
直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 新潟県
長岡市、三条市
ほか

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9.2km

- 34                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

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

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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

新潟　直轄 - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 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         1.32           30                      

2 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         1.06           5                        

3 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           60                      

4 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 1,709         1.45           55                      

5 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           40                      

6 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           110                    

7 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           218                    

8 新潟県 新潟市 農村地域防災減災事業 四ッ合 153            - 111                    

9 新潟県 三条市 農村地域防災減災事業 湯舟沢 153            - 90                      

10 新潟県 長岡市 農村地域防災減災事業 渋海川頭首工 162            - 70                      

11 新潟県
新潟市、加茂
市

農村地域防災減災事業 白根郷３期 15,950        1.18           30                      

12 新潟県 十日町市 農村地域防災減災事業 十日町二期 602            - 15                      

 当該補正予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

新潟　補助 - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 新潟県 十日町市 農村地域防災減災事業 松之山第一 342            - 12                      

14 新潟県 柏崎市 農村地域防災減災事業 高柳二期 629            - 42                      

15 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 名立二期 260            - 30                      

16 新潟県 村上市 農村地域防災減災事業 大向 493            - 45                      

17 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 今田代二期 312            - 12                      

18 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 板倉二期 232            - 2                        

19 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 大島 250            - 3                        

20 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 牧 191            - 15                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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。

新潟　補助 - 2



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

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

22 新潟県
新潟市、村上
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

下越 1,992         7.52           186                    

23 新潟県
長岡市、三条
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中越 1,245         7.64           117                    

24 新潟県
上越市、妙高
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上越 503            - 47                      

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

 当該補正予算の
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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 新潟　補助 - 3



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

25 新潟県 佐渡市 漁港施設機能強化事業 佐渡市 740             - 60                      

26 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 鷲崎 4,670         1.30           300                    

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

 当該補正予算の
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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 新潟　補助 - 4



交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 新潟県 農山漁村地域整備交付金 197                      

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）

新潟　交付金 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1
長野県
新潟県

新潟県糸魚川
市、長野県小谷
村

直轄治山事業 姫川地区 8,838         山腹工 17ha、渓間工71基 2.06           60                   
全体計画の変更による事
業費等の変更

2 新潟県
十日町市、上越
市

直轄地すべり防止事業 頸城地区 19,982        
集水井工 177基、渓間工
247基

2.88           168                 
全体計画の変更による事
業費等の変更

3
長野県
新潟県

新潟県糸魚川
市、長野県小谷
村

直轄地すべり防止事業 姫川地区 17,313        
集水井工 81基、渓間工 177
基

2.00           145                 
全体計画の変更による事
業費等の変更

4 新潟県 妙高市
地域防災対策総合治
山事業

妙高山 1,771         山腹工1.94ha、渓間工9基 5.92           104                 

5 新潟県 胎内市 予防治山事業
羽黒地区(Ⅰ工
区）

199            山腹工2.65ha - 67                   

6 新潟県 糸魚川市 予防治山事業 焼山（火打山川） 261            渓間工4基 - 110                 

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

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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

新潟　直轄（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 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           140                    

2 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           43                      

3 新潟県 弥彦村
農業競争力強化基盤整備
事業

大戸 704            - 58                      

4 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           36                      

5 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           50                      

6 新潟県
弥彦村、新潟
市

農業競争力強化基盤整備
事業

上泉 625            - 54                      

7 新潟県 柏崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

高田北部 428            - 21                      

8 新潟県 新発田市
農業競争力強化基盤整備
事業

米倉 4,046         1.11           22                      

9 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 平谷 76             - 42                      

10 新潟県 長岡市 農村地域防災減災事業 入軽井 49             - 2                        

11 新潟県 村上市 農村地域防災減災事業 荒川沿岸 96             - 36                      

12 新潟県 上越市 農村地域防災減災事業 安塚第三 307            - 14                      

 当該補正予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

新潟　補助（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
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・市町村名

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 農村地域防災減災事業 浦川原二期 186            - 13                      

14 新潟県 十日町市 農村地域防災減災事業 川西三期 341            - 15                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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。

新潟　補助（ゼロ国） - 2



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

15 新潟県 十日町市 復旧治山事業 宮沢 250            - 48                      

16 新潟県 十日町市 地すべり防止事業 松之山栃山 150            - 30                      

17 新潟県 十日町市 地すべり防止事業 松之山中尾 147            - 50                      

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

 当該補正予算の
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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 新潟　補助（ゼロ国） - 3



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

18 新潟県 佐渡市 漁港施設機能強化事業 佐渡 130             - 68                      

19 新潟県 新発田市 漁港施設機能強化事業 松塚 203             - 90                      

20 新潟県 佐渡市 水産生産基盤整備事業 稲鯨 2,512         1.12           156                    

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

 当該補正予算の
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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 新潟　補助（ゼロ国） - 4



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-1 新潟県 森林環境保全整備事業 中越 長岡市、三条市、加茂市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町

補-22 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

下越
新潟市、村上市、新発田市、五泉市、阿賀野市、胎内市、阿賀町、聖篭町、関川
村

補-23 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中越
長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、見附市、燕市、十日町市、魚沼
市、南魚沼市、弥彦村、田上町、出雲崎町、刈羽村、湯沢町、津南町

補-24 新潟県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上越 上越市、妙高市、糸魚川市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

新潟　参考 - 1


