
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 兵庫県
神戸市、西宮市
ほか

森林環境保全整備事
業

加古川 249            
更新面積31ha、保育面積
305ha、路網整備開設延長
2.3km

- 3                    
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

2 兵庫県
姫路市、相生市
ほか

森林環境保全整備事
業

揖保川 974            
更新面積147ha、保育面積
4,596ha、路網整備開設延長
8.1km

- 19                   
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

兵庫　直轄 - 1



直轄事業（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）

3 兵庫県
(鳥取県、島根県)

フロンティア漁場整備事
業

日本海西部 6,500         保護育成礁21群 1.99           285                 

（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

兵庫　直轄 - 2



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 兵庫県 宝塚市
農業競争力強化基盤整備
事業

玉瀬 503            - 27                      

2 兵庫県 たつの市 農業基盤整備促進事業 二柏野 30             - 8                        

3 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 兵庫神戸西 716            - 12                      

4 兵庫県 高砂市 農村地域防災減災事業 兵庫高砂 127            - 56                      

5 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 兵庫三木２ 913            - 16                      

6 兵庫県
市川町、姫路
市

農村地域防災減災事業 兵庫中播磨 542            - 10                      

7 兵庫県
丹波市、篠山
市

農村地域防災減災事業 兵庫丹波 900            - 25                      

8 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路２ 319            - 44                      

9 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路４ 863            - 164                    

10 兵庫県
南あわじ市、
洲本市

農村地域防災減災事業 兵庫淡路６ 269            - 29                      

11 兵庫県 加古川市 農村地域防災減災事業 神野 160            - 10                      

12 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 増田奥の池・中の池 281            - 12                      

 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

兵庫　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 兵庫県 加西市 農村地域防災減災事業 裏池 66             - 9                        

14 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 御所谷新池 150            - 80                      

15 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 下り藤池 65             - 12                      

16 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 奥新池 113            - 46                      

17 兵庫県 姫路市 農村地域防災減災事業 鍵谷池 384            - 150                    

18 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 赤松上池 74             - 16                      

19 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 櫟田大池 81             - 25                      

20 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 稲田新池 128            - 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。

（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。

兵庫　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 兵庫県 神戸市 復旧治山事業 有馬町六甲山 153            - 102                    

22 兵庫県
多可町、篠山
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

加古川 3,161         4.44           29                      

23 兵庫県
姫路市、相生
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

揖保川 6,942         4.47           64                      

24 兵庫県
豊岡市、養父
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

円山川 8,038         5.07           74                      

（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

兵庫　補助 - 3



交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 兵庫県 農山漁村地域整備交付金 80                       

（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）

兵庫　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 兵庫県 香美町 復旧治山事業 三川山奥 116            山腹工0.60ha、渓間工2基 - 60                   

（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

兵庫　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 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 兵庫神戸北・阪神 404            - 22                      

2 兵庫県 稲美町 農村地域防災減災事業 兵庫稲美 274            - 55                      

3 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 三木吉川 376            - 30                      

4 兵庫県 新温泉町 農村地域防災減災事業 塩山 727            - 20                      

（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

兵庫　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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

5 兵庫県 神河町 復旧治山事業 川上 488            - 40                      

6 兵庫県 佐用町 復旧治山事業 桑野（コエンドウロ） 250            - 50                      

7 兵庫県 新温泉町 地すべり防止事業 歌長 845            - 60                      

8 兵庫県 多可町 復旧治山事業 三谷 168            - 90                      

（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

兵庫　補助（ゼロ国） - 2



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-1 兵庫県 森林環境保全整備事業 加古川
神戸市、西宮市、洲本市、芦屋市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、小野
市、三田市、篠山市、丹波市、加東市

直-2 兵庫県 森林環境保全整備事業 揖保川 姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町

補-22 兵庫県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

加古川 多可町、篠山市、丹波市

補-23 兵庫県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

揖保川
姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子
町、上郡町、佐用町

補-24 兵庫県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

円山川 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

兵庫　参考 - 1


