
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 愛媛県 西予市、内子町
森林環境保全整備事
業

肱川 380            
更新面積17ha、保育面積
776ha、路網整備開設延長
4.0km

- 8                    

2 愛媛県
宇和島市、松野
町ほか

森林環境保全整備事
業

南予 992            
更新面積81ha、保育面積
2,298ha、路網整備開設延長
6.9km

- 100                 

（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

愛媛　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 愛媛県 四国中央市 農村地域防災減災事業 新宮３期 200            - 3                        

2 愛媛県 久万高原町 農村地域防災減災事業 越之峠２期 150            - 2                        

3 愛媛県 久万高原町 農村地域防災減災事業 柳井川 150            - 4                        

4 愛媛県 伊予市 農村地域防災減災事業 野中仁川登 150            - 3                        

5 愛媛県 伊予市 農村地域防災減災事業 影之浦東２期 130            - 6                        

6 愛媛県 久万高原町 農村地域防災減災事業 西谷 240            - 32                      

7 愛媛県 久万高原町 農村地域防災減災事業 杣野 320            - 4                        

8 愛媛県 伊予市 農村地域防災減災事業 福住平村 200            - 10                      

9 愛媛県 久万高原町 農村地域防災減災事業 美川西 196            - 4                        

（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

愛媛　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）

10 愛媛県 久万高原町 復旧治山事業 アシタニ谷 101            - 20                      

11 愛媛県 西条市 復旧治山事業 丸野 300            - 30                      

12 愛媛県 西条市 復旧治山事業 平野 400            - 30                      

13 愛媛県 新居浜市 復旧治山事業 マタニ 600            - 50                      

14 愛媛県 新居浜市 復旧治山事業 客谷 201            - 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

愛媛　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 愛媛県 農山漁村地域整備交付金 113                      

（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）

愛媛　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 愛媛県 宇和島市 復旧治山事業 笹郷山 324            渓間工9基 - 62                   

（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

愛媛　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 愛媛県 伊予市 農村地域防災減災事業 上大久保２期 150            - 3                        

2 愛媛県 内子町 農村地域防災減災事業 藤社 235            - 3                        

3 愛媛県 伊方町 農村地域防災減災事業 豊之浦 310            - 4                        

4 愛媛県 伊方町 農村地域防災減災事業 黒碆・名取西 220            - 3                        

5 愛媛県 砥部町 農村地域防災減災事業 高市両方田４期 300            - 3                        

（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

愛媛　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）

6 愛媛県 内子町 復旧治山事業 別府 80             - 30                      

7 愛媛県 内子町 復旧治山事業 八ツ松 182            - 35                      

8 愛媛県 内子町 復旧治山事業 獅子越 200            - 35                      

9 愛媛県 鬼北町 復旧治山事業 足谷 125            - 50                      

10 愛媛県 久万高原町 復旧治山事業 ヤカラメ谷 77             - 20                      

11 愛媛県 久万高原町 復旧治山事業 割石 205            - 45                      

12 愛媛県 四国中央市 復旧治山事業 石ノ口 300            - 40                      

13 愛媛県 四国中央市 復旧治山事業 大谷 120            - 60                      

14 愛媛県 四国中央市 復旧治山事業 入野 100            - 40                      

15 愛媛県 西予市 復旧治山事業 平岩下 230            - 35                      

16 愛媛県 久万高原町
奥地保安林保全緊急対策
事業

永子 168            - 50                      

17 愛媛県 西予市
奥地保安林保全緊急対策
事業

泉川 197            - 50                      

 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

愛媛　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）

 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

18 愛媛県 鬼北町 水源森林再生対策事業 葛川 390            - 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。

（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。

愛媛　補助（ゼロ国） - 3



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-2 愛媛県 森林環境保全整備事業 南予 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

愛媛　参考 - 1


