
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 兵庫県
神戸市、明石市、
加古川市、三木
市、稲美町

国営かんがい排水事業 東播用水二期 13,555        
ダム 2ヶ所
揚水機場 1ヶ所
用水路 L=14.9km　ほか

1.36           1,414               

（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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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 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 - 65                   

3 兵庫県 西宮市 復旧治山事業 夙川 7               山腹工0.02ha - 7                    

4 兵庫県 姫路市 復旧治山事業 大谷山 9               山腹工0.05ha - 9                    

5 兵庫県 加古川市 復旧治山事業 永室 226            山腹工0.82ha、渓間工4基 - 65                   

6 兵庫県 神戸市 復旧治山事業 近江寺川 48             渓間工1基 - 19                   

7 兵庫県 たつの市 保安林整備事業 北龍野 16             森林整備12ha - 6                    

8 兵庫県 姫路市 保安林整備事業 畑、家谷、新在家 10             森林整備3ha - 10                   

9 兵庫県 姫路市 保安林整備事業 北宿 41             森林整備9ha - 11                   

10 兵庫県
豊岡市、養父市
ほか

森林環境保全整備事
業

円山川 149            保育面積514ha - 93                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

11 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

- 27                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

 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
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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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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
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

12 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

- 306                 
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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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

13 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           600                 

（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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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 兵庫県 加古川市
農業競争力強化基盤整備
事業

八幡 1,600         1.02           22                      

2 兵庫県 小野市
農業競争力強化基盤整備
事業

万勝寺脇本 560            - 6                        

3 兵庫県 丹波市
農業競争力強化基盤整備
事業

稲畑佐野 323            - 4                        

4 兵庫県 丹波市
農業競争力強化基盤整備
事業

玉瀬 503            - 20                      

5 兵庫県 南あわじ市
農業競争力強化基盤整備
事業

国衙 1,931         1.55           18                      

6 兵庫県 新温泉町
農業競争力強化基盤整備
事業

大庭 355            - 83                      

7 兵庫県 上郡町
農業競争力強化基盤整備
事業

高田西部 550            - 35                      事業着手

8 兵庫県 西脇市 農業基盤整備促進事業 落方小山 78             - 16                      

9 兵庫県 佐用町 農業基盤整備促進事業 那手 45             - 4                        事業着手

10 兵庫県 たつの市 農業基盤整備促進事業 二柏野 30             - 1                        

11 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 中池 42             - 10                      

12 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 皿池 141            - 45                      

 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 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 上わらど池 75             - 1                        

14 兵庫県 加古川市 農村地域防災減災事業 神野 160            - 33                      

15 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            - 10                      

16 兵庫県 西脇市 農村地域防災減災事業 市原新池 108            - 21                      

17 兵庫県 加西市 農村地域防災減災事業
いがん谷池・西垣内
池

184            - 18                      

18 兵庫県 加西市 農村地域防災減災事業 裏池 66             - 12                      

19 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 又池 140            - 6                        

20 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 岡本奥ノ池 198            - 5                        

21 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 天神池 118            - 11                      

22 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 御所谷新池 150            - 11                      

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

24 兵庫県 姫路市 農村地域防災減災事業 鍵谷池 265            - 29                      
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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 兵庫県 姫路市 農村地域防災減災事業 三ツ池（上） 107            - 3                        

26 兵庫県 たつの市 農村地域防災減災事業 堂の奥上池 40             - 1                        

27 兵庫県 相生市 農村地域防災減災事業 岩屋谷池 160            - 10                      

28 兵庫県 丹波市 農村地域防災減災事業 金屋 150            - 8                        

29 兵庫県 丹波市 農村地域防災減災事業 奥の谷古池 209            - 9                        

30 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 赤松上池 74             - 11                      

31 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 櫟田大池 81             - 4                        

32 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 稲田新池 128            - 23                      

33 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 高畠池 37             - 1                        

34 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 兵庫神戸西 716            - 6                        

35 兵庫県
神戸市、三田
市

農村地域防災減災事業 兵庫神戸北・阪神 402            - 41                      

36 兵庫県 明石市 農村地域防災減災事業 兵庫明石 466            - 13                      
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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 兵庫県 加古川市 農村地域防災減災事業 兵庫加古川 556            - 16                      

38 兵庫県 高砂市 農村地域防災減災事業 兵庫高砂 127            - 37                      

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

40 兵庫県 播磨町 農村地域防災減災事業 兵庫播磨 82             - 8                        

41 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 兵庫三木１ 875            - 1                        

42 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 兵庫三木２ 913            - 38                      

43 兵庫県 小野市 農村地域防災減災事業 兵庫小野 312            - 3                        

44 兵庫県 加東市 農村地域防災減災事業 兵庫加東 966            - 51                      

45 兵庫県
姫路市、市川
町

農村地域防災減災事業 兵庫中播磨 596            - 108                    

46 兵庫県
赤穂市、たつ
の市

農村地域防災減災事業 兵庫西播磨1 415            - 16                      

47 兵庫県
豊岡市、新温
泉町

農村地域防災減災事業 兵庫但馬1 629            - 40                      

48 兵庫県 豊岡市 農村地域防災減災事業 兵庫但馬2 1,220         3.48           26                      
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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 兵庫県 朝来市 農村地域防災減災事業 兵庫但馬3 426            - 5                        

50 兵庫県
篠山市、丹波
市

農村地域防災減災事業 兵庫丹波 774            - 24                      

51 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路2 319            - 16                      

52 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路4 863            - 91                      

53 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路5 763            - 27                      

54 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 兵庫淡路6 350            - 29                      

55 兵庫県 たつの市 農村地域防災減災事業 竹原 145            - 46                      

56 兵庫県 篠山市 農村地域防災減災事業 真南条宮ノ奥池 105            - 4                        

57 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 宇原 126            - 9                        

58 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 河上 615            - 9                        

59 兵庫県
南あわじ市、
洲本市

農村地域防災減災事業 平見 729            - 9                        

60 兵庫県 姫路市 農村地域防災減災事業 姫路市 211            - 4                        
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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 兵庫県 南あわじ市 農村地域防災減災事業 南あわじ市 164            - 31                      

62 兵庫県 淡路市 農村地域防災減災事業 淡路市 67             - 5                        

63 兵庫県 三木市 農村地域防災減災事業 三木吉川 376            - 4                        

64 兵庫県 淡路市 農村地域防災減災事業 江井鳶ノ巣 909            - 2                        

65 兵庫県 新温泉町 農村地域防災減災事業 塩山 727            - 27                      

66 兵庫県 神戸市 農村地域防災減災事業 神戸北1期 252            - 13                      

67 兵庫県 洲本市 農村地域防災減災事業 五色２期 270            - 4                        

68 兵庫県 朝来市 農村地域防災減災事業 さのう 920            - 36                      

69 兵庫県 養父市 農村地域防災減災事業 別宮２期 80             - 20                      

（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。

 兵庫　補助 - 6



補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

70 兵庫県 宝塚市 復旧治山事業 玉瀬 471            - 51                      

71 兵庫県 神戸市 復旧治山事業 平野町 717            - 147                    

72 兵庫県 三田市 復旧治山事業 下青野 185            - 53                      

73 兵庫県 三田市 復旧治山事業 波豆川松尾谷 305            - 79                      

74 兵庫県 三田市 復旧治山事業 波豆川大船谷 92             - 44                      

75 兵庫県 多可町 復旧治山事業 多田 139            - 95                      

76 兵庫県 神河町 復旧治山事業 川上 499            - 43                      

77 兵庫県 佐用町 復旧治山事業 庵 499            - 66                      

78 兵庫県 豊岡市 復旧治山事業 相田 77             - 40                      

79 兵庫県 養父市 復旧治山事業 大杉 240            - 44                      

80 兵庫県 養父市 復旧治山事業 餅耕地 110            - 56                      

81 兵庫県 丹波市 復旧治山事業 田井縄 135            - 49                      

 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

82 兵庫県 丹波市 復旧治山事業 北野 337            - 35                      

83 兵庫県 神戸市 復旧治山事業 伊川谷町小寺 648            - 76                      

84 兵庫県 丹波市 復旧治山事業 朝阪 100            - 36                      

85 兵庫県 佐用町 復旧治山事業 桑野（寺坂口ほか） 126            - 26                      

86 兵庫県 淡路市 復旧治山事業 志筑 306            - 85                      

87 兵庫県 多可町 復旧治山事業 加美区岩座神 134            - 58                      事業着手

88 兵庫県 佐用町 復旧治山事業 船越 168            - 83                      

89 兵庫県 養父市 地すべり防止事業 大久保 987            - 64                      

90 兵庫県 豊岡市 地すべり防止事業 森本 298            - 127                    

91 兵庫県 朝来市 地すべり防止事業 間歩谷 300            - 76                      

92 兵庫県 新温泉町 地すべり防止事業 歌長 845            - 41                      

93 兵庫県 香美町 地すべり防止事業 用野 485            - 56                      
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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

94 兵庫県 高砂市 防災林造成事業 阿弥陀町阿弥陀 230            - 34                      

95 兵庫県 姫路市
奥地保安林保全緊急対策
事業

安志 324            - 15                      

96 兵庫県 宍粟市
奥地保安林保全緊急対策
事業

福知 428            - 97                      

97 兵庫県 佐用町
奥地保安林保全緊急対策
事業

下石井 382            - 63                      

98 兵庫県 豊岡市
奥地保安林保全緊急対策
事業

観音寺 128            - 39                      

99 兵庫県 姫路市
水源の里保全緊急整備事
業

皆河 912            - 83                      

100 兵庫県 神戸市 保安林整備事業 有野町唐櫃 15             - 8                        事業着手

101 兵庫県 宍粟市 保安林整備事業 上比地 3               - 3                        事業着手

102 兵庫県 豊岡市 保安林整備事業 羽尻 21             - 10                      事業着手

103 兵庫県 新温泉町 保安林整備事業 越坂 4               - 4                        事業着手

104 兵庫県 加古川市 保安林整備事業 加古川市 3               - 3                        

105 兵庫県 西脇市 保安林整備事業 西脇市 8               - 8                        
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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

106 兵庫県 加西市 保安林整備事業 加西市 2               - 2                        

107 兵庫県 姫路市 保安林整備事業 姫路市 9               - 9                        

108 兵庫県 福崎町 保安林整備事業 福崎町 2               - 2                        

109 兵庫県 市川町 保安林整備事業 市川町 5               - 5                        

110 兵庫県 神河町 保安林整備事業 神河町 32             - 32                      

111 兵庫県 宍粟市 保安林整備事業 宍粟市 3               - 3                        

112 兵庫県 たつの市 保安林整備事業 たつの市 7               - 7                        

113 兵庫県 太子町 保安林整備事業 太子町 14             - 14                      

114 兵庫県 佐用町 保安林整備事業 佐用町 13             - 13                      

115 兵庫県 豊岡市 保安林整備事業 豊岡市 2               - 2                        

116 兵庫県 大屋町 保安林整備事業 大屋町 27             - 27                      

117 兵庫県 養父市 保安林整備事業 養父市 4               - 4                        
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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

118 兵庫県 丹波市 保安林整備事業 丹波市 2               - 2                        

119 兵庫県 洲本市 復旧治山事業 相川組 777            - 97                      

120 兵庫県 南あわじ市 保安林整備事業 南あわじ市 4               - 4                        

121 兵庫県
神戸市、明石
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           486                    

122 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           1,068                  

123 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           1,236                  

（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）

124 兵庫県 香美町 水産流通基盤整備事業 香住 990             - 184                    

125 兵庫県 たつの市 水産環境整備事業 西播磨 900             - 138                    

126 兵庫県 南あわじ市 水産環境整備事業 南淡路海峡 1,441         1.28           242                    

127 兵庫県 新温泉町 水産環境整備事業 兵庫沖合 1,086         1.71           116                    

128 兵庫県 姫路市 漁港施設機能強化事業 妻鹿 230             - 36                      

129 兵庫県 南あわじ市 漁港施設機能強化事業 丸山 550             - 144                    

130 兵庫県 神戸市 漁港施設機能強化事業 市営神戸 200             - 64                      

131 兵庫県 姫路市 水産流通基盤整備事業 坊勢 10,446        1.18           448                    
事業計画の変更等による全
体事業費の減及び費用対効
果（B/C等）の改訂

132 兵庫県 姫路市 水産環境整備事業
播磨灘中西部三ツ頭
島

950             - 288                    

133 兵庫県 姫路市 水産生産基盤整備事業 家島 652             - 303                    

134 兵庫県 南あわじ市 漁港施設機能強化事業 沼島 950             - 81                      

（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 兵庫県 農山漁村地域整備交付金 1,688                   

2 兵庫県 美しい森林づくり基盤整備交付金 1

（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-10 兵庫県 森林環境保全整備事業 円山川 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

直-11 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-12 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-121 兵庫県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

加古川
神戸市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、加古川市、西脇市、宝塚市、三木
市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、丹波市、南あわじ市、
淡路市、加東市、猪名川町、多可町、稲美町

補-122 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-123 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
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