿児島県 十島村 水産生産基盤整備事業 西之浜 3,419         1.37           136                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

127 鹿児島県 十島村 水産生産基盤整備事業 前籠 7,713         1.15           993                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

128 鹿児島県 薩摩川内市 水産生産基盤整備事業 藺牟田 5,141         1.14           213                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

129 鹿児島県 水産環境整備事業 奄美 1,250         1.28           208                    

130 鹿児島県 喜界町 水産生産基盤整備事業 荒木 2,021         2.03           44                      

131 鹿児島県 知名町 漁港施設機能強化事業 知名 650            - 181                    

（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 鹿児島県 農山漁村地域整備交付金 5,385                   

（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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