
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
和歌山県
（奈良県）

和歌山市、橋本
市　ほか

国営かんがい排水事業
第二十津川
紀の川

21,200        
ダム 2ヶ所
頭首工 5ヶ所

1.04           781                 

2
和歌山県
（奈良県）

和歌山市、海南
市　ほか

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対
策事業）

大和紀伊平野
（一期）

19,000        
ダム 1ヶ所
用水路 Ｌ＝62.8km

1.03           584                 

3
和歌山県
（奈良県）

和歌山市、海南
市　ほか

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対
策事業）

大和紀伊平野
（二期）

55,367        
頭首工 4ヶ所
用水路 Ｌ＝203.8km
揚水機場 2ヶ所

1.03           4,311               

4 和歌山県
和歌山市、紀の
川市、岩出市

国営総合農地防災事
業

和歌山平野（一
期）

28,500        
排水機　5箇所
排水路 L=24.4km
洪水調整池  3箇所

9.08           250                 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。

 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

 費用対効果
(B/C)等
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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）

5 和歌山県 田辺市 直轄治山事業 紀伊田辺地区 5,550 山腹工 17ha、渓間工 41基 2.01 830                 

6 和歌山県 新宮市 復旧治山事業 権現山１０３ 280            山腹工0.61ha - 121                 

7 和歌山県 那智勝浦町 保安林整備事業 那智川東 9               森林整備24ha - 9                    

8 和歌山県 田辺市 保安林整備事業 大塔谷 9               森林整備27ha - 9                    

9 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 日光山 9               森林整備26ha - 9                    

10 和歌山県 北山村 保安林整備事業 市老谷 7               森林整備20ha - 7                    

11 和歌山県 新宮市 保安林整備事業 大浜東 2               森林整備8ha - 2                    

12 和歌山県
和歌山市、紀の
川市ほか

森林環境保全整備事
業

紀北 387            
更新面積73ha、保育面積
706ha、路網整備開設延長
0.4km

- 7                    
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

13 和歌山県
有田川町、印南
町ほか

森林環境保全整備事
業

紀中 413            
更新面積37ha、保育面積
587ha、路網整備開設延長
5.4km

- 67                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

 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
 費用対効果

(B/C)等
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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）

 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
 費用対効果

(B/C)等

14 和歌山県
田辺市、新宮市
ほか

森林環境保全整備事
業

紀南 587            
更新面積164ha、保育面積
3,019ha、路網整備開設延長
4.5km

- 134                 
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。

 和歌山　直轄 - 3



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 和歌山県 海南市 農村地域防災減災事業 九品寺新池 69             - 6                        

2 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 紀の川 158            - 7                        

3 和歌山県 岩出市 農村地域防災減災事業 和歌山（岩出） 65             - 23                      

4 和歌山県 有田川町 農村地域防災減災事業 有田川 308            - 1                        

5 和歌山県 広川町 農村地域防災減災事業 光明寺池 46             - 31                      

6 和歌山県 御坊市 農村地域防災減災事業 北吉田 293            - 10                      

7 和歌山県 日高町 農村地域防災減災事業 日高 364            - 20                      

8 和歌山県 日高町 農村地域防災減災事業 和歌山（日高） 69             - 41                      

9 和歌山県 田辺市 農村地域防災減災事業 田辺 149            - 25                      

10 和歌山県 那智勝浦町 農村地域防災減災事業 与根子池 108            - 56                      

11 和歌山県 那智勝浦町 農村地域防災減災事業 小匠 1,025         3.77           460                    

 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

12 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 篭池 45             - 4                        事業着手

13 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 西ノ池 149            - 10                      事業着手

14 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 上ノ池 36             - 4                        事業着手

15 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 海神池 58             - 4                        事業着手

16 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 妙見池 35             - 4                        事業着手

17 和歌山県 紀の川市 農村地域防災減災事業 鳥渕池 52             - 4                        事業着手

18 和歌山県 湯浅町 農村地域防災減災事業 大谷池 124            - 10                      事業着手

19 和歌山県 日高町 農村地域防災減災事業 大船河池 200            - 16                      事業着手

20 和歌山県 印南町 農村地域防災減災事業 こずけ峠池 64             - 13                      事業着手

21 和歌山県 有田川町 農村地域防災減災事業 畦田２期 330            - 10                      

22 和歌山県 紀美野町 農村地域防災減災事業 中田 450            - 15                      
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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

23 和歌山県 紀美野町 農村地域防災減災事業 永谷２期 242            - 10                      

24 和歌山県 橋本市 農村地域防災減災事業 吉原田原 408            - 46                      

（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。

 和歌山　補助 - 3



補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

25 和歌山県 紀美野町 復旧治山事業 毛原中 97             - 6                        

26 和歌山県 かつらぎ町 復旧治山事業 花園北寺 302            - 48                      

27 和歌山県 印南町 復旧治山事業 川又 115            - 25                      

28 和歌山県 日高川町 復旧治山事業 寒川 412            - 18                      

29 和歌山県 田辺市 復旧治山事業 龍神村丹生ノ川 109            - 37                      

30 和歌山県 田辺市 復旧治山事業 上芳養 308            - 98                      

31 和歌山県 那智勝浦町 復旧治山事業 南平野 98             - 18                      

32 和歌山県 新宮市 地すべり防止事業 熊野川町宮井 2,540         1.45           69                      

33 和歌山県 新宮市 地すべり防止事業 熊野川町日足 537            - 25                      

34 和歌山県 新宮市 保安林整備事業 相賀 16             - 16                      

35 和歌山県 田辺市 復旧治山事業 龍神村 安井 462            - 55                      

36 和歌山県 那智勝浦町 復旧治山事業 那智山 113            - 30                      

 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

37 和歌山県 田辺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

龍神村 東 80             - 11                      

38 和歌山県 新宮市 復旧治山事業 熊野川町鎌塚 370            - 40                      

39 和歌山県 橋本市 復旧治山事業 山田 猪谷山 115            - 16                      事業着手

40 和歌山県 有田川町 復旧治山事業 板尾 木地屋 105            - 30                      事業着手

41 和歌山県 田辺市 復旧治山事業 龍神村 三ツ又 321            - 69                      

42 和歌山県 みなべ町 復旧治山事業 清川 向宇路住 155            - 52                      事業着手

43 和歌山県 田辺市 水源森林再生対策事業 中辺路町 近露 292            - 40                      事業着手

44 和歌山県 紀の川市
奥地保安林保全緊急対策
事業

切畑 葛城 10             - 10                      事業着手

45 和歌山県 田辺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

龍神村 小又川 10             - 10                      事業着手

46 和歌山県 田辺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

中辺路町 道湯川 30             - 9                        事業着手

47 和歌山県 すさみ町
奥地保安林保全緊急対策
事業

周参見 広瀬谷 11             - 11                      事業着手

48 和歌山県 田辺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

本宮町 大瀬 12             - 9                        事業着手
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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

49 和歌山県 広川町 保安林整備事業 前田 5               - 5                        事業着手

50 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 川合 南谷 7               - 7                        事業着手

51 和歌山県 かつらぎ町 保安林整備事業 短野 1               - 1                        

52 和歌山県 高野町 保安林整備事業 湯川 16             - 16                      

53 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 修理川 3               - 3                        

54 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 宇井苔 5               - 5                        

55 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 清水 3               - 3                        

56 和歌山県 有田川町 保安林整備事業 上湯川 長谷 7               - 7                        

57 和歌山県 日高川町 保安林整備事業 西原 喜戸口　外 9               - 9                        

58 和歌山県 日高川町 保安林整備事業 上初湯川 南入谷　外 10             - 10                      

59 和歌山県 日高川町 保安林整備事業 寒川 日浦長下　外 12             - 12                      

60 和歌山県 印南町 保安林整備事業 古井 津呂 1               - 1                        
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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

61 和歌山県 印南町 保安林整備事業 川又 五嶋畑 6               - 6                        

62 和歌山県 北山村 林業専用道等整備事業 平田大谷線 437            - 41                      

63 和歌山県
田辺市、新宮
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

紀南 3,927         10.39         939                    

64 和歌山県
和歌山市、海
南市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

紀北 781            - 187                    

65 和歌山県
有田市、御坊
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

紀中 1,896         8.46           454                    

（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）

66 和歌山県 和歌山市 水産流通基盤整備事業 雑賀崎 4,905         1.07           564                    

67 和歌山県 有田市 水産流通基盤整備事業 箕島 2,417         1.05           12                      

68 和歌山県 すさみ町 水産流通基盤整備事業 すさみ 2,016         1.20           68                      

69 和歌山県 串本町 水産流通基盤整備事業 串本 771             - 50                      

70 和歌山県
すさみ町、串
本町　ほか

水産環境整備事業 和歌山南部 1,260         1.18           252                    

71 和歌山県 海南市 水産生産基盤整備事業 下津 2,234         1.14           104                    

72 和歌山県 和歌山市 水産生産基盤整備事業 和歌浦 1,345         1.21           112                    

73 和歌山県 串本町 漁港施設機能強化事業 下田原 100             - 40                      

（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 和歌山県 農山漁村地域整備交付金 1,057                   

（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）

和歌山　交付金等 - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-1
和歌山県
（奈良県）

国営かんがい排水事業 第二十津川紀の川

和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町
（奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝
市、葛城市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、
王寺町、広陵町、河合町、大淀町）

直-2
和歌山県
（奈良県）

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対策事
業）

大和紀伊平野（一期）

和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町
（奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝
市、葛城市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、
王寺町、広陵町、河合町、大淀町）

直-3
和歌山県
（奈良県）

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対策事
業）

大和紀伊平野（二期）

和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町
（奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝
市、葛城市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、
王寺町、広陵町、河合町、大淀町）

直-12 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀北 和歌山市、紀の川市、岩出市、高野町

直-13 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀中 有田川町、印南町、日高川町

直-14 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀南 田辺市、新宮市、すさみ町、那智勝浦町、北山村

補-63 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀南
田辺市、新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川
町、北山村、串本町

補-64 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀北
和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山
町、高野町

補-65 和歌山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

紀中
有田市、御坊市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南
町、みなべ町、日高川町

補-70 和歌山県 水産環境整備事業 和歌山南部地区 田辺市、白浜町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、新宮市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

 和歌山　参考 - 1


