
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 岡山県
倉敷市、笠岡市
ほか

森林環境保全整備事
業

高梁川下流 1,821         
更新面積144ha、保育面積
3,344ha、路網整備開設延長
20.7km

3.73           50                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

2 岡山県
岡山市、真庭市
ほか

森林環境保全整備事
業

旭川 660            
更新面積206ha、保育面積
3,780ha、路網整備開設延長
3.2km

- 9                    
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。

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

岡山　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 岡山県 岡山市
農業競争力強化基盤整備
事業

藤田錦 4,800         1.01           10                      

2 岡山県 岡山市 農村地域防災減災事業 片岡新池 215            - 29                      

3 岡山県 矢掛町 農村地域防災減災事業 松木池 152            - 30                      

4 岡山県 矢掛町 農村地域防災減災事業 羽賀峠 345            - 8                        

5 岡山県 玉野市 農村地域防災減災事業 東高崎 334            - 15                      

6 岡山県 津山市 農村地域防災減災事業 津山市中部２期 264            - 10                      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。

 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

岡山　補助 - 1



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）

7 岡山県 倉敷市 復旧治山事業 児島唐琴町 247            - 24                      

8 岡山県
倉敷市、笠岡
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

高梁川下流 1,975         9.02           158                    

9 岡山県
岡山市、玉野
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

旭川 2,115         9.19           169                    

10 岡山県
津山市、備前
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉井川 4,092         9.82           328                    

（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

岡山　補助 - 2



交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 岡山県 農山漁村地域整備交付金 100                      

（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）

岡山　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 岡山県 高梁市 復旧治山事業 金平 157            山腹工0.45ha、渓間工3基 - 64                   

（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

岡山　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 岡山県 岡山市 農村地域防災減災事業 宮池 226            - 30                      

2 岡山県 真庭市 農村地域防災減災事業 三谷池 80             - 50                      

3 岡山県 岡山市 農村地域防災減災事業 高分木 147            - 50                      

4 岡山県 岡山市 農村地域防災減災事業 菅野２期 93             - 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。

 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

岡山　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 岡山県 真庭市 地すべり防止事業 延風（屋名原） 842            - 40                      

6 岡山県 赤磐市 復旧治山事業 塩木（二田） 102            - 40                      

（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

岡山　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 岡山県 森林環境保全整備事業 高梁川下流 倉敷市、笠岡市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、矢掛町

直-2 岡山県 森林環境保全整備事業 旭川 岡山市、真庭市、新庄村、久米南町、吉備中央町

補-8 岡山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

高梁川下流
倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、
矢掛町

補-9 岡山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

旭川 岡山市、玉野市、真庭市、新庄村、久米南町、吉備中央町

補-10 岡山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉井川
津山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、美作市、和気町、鏡野町、勝央町、奈義
町、西粟倉村、美咲町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

岡山　参考 - 1


