
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 長野県 王滝村 復旧治山事業 濁川 507            渓間工2基 - 158                 事業着手

2 長野県 木曽町 復旧治山事業 倉本湯川 62             渓間工1基 - 62                   事業着手

3 長野県
長野市、須坂市
ほか

森林環境保全整備事
業

千曲川下流 1,830         
更新面積17ha、保育面積
3,471ha、路網開設延長
2.0km

6.96           27                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

4 長野県
松本市、大町市
ほか

森林環境保全整備事
業

中部山岳 1,872         
更新面積26ha、保育面積
3,965ha、路網開設延長
9.2km

7.56           5                    
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

5 長野県
上田市、小諸市
ほか

森林環境保全整備事
業

千曲川上流 4,043         
更新面積484ha、保育面積
9,377ha、路網開設延長
66.8km

3.56           139                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

6 長野県
飯田市、伊那市
ほか

森林環境保全整備事
業

伊那谷 977            
更新面積45ha、保育面積
3,448ha、路網開設延長
38.7km

- 56                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

7 長野県
上松町、王滝村
ほか

森林環境保全整備事
業

木曽谷(木曽署） 3,964         
更新面積407ha、保育面積
8,594ha、路網開設延長
22.1km

9.79           78                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

8 長野県
南木曽町、木祖
村ほか

森林環境保全整備事
業

木曽谷(南木曽支
署)

2,208         
更新面積70ha、保育面積
3,907ha、路網開設延長
22.0km

6.62           52                   
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。

 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
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
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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 長野県 安曇野市
農業競争力強化基盤整備
事業

烏川 2,832         1.09           32                      

2 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 長野４期 552            - 52                      

3 長野県 上田市 農村地域防災減災事業 金井 420            - 50                      

4 長野県 立科町 農村地域防災減災事業 牛鹿宇山 630            - 40                      

5 長野県
飯田市、松川
町ほか

農村地域防災減災事業 竜西２期 3,000         3.26           60                      

6 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 日原 429            - 54                      

7 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 岡山 380            - 35                      

8 長野県 富士見町 農村地域防災減災事業 本郷 230            - 30                      

9 長野県 駒ヶ根市 農村地域防災減災事業 駒ヶ根 397            - 30                      

10 長野県 辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜東 380            - 25                      

11 長野県 辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜西 410            - 25                      

12 長野県 中川村 農村地域防災減災事業 南向 210            - 58                      

 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
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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 長野県 信濃町 農村地域防災減災事業 信濃 237            - 50                      

14 長野県 木曽町 農村地域防災減災事業 日義 144            - 20                      

15 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 梨久保 270            - 20                      

16 長野県 飯田市 農村地域防災減災事業 飯田竜西 170            - 26                      

17 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 上境 200            - 15                      

18 長野県 泰阜村 農村地域防災減災事業 大畑 162            - 18                      

19 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 天間芦沢 140            - 18                      

20 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 七瀬 120            - 15                      

21 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 豊田 150            - 20                      

22 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 上河 125            - 10                      

23 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 塩本 280            - 16                      

24 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 松葉 100            - 8                        事業着手
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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

25 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 飯山南部 170            - 15                      事業着手

（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。
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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）

26 長野県 辰野町 復旧治山事業 南沢 152            - 38                      

27 長野県 木曽町 復旧治山事業 児野 200            - 43                      

28 長野県 筑北村 復旧治山事業 胡桃沢 108            - 28                      

（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
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交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 長野県 農山漁村地域整備交付金 170                      

（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）
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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 大鹿村 直轄治山事業 小渋川地区 16,754        
山腹工 228ha、渓間工 614
基

2.05           170                 
全体計画の変更による事
業費等の変更

2 長野県 飯田市 直轄治山事業 松川入地区 28,000        
山腹工 242ha、渓間工 182
基

1.77           152                 
期中評価による費用対効
果の変更

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

4
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

5 長野県 小谷村 復旧治山事業 唐松沢 850            山腹工4.50ha - 58                   

6 長野県 辰野町 復旧治山事業 黒沢谷 139            渓間工7基 - 43                   

7 長野県 伊那市 復旧治山事業 小黒川 356            渓間工8基、山腹工1.25ha - 52                   

8 長野県 飯島町 復旧治山事業
与田切川下流
（一ノ谷）

180            山腹工0.78ha - 97                   

9 長野県 栄村 復旧治山事業 栃川 197            渓間工3基、山腹工0.13ha - 32                   

10 長野県 大町市 復旧治山事業 扇沢 100            渓間工3基 - 32                   

 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

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
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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）

 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

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

11 長野県 松本市 地すべり防止事業 坂巻 1,994         山腹工32.50ha 1.75           65                   

12 長野県 南木曽町 水源地域整備事業
賤母中流（ワル
沢）

148            渓間工2基、山腹工0.72ha - 64                   

13 長野県
南木曽町、木祖
村ほか

森林環境保全整備事
業

木曽谷(南木曽支
署)

2,208         
更新面積70ha、保育面積
3,907ha、路網開設延長
22.0km

6.62           31                   

（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。
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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 長野県 千曲市 農村地域防災減災事業 埴科６期 218            - 50                      

2 長野県 木曽町 農村地域防災減災事業 開田 106            - 30                      

（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
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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）

3 長野県 上田市 復旧治山事業 霊泉寺 90             - 30                      

4 長野県 木祖村 復旧治山事業 大笹沢 182            - 50                      

5 長野県 木曽町 復旧治山事業 下殿 200            - 48                      

6 長野県 南木曽町 復旧治山事業 細野沢 168            - 56                      

7 長野県 小谷村 復旧治山事業 大なで沢 182            - 40                      

8 長野県 千曲市 復旧治山事業 冠着山 150            - 31                      

9 長野県 箕輪町 地すべり防止事業 日影入 864            - 66                      

10 長野県 松本市 防災林造成事業 乗鞍 340            - 80                      

（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
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（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-3 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川下流
長野市、須坂市、飯山市、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、
飯綱町、栄村

直-4 長野県 森林環境保全整備事業 中部山岳 松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、松川村、白馬村、小谷村

直-5 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川上流
上田市、小諸市、佐久市、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木
村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町

直-6 長野県 森林環境保全整備事業 伊那谷
飯田市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、辰野町、飯島町、中
川村、宮田村、松川町、阿智村、下條村、喬木村、豊丘村、大鹿村

直-7 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷(木曽署） 上松町、王滝村、木曽町

直-8 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷(南木曽支署) 南木曽町、木祖村、大桑村

補-5 長野県 農村地域防災減災事業 竜西２期 飯田市、松川町、高森町

直（ゼロ国）-13 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷（南木曾支署） 南木曽町、木祖村、大桑村

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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