
青森　 直轄　 - 1

直轄事業（平成２５年度暫定予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 青森県 国営かんがい排水事業
岩木川左岸
（二期）

36,300        
頭首工 1ヶ所
揚水機場 1ヶ所
用水路 L=57km

1.03           520                 

2 青森県 国営かんがい排水事業 平川二期 6,300         
ダム 1ヶ所
頭首工 1ヶ所
用水路 L=10.3km　ほか

1.30 565                 

3 青森県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

小田川二期 10,000        
ダム 1ヶ所
ため池 3ヶ所
用水路L=15.7km　ほか

1.02 405                 

（注１）「全体事業費」及び「当該暫定予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該暫定予算の
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



青森　 補助　 - 1

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 青森県 三戸町 復旧治山事業 下比良 320            - 120                    

2 青森県 大鰐町 復旧治山事業 西虹貝山(早瀬野) 180            - 34                      

3 青森県 平川市 復旧治山事業 黒倉沢 220            - 110                    

4 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

津軽 1,199         6.67           32                      

5 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

東青 900            - 20                      

6 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

下北 1,655         6.35           37                      

7 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

三八上北 3,781         5.28           88                      

（注１）「全体事業費」及び「当該暫定予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該暫定予算の
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



青森　 補助　 - 2

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

8 青森県 深浦町 水産流通基盤整備事業 北金ヶ沢 2,700         1.20           29                      

9 青森県 水産環境整備事業 第２岩崎 600            - 69                      

10 青森県 水産環境整備事業 赤石・風合瀬 1,990         1.68           220                    

11 青森県 水産環境整備事業 長後 700            - 3                        

12 青森県 深浦町 水産生産基盤整備事業 岩崎 3,200         1.11           50                      

13 青森県 佐井村 水産生産基盤整備事業 佐井 5,680         1.56           248                    

14 青森県 東通村 水産生産基盤整備事業 尻屋 2,200         1.37           120                    

15 青森県 漁港施設機能強化事業 東青 960            - 98                      

16 青森県 漁港施設機能強化事業 檜川 500            - 98                      

17 青森県 漁港施設機能強化事業 久栗坂 500            - 75                      

18 青森県 漁港施設機能強化事業 津軽沿岸 109            - 20                      

19 青森県 漁港施設機能強化事業 陸奥湾沿岸 131            - 21                      

 当該暫定予算の
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



青森　 補助　 - 3

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

 当該暫定予算の
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

20 青森県 漁港施設機能強化事業 下北八戸沿岸 162            - 16                      

（注１）「全体事業費」及び「当該暫定予算の事業費」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。



青森　 交付金　 - 1

交付金（平成２５年度暫定予算）

（単位：百万円）

1 青森県 農山漁村地域整備交付金 1,172                   

（注）「当該暫定予算の配分額（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

 当該暫定予算の
配分額（国費）
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