
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 徳島県 美馬市 直轄治山事業 穴吹川地区 13,964        山腹工 39ha、渓間工 468基 1.62           62                   
期中評価による費用対効
果の変更

2 徳島県
徳島市、美馬市
ほか

森林環境保全整備事
業

吉野川 907            
更新面積59ha、保育面積
811ha、路網整備開設延長
8.5km

- 50                   
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。

（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

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

徳島　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 徳島県
徳島市、鳴門
市ほか

農村地域防災減災事業 徳島２ 16,225        1.04           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

徳島　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）

2 徳島県 那賀町 復旧治山事業 蝉谷 82             - 20                      

3 徳島県 つるぎ町 復旧治山事業 木地屋 252            - 60                      

4 徳島県
徳島市、鳴門
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉野川 2,957         7.28           101                    

5 徳島県
阿南市、那賀
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

那賀・海部川 3,907         8.50           133                    

（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

徳島　補助 - 2



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）

6 徳島県 牟岐町 水産生産基盤整備事業 牟岐 2,375         2.02           50                      

7 徳島県 阿南市 水産生産基盤整備事業 伊島 2,655         1.72           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

徳島　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 徳島県 農山漁村地域整備交付金 41                       

（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）

徳島　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 徳島県 三好市 直轄地すべり防止事業 祖谷川地区 29,818        
集水井工 121基、山腹工
6ha、渓間工 112基

1.23           60                   
全体計画の変更による主
要工事計画等の変更

2 徳島県 美馬市 直轄地すべり防止事業 穴吹川地区 11,801        
集水井工 4基、山腹工
17ha、渓間工 213基

2.05           35                   

3 徳島県 三好市 復旧治山事業 祖谷山6 249            渓間工2基、山腹工0.27ha - 65                   

（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。

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

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

徳島　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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 徳島県 三好市 地すべり防止事業 和田 479            - 60                      

2 徳島県 神山町 地すべり防止事業 一宇夫 132            - 26                      

3 徳島県 美馬市 復旧治山事業 平谷 140            - 31                      

4 徳島県 那賀町 復旧治山事業 うつゆ谷 85             - 43                      

（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

徳島　補助（ゼロ国） - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-2 徳島県 森林環境保全整備事業 吉野川 徳島市、美馬市、三好市、神山町、つるぎ町

補-1 徳島県 農村地域防災減災事業 徳島２ 徳島市、鳴門市、小松島市、松茂町、藍住町

補-4 徳島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉野川
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝
町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよ
し町

補-5 徳島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

那賀・海部川 阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

徳島　参考 - 1


