
直轄事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 愛知県
名古屋市、一宮
市　ほか

国営総合農地防災事
業

新濃尾（二期） 34,300        用水路L=9.8km 1.07           1,570               

2 愛知県
岡崎市、碧南市
ほか

国営総合農地防災事
業

矢作川総合第二
期

30,500        
頭首工 1箇所
取水工 1箇所
用水路 L=15.5km

1.57           284                 事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

 愛知　直轄 - 1



直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 愛知県 設楽町 復旧治山事業 段戸（澄川） 150            山腹工0.27ha - 44                   

4 愛知県 豊橋市 復旧治山事業 豊橋（多米） 171            山腹工11.33ha - 34                   

5 愛知県 豊田市 復旧治山事業 大ヶ蔵連（阿妻） 72             山腹工0.02ha - 7                    

6 愛知県 瀬戸市 復旧治山事業 瀬戸（荷揚平） 17             山腹工0.07ha - 17                   

7 愛知県 瀬戸市 保安林整備事業 瀬戸 1               森林整備4ha - 1                    

8 愛知県
名古屋市、岡崎
市ほか

森林環境保全整備事
業

尾張西三河 217            
更新面積12ha、保育面積
237ha、路網開設延長2.2km

- 33                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

9 愛知県
豊橋市、新城市
ほか

森林環境保全整備事
業

東三河 872            
更新面積177ha、保育面積
1,457ha、路網開設延長
12.4km

- 316                 
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「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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
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機構営事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1
愛知県
(静岡県)

水資源機構かんがい
排水事業

豊川用水二期 113,026      

水路改築：
　用水路L=89kmほか
大規模地震対策：
　用水路L=38kmほか
石綿管除去対策：
　用水路L=414km

1.31           5,500              

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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
事業名

地区名
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 愛知県 西尾市
農業競争力強化基盤整備
事業

堀割 800            - 62                      

2 愛知県
安城市、刈谷
市、高浜市

農業競争力強化基盤整備
事業

中井筋 4,179         1.26           254                    

3 愛知県
安城市、刈谷
市、高浜市

農業競争力強化基盤整備
事業

中井筋依佐美 4,061         1.26           208                    

4 愛知県
岡崎市、安城
市

農業競争力強化基盤整備
事業

村高 2,074         1.05           20                      

5 愛知県 みよし市
農業競争力強化基盤整備
事業

三好下 2,310         1.15           60                      

6 愛知県 田原市
農業競争力強化基盤整備
事業

谷熊 878            - 99                      

7 愛知県 田原市
農業競争力強化基盤整備
事業

伊良湖２期 702            - 70                      

8 愛知県
江南市、犬山
市、扶桑町

農業競争力強化基盤整備
事業

般若２期 1,316         1.26           130                    

9 愛知県 豊田市
農業競争力強化基盤整備
事業

舞木乙部 542            - 64                      

10 愛知県 豊橋市
農業競争力強化基盤整備
事業

三郷西部 620            - 50                      

11 愛知県 豊橋市
農業競争力強化基盤整備
事業

五号 937            - 40                      事業着手

12 愛知県 西尾市 農業基盤整備促進事業 深池 232            - 20                      

 当該予算の
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年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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 愛知県
小牧市、大口
町

農業基盤整備促進事業 合瀬川 650            - 160                    

14 愛知県
一宮市、江南
市

農業基盤整備促進事業 新般若井筋 235            - 7                        

15 愛知県 西尾市 農業基盤整備促進事業 吉田１期 155            - 12                      

16 愛知県 西尾市 農業基盤整備促進事業 将監２期 1,498         1.05           240                    

17 愛知県 豊橋市 農業基盤整備促進事業 豊橋第２ 683            - 82                      

18 愛知県
大治町、あま
市

農業基盤整備促進事業 萱津井筋長牧 922            - 86                      

19 愛知県 飛島村 農業基盤整備促進事業 大宝 113            - 40                      

20 愛知県
愛西市、弥富
市

農業基盤整備促進事業 本部田南 477            - 50                      

21 愛知県 扶桑町 農業基盤整備促進事業 扶桑 407            - 70                      

22 愛知県
津島市、愛西
市

農業基盤整備促進事業 日置１ 566            - 80                      

23 愛知県 東郷町 農業基盤整備促進事業 東郷南部 36             - 8                        

24 愛知県 弥富市 農業基盤整備促進事業 狐地・三好 424            - 90                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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 愛知県 飛島村 農業基盤整備促進事業 松梅 643            - 40                      

26 愛知県 豊田市
農業水利施設保全合理化
事業

中田 986            - 88                      

27 愛知県 安城市
農業水利施設保全合理化
事業

高棚 1,301         1.42           103                    

28 愛知県 岡崎市
農業水利施設保全合理化
事業

東牧内 600            - 26                      

29 愛知県 岡崎市
農業水利施設保全合理化
事業

渡下 270            - 12                      事業着手

30 愛知県
東浦町、阿久
比町　ほか

農村地域防災減災事業 愛知東浦 581            - 24                      事業着手

31 愛知県 小牧市 農村地域防災減災事業 蓮池 88             - 3                        

32 愛知県 豊明市 農村地域防災減災事業 大蔵池 55             - 20                      

33 愛知県 小牧市 農村地域防災減災事業 太良池 255            - 3                        

34 愛知県 東浦町 農村地域防災減災事業 明治池 50             - 19                      

35 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 谷村池 46             - 8                        

36 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 万精池 153            - 30                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

37 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 植田大池 86             - 15                      

38 愛知県 田原市 農村地域防災減災事業 破岩池 175            - 48                      

39 愛知県 春日井市 農村地域防災減災事業 築水池 241            - 3                        

40 愛知県 犬山市 農村地域防災減災事業 新池・中島池 263            - 25                      

41 愛知県 豊川市 農村地域防災減災事業 宝地池 737            - 120                    

42 愛知県 犬山市 農村地域防災減災事業 畑ヶ平池 77             - 5                        

43 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 平山池 196            - 86                      

44 愛知県 春日井市 農村地域防災減災事業 茨池 178            - 6                        事業着手

45 愛知県 尾張旭市 農村地域防災減災事業 長池 83             - 5                        事業着手

46 愛知県 大府市 農村地域防災減災事業 北崎大池 133            - 7                        事業着手

47 愛知県 知多市 農村地域防災減災事業 日長大池 29             - 8                        事業着手

48 愛知県 岡崎市 農村地域防災減災事業 洞 144            - 10                      事業着手
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

49 愛知県 幸田町 農村地域防災減災事業 光明寺池 133            - 8                        事業着手

50 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 昭和池 196            - 15                      事業着手

51 愛知県 蒲郡市 農村地域防災減災事業 白龍池 144            - 13                      事業着手

52 愛知県 弥富市 農村地域防災減災事業 鍋田２期 6,090         3.89           350                    

53 愛知県 蟹江町 農村地域防災減災事業 蟹宝 851            - 80                      

54 愛知県
津島市、愛西
市

農村地域防災減災事業 新堀川１期 1,838         1.86           234                    

55 愛知県 津島市 農村地域防災減災事業 新堀川２期 998            - 72                      

56 愛知県 あま市 農村地域防災減災事業 宝南１期 1,139         4.04           328                    

57 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 北浜南部２期 2,835         1.98           305                    

58 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 酒手島 669            - 50                      

59 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 藤江 1,100         2.41           193                    

60 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 新々田 1,155         3.49           5                        
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

61 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 天津 735            - 67                      

62 愛知県 田原市 農村地域防災減災事業 渥美第四 1,972         2.52           300                    

63 愛知県 田原市 農村地域防災減災事業 新小中山 1,300         7.29           130                    

64 愛知県
稲沢市、愛西
市

農村地域防災減災事業 領内川左岸２期 1,740         3.01           250                    

65 愛知県 飛島村 農村地域防災減災事業 新飛島 2,430         4.47           142                    

66 愛知県 あま市 農村地域防災減災事業 宝南２期 719            - 88                      

67 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 荻原 1,050         4.03           115                    

68 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 植田 1,328         9.10           150                    

69 愛知県 稲沢市 農村地域防災減災事業 甲新田 800            - 70                      

70 愛知県
津島市、あま
市、蟹江町

農村地域防災減災事業 観音寺 1,374         5.39           50                      

71 愛知県 愛西市 農村地域防災減災事業 鷹場 638            - 60                      

72 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 前野 2,668         3.70           100                    
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

73 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 新老津 690            - 90                      

74 愛知県
津島市、愛西
市、蟹江町

農村地域防災減災事業 善太新 2,064         4.42           650                    

75 愛知県 大府市 農村地域防災減災事業 大府五ヶ村川２期 2,211         1.84           10                      

76 愛知県
津島市、あま
市

農村地域防災減災事業 五八二期 1,813         1.77           90                      

77 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 磯辺 1,568         1.12           10                      

78 愛知県
弥富市、飛島
村

農村地域防災減災事業 大神場 1,078         2.58           32                      

79 愛知県 稲沢市 農村地域防災減災事業 三宅川３期 666            - 85                      

80 愛知県 稲沢市 農村地域防災減災事業 領内川城西 804            - 160                    

81 愛知県 津島市 農村地域防災減災事業 勝幡 2,170         5.71           340                    

82 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 豊橋西部 470            - 180                    

83 愛知県 稲沢市 農村地域防災減災事業 二俣 1,100         4.22           40                      事業着手

84 愛知県
稲沢市、愛西
市

農村地域防災減災事業 領内川右岸北部 3,190         2.99           123                    事業着手

 愛知　補助 - 7



補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

85 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 高島 1,800         4.13           45                      事業着手

86 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 上郷２期 3,434         2.46           80                      事業着手

87 愛知県 豊橋市 農村地域防災減災事業 新清須 1,200         5.02           56                      事業着手

88 愛知県 大府市 農村地域防災減災事業 海陸庵池 78             - 15                      

89 愛知県 東浦町 農村地域防災減災事業 東浦大池 164            - 12                      事業着手

90 愛知県 武豊町 農村地域防災減災事業 大高新池 110            - 11                      事業着手

91 愛知県
津島市、愛西
市　ほか

農村地域防災減災事業 日光川二期 19,600        1.07           10                      

92 愛知県
津島市、愛西
市　ほか

農村地域防災減災事業 木曽川用水 7,448         1.08           390                    

93 愛知県
名古屋市、稲
沢市　ほか

農村地域防災減災事業 福田川 16,435        1.10           100                    

94 愛知県
稲沢市、あま
市

農村地域防災減災事業 小池用水 3,499         1.13           100                    

95 愛知県 愛西市 農村地域防災減災事業 愛西北部２期 985            - 100                    

96 愛知県
津島市、愛西
市

農村地域防災減災事業 相ノ川 468            - 10                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

97 愛知県 愛西市 農村地域防災減災事業 八開 877            - 20                      事業着手

98 愛知県 刈谷市 農村地域防災減災事業 洲原池 383            - 100                    

99 愛知県 犬山市 農村地域防災減災事業 小野洞第３池 93             - 5                        事業着手

100 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 鳥羽 121            - 8                        事業着手

101 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 一・二番池 74             - 6                        事業着手

102 愛知県 西尾市 農村地域防災減災事業 王池 43             - 4                        事業着手

103 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 鞍ヶ池 319            - 10                      事業着手

104 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 寺部池 52             - 10                      事業着手

105 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 割目池 48             - 10                      事業着手

106 愛知県 豊田市 農村地域防災減災事業 矢作西部 690            - 20                      事業着手

107 愛知県
愛西市、蟹江
町

農村地域防災減災事業 光西 1,967         1.02           30                      事業着手

108 愛知県
愛西市、津島
市

農村地域防災減災事業 日置２ 649            - 20                      事業着手
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

109 愛知県
一宮市、江南
市

農村地域防災減災事業 大江川上流 1,489         2.56           5                        

110 愛知県
一宮市、江南
市

農村地域防災減災事業 大江川上流２期 1,158         2.56           80                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

111 愛知県 東栄町 復旧治山事業 小林大平 139            - 30                      

112 愛知県 東栄町 復旧治山事業 沢登 198            - 80                      

113 愛知県 豊根村 復旧治山事業 山中沢 92             - 17                      

114 愛知県 新城市 復旧治山事業 四谷字弓立他 398            - 19                      

115 愛知県 豊田市 水源森林再生対策事業 羽布地区 540            - 61                      

116 愛知県 設楽町 水源森林再生対策事業 津具地区 576            - 65                      

117 愛知県 豊根村 水源森林再生対策事業 富山地区 493            - 31                      

118 愛知県 新城市 水源森林再生対策事業 細川他　地区 489            - 41                      

119 愛知県 田原市 保安林緊急改良事業 中山町　他 321            - 37                      

120 愛知県 田原市 保安林緊急改良事業 中山町岬 175            - 37                      

121 愛知県 知多市 復旧治山事業 日長 460            - 50                      

122 愛知県 豊橋市 復旧治山事業 東赤沢町 113            - 47                      

 当該予算の
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年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

123 愛知県 田原市 防災林造成事業 東神戸町井戸島 174            - 23                      

124 愛知県 豊田市 復旧治山事業 野入町木地山 76             - 17                      

125 愛知県 新城市 復旧治山事業 中宇利字福津 121            - 37                      

126 愛知県 新城市 保安林整備事業 上吉田字白井沢他 10             - 3                        

127 愛知県 豊田市 復旧治山事業 夏焼町 252            - 33                      

128 愛知県 南知多町 復旧治山事業 大字豊浜 270            - 25                      事業着手

129 愛知県 岡崎市 復旧治山事業 井沢町 87             - 30                      事業着手

130 愛知県 岡崎市 復旧治山事業 大代町 78             - 21                      事業着手

131 愛知県 豊川市 復旧治山事業 東上町 154            - 18                      事業着手

132 愛知県 田原市 防災林造成事業 高松町羽根他 157            - 17                      事業着手

133 愛知県 豊根村 水源森林再生対策事業 上黒川他　地区 470            - 31                      事業着手

134 愛知県 犬山市 保安林整備事業 塔野地字大畔 6               - 6                        
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

135 愛知県 岡崎市 保安林整備事業 羽栗町他 6               - 6                        

136 愛知県 豊田市 保安林整備事業 御内町他 5               - 5                        

137 愛知県 豊田市 保安林整備事業 中当町ヒカゲ 4               - 4                        

138 愛知県 設楽町 保安林整備事業 西納庫他 3               - 3                        

139 愛知県 東栄町 保安林整備事業 大字振草 6               - 6                        

140 愛知県 新城市 保安林整備事業 富岡字猫藪 6               - 6                        

141 愛知県 新城市 保安林整備事業 細川 3               - 3                        

142 愛知県 田原市 保安林整備事業 中山町他 11             - 11                      

143 愛知県 設楽町 保安林整備事業 神田字川入他 8               - 4                        事業着手

144 愛知県 東栄町 保安林整備事業 大字本郷 7               - 3                        事業着手

145 愛知県 豊根村 保安林整備事業 坂宇場字間黒渕 3               - 3                        事業着手

146 愛知県 豊田市 林業専用道等整備事業 亀割線 60             - 16                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

147 愛知県 豊田市 林業専用道等整備事業 横川入日影線 55             - 26                      事業着手

148 愛知県 東栄町 林業専用道等整備事業 亀久保線 52             - 10                      

149 愛知県
名古屋市、瀬
戸市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

尾張西三河 999            - 216                    

150 愛知県
設楽町、東栄
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

東三河 994            - 215                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

151 愛知県 西尾市 水産流通基盤整備事業 一色 1,323         1.45           52                      

152 愛知県 田原市 水産環境整備事業 遠州灘 860             - 46                      

153 愛知県
西尾市、田原
市

水産環境整備事業 愛知県海域 606             - 146                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増

154 愛知県 田原市 水産生産基盤整備事業 赤羽根 516             - 34                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該予算の
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年度当初予算）

（単位：百万円）

1 愛知県 農山漁村地域整備交付金 1,561                   

2 愛知県 美しい森林づくり基盤整備交付金 3

（注）「当該予算の配分額（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

 当該予算の
配分額（国費）
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（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-1 愛知県 国営総合農地防災事業 新濃尾（二期）
名古屋市、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、愛西市、清須市、北名古屋市、あ
ま市、扶桑町、大治町、蟹江町

直-2 愛知県 国営総合農地防災事業 矢作川総合第二期 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市

直-8 愛知県 森林環境保全整備事業 尾張西三河 名古屋市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、犬山市

直-9 愛知県 森林環境保全整備事業 東三河 豊橋市、新城市、設楽町

補-30 愛知県 農村地域防災減災事業 愛知東浦 東浦町、阿久比町、半田市、大府市、東海市

補-91 愛知県 農村地域防災減災事業 日光川二期 津島市、愛西市、あま市、蟹江町、名古屋市

補-92 愛知県 農村地域防災減災事業 木曽川用水 津島市、愛西市、弥富市、蟹江町

補-93 愛知県 農村地域防災減災事業 福田川 名古屋市、稲沢市、清須市、あま市、大治町、蟹江町

補-149 愛知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

尾張西三河

名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長
久手市、東郷町、弥富市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比
町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、刈谷市、西尾市、幸田町、豊
田市、みよし市

補-150 愛知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

東三河 設楽町、東栄町、豊根村、新城市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

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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