
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 香川県
丸亀市、坂出市
ほか

国営かんがい排水事業
香川用水土器川
沿岸

15,000        用水路　L=61.3km 1.71           850                 

2 香川県
高松市、丸亀市
ほか

国営かんがい排水事業 香川用水二期 8,000         
揚水機場　１ヶ所
用水路　L=13.8km

1.14           300                 特別監視対策移行

（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

 香川　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 香川県 高松市 復旧治山事業 屋島 242            山腹工0.73ha - 43                   

4 香川県 まんのう町 水源地域整備事業 柞多尾 153            
森林整備11ｈa、山腹工
0.3ha、渓間工4基

- 19                   

5 香川県 東かがわ市 保安林整備事業 中尾 3               森林整備14ha - 3                    

6 香川県 東かがわ市 保安林整備事業 笹ヶ峰 1               森林整備11ha - 1                    

7 香川県
高松市、丸亀市
ほか

森林環境保全整備事
業

香川 838            
更新面積23ha、保育面積
347ha、路網整備開設延長
10.1km

- 145                 

（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

 香川　直轄 - 2



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 香川県 綾川町
農業競争力強化基盤整備
事業

羽床上東 996            - 10                      

2 香川県 綾川町
農業競争力強化基盤整備
事業

羽床上西 532            - 105                    

3 香川県 多度津町 農村地域防災減災事業 皿池 110            - 20                      

4 香川県 善通寺市 農村地域防災減災事業 谷川池 170            - 50                      

5 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 長砂古池 178            - 87                      

6 香川県 高松市 農村地域防災減災事業 塩江北部 627            - 40                      

7 香川県 綾川町 農村地域防災減災事業 綾川 1,105         2.26           95                      

8 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 勝間 825            - 130                    

9 香川県 観音寺市 農村地域防災減災事業 豊田・粟井 805            - 130                    

10 香川県 観音寺市 農村地域防災減災事業 萩原・五郷 690            - 100                    

11 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 岡本谷 136            - 68                      

12 香川県
琴平町、善通
寺市　ほか

農村地域防災減災事業 大麻 216            - 90                      

 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

 香川　補助 - 1



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 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 二ノ宮 870            - 82                      

14 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 七宝 665            - 3                        

15 香川県 観音寺市 農村地域防災減災事業 豊浜 536            - 26                      

16 香川県 土庄町 農村地域防災減災事業 土庄北部 521            - 75                      

17 香川県 高松市 農村地域防災減災事業 下池 43             - 35                      

18 香川県 高松市 農村地域防災減災事業 西原新池 99             - 6                        事業着手

19 香川県 東かがわ市 農村地域防災減災事業 町田新池 97             - 97                      事業着手

20 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 山神池 124            - 7                        事業着手

21 香川県 観音寺市 農村地域防災減災事業 砥石川池 330            - 10                      事業着手

22 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 逆瀬池 70             - 70                      事業着手

23 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 庄田横井 127            - 10                      事業着手

24 香川県 観音寺市 農村地域防災減災事業 白坂川 95             - 10                      事業着手

 香川　補助 - 2



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 香川県 綾川町 農村地域防災減災事業 綾上 550            - 50                      事業着手

26 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 詫間 994            - 100                    事業着手

27 香川県 土庄町 農村地域防災減災事業 豊島 389            - 50                      事業着手

28 香川県 三豊市 農村地域防災減災事業 向谷 47             - 5                        事業着手

29 香川県
さぬき市、三
豊市

農村地域防災減災事業 香川 200            - 120                    

30 香川県 土庄町 農村地域防災減災事業 馬越第３期 172            - 30                      

（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。

 香川　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）

31 香川県 まんのう町 水源森林再生対策事業 塩入 370            - 48                      

32 香川県 綾川町
奥地保安林保全緊急対策
事業

常清 145            - 46                      事業着手

33 香川県 さぬき市 防災林造成事業 峰堂 33             - 11                      

34 香川県 綾川町 防災林造成事業 長谷 95             - 35                      事業着手

35 香川県 東かがわ市 保安林整備事業 引田 29             - 29                      

36 香川県 さぬき市 保安林整備事業 田面 24             - 24                      

37 香川県 高松市 保安林整備事業 上西甲 6               - 6                        

38 香川県 観音寺市 保安林整備事業 粟井 8               - 8                        

39 香川県 綾川町 保安林整備事業 枌所東 5               - 5                        

40 香川県 まんのう町 保安林整備事業 造田 14             - 14                      

41 香川県 三豊市 復旧治山事業 山本 177            - 20                      事業着手

 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

 香川　補助 - 4



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

42 香川県
高松市、東か
がわ市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

香川 691            - 216                    

（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。

 香川　補助 - 5



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）

43 香川県
小豆島町・土
庄町

水産環境整備事業 播磨灘小豆 308             - 7                        

44 香川県 観音寺市 水産生産基盤整備事業 伊吹 3,551         1.06           153                    

45 香川県 三豊市 漁港施設機能強化事業 上新田 150             - 31                      

（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

 香川　補助 - 6



交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 香川県 農山漁村地域整備交付金 1,010                   

（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）

香川　交付金等 - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-1 香川県 国営かんがい排水事業 香川用水土器川沿岸 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町、多度津町、まんのう町

直-2 香川県 国営かんがい排水事業 香川用水二期
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊
市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

直-7 香川県 森林環境保全整備事業 香川
高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾川町、
まんのう町

補-12 香川県 農村地域防災減災事業 大麻 琴平町、善通寺市、多度津町

補-42 香川県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

香川
高松市、東かがわ市、さぬき市、坂出市、丸亀市、善通寺市、観音寺市、三豊
市、土庄町、小豆島町、直島町、三木町、綾川町、宇多津町、多度津町、琴平
町、まんのう町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

 香川　参考 - 1


