
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 長野県
伊那市、辰野町、
箕輪町、南箕輪
村

国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

伊那西部 2,400         
揚水機場２ヶ所
用水路L=29.3km

1.41           220                 

2 長野県
飯田市、松川町、
高森町

国営かんがい排水事業
（国営施設応急対策事
業）

竜西 4,000         用水路L=1.8km 1.07           150                 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。

（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。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 長野県 大鹿村 直轄治山事業 小渋川 16,754        
山腹工 228ha、渓間工 614
基

2.05           427                 

4 長野県 飯田市 直轄治山事業 松川入 28,000        
山腹工 242ha、渓間工 182
基

1.77           428                 

5
長野県
新潟県

新潟県糸魚川
市、長野県小谷
村

直轄治山事業 姫川 8,838         山腹工 17ha、渓間工71基 2.06           276                 

6 長野県 大鹿村 直轄地すべり防止事業 小渋川 16,754        
山腹工 228ha、渓間工 614
基

2.05           261                 
全体計画の変更による事
業費等の変更

7
長野県
新潟県

新潟県糸魚川
市、長野県小谷
村

直轄地すべり防止事業 姫川 17,313        
集水井工 81基、渓間工 177
基

2.00           536                 

8 長野県 長野市 復旧治山事業 旭山（朝日山） 390            山腹工1.68ha - 100                 

9 長野県 上松町 復旧治山事業 小川入 275            山腹工17.54ha - 50                   

10 長野県 木祖村 復旧治山事業 塩沢 165            渓間工8基、山腹工0.74ha - 40                   

11 長野県 木曽町 復旧治山事業 城山 178            山腹工0.69ha - 30                   

12 長野県 小谷村 復旧治山事業 唐松沢 850            山腹工4.50ha - 58                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

13 長野県 松本市 復旧治山事業 沢渡 60             山腹工0.09ha - 60                   事業着手

14 長野県 伊那市 復旧治山事業 藪沢 380            山腹工0.06ha - 48                   

15 長野県 辰野町 復旧治山事業 黒沢谷 139            渓間工7基 - 43                   

16 長野県 伊那市 復旧治山事業 小黒川 356            渓間工8基、山腹工1.25ha - 52                   

17 長野県 木祖村 復旧治山事業 大笹沢 176            渓間工3基 - 30                   

18 長野県 木祖村 復旧治山事業
小木曽5（中の小
屋沢）

99             渓間工1基、山腹工0.55ha - 36                   

19 長野県 南木曽町 復旧治山事業
柿其川二又上流
（二又沢）

363            渓間工5基、山腹工1.44ha - 41                   

20 長野県 南木曽町 復旧治山事業
上山沢上流三ツ
又（三ツ又）

415            渓間工6基、山腹工1.41ha - 118                 

21 長野県 宮田村 復旧治山事業 黒川中流 405            渓間工4基、山腹工1.41ha - 71                   

22 長野県 飯島町 復旧治山事業
与田切川下流
（一ノ谷）

180            山腹工0.78ha - 97                   
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

23 長野県 飯田市 復旧治山事業 トチボラ沢 448            渓間工6基、山腹工2.13ha - 38                   

24 長野県 上田市 復旧治山事業 広河原 32             渓間工1基 - 32                   事業着手

25 長野県 佐久市 復旧治山事業 星尾（鍋割沢川） 354            渓間工5基、山腹工0.08ha - 18                   

26 長野県 栄村 復旧治山事業 栃川 197            渓間工3基、山腹工0.18ha - 32                   

27 長野県 木祖村 復旧治山事業 小ワサビ沢 260            渓間工6基、山腹工1.20ha - 35                   

28 長野県 大町市 復旧治山事業 扇沢 100            渓間工3基 - 32                   

29 長野県 王滝村 復旧治山事業 濁川 507            渓間工2基 - 11                   事業着手

30 長野県 松本市 地すべり防止事業 坂巻 1,994         山腹工32.50ha 1.75           104                 

31 長野県 伊那市 地すべり防止事業 船形沢 786            渓間工9基、山腹工2.35ha - 93                   

32 長野県 伊那市 地すべり防止事業 菰立沢 219            山腹工4.70ha - 56                   
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

33 長野県 飯田市 地すべり防止事業 地蔵峠 1,600         山腹工23.75ha 1.30           109                 

34 長野県 南木曽町 水源地域整備事業
賤母中流（ワル
沢）

148            渓間工2基、山腹工0.72ha - 64                   

35 長野県 飯山市 水源地域整備事業 野々海川 275            渓間工7基 - 20                   事業着手

36 長野県 塩尻市 水源地域整備事業 糠沢 255            山腹工1.63ha - 42                   

37 長野県 阿智村 水源地域整備事業 沢尻川 427            渓間工9基、山腹工0.55ha - 24                   

38 長野県 栄村 保安林整備事業 赤石沢 230            森林整備1,163ha - 8                    

39 長野県 塩尻市 保安林整備事業 糠沢 173            森林整備1,069ha - 10                   

40 長野県 上田市 保安林整備事業 広河原 391            森林整備1,154ha - 17                   

41 長野県 伊那市 保安林整備事業 藪沢 210            森林整備614ha - 30                   

42 長野県 王滝村 保安林整備事業 濁川 395            森林整備1,900ha - 84                   
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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

43 長野県 南木曽町 保安林整備事業
鍋割中ノ沢（中ノ
沢）

248            森林整備1,433ha - 22                   

44 長野県
長野市、信濃町
ほか

森林環境保全整備事
業

千曲川下流 957            
更新面積103ha、保育面積
1,976ha、路網開設延長
13.8km

- 499                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

45 長野県
大町市、塩尻市
ほか

森林環境保全整備事
業

中部山岳 1,872         
更新面積26ha、保育面積
3,965ha、路網開設延長
9.2km

7.56           497                 

46 長野県
長和町、佐久穂
町ほか

森林環境保全整備事
業

千曲川上流 4,043         
更新面積484ha、保育面積
9,377ha、路網開設延長
66.8km

3.56           1,176               

47 長野県
伊那市、富士見
町ほか

森林環境保全整備事
業

伊那谷 977            
更新面積70ha、保育面積
3,448ha、路網開設延長
38.7km

- 686                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

48 長野県
上松町、王滝村
ほか

森林環境保全整備事
業

木曽谷(木曽署） 3,964         
更新面積407ha、保育面積
8,594ha、路網開設延長
22.1km

9.79           1,010               

49 長野県
南木曽町、大桑
村ほか

森林環境保全整備事
業

木曽谷(南木曽支
署)

2,208         
更新面積70ha、保育面積
3,907ha、路網開設延長
22.0km

6.62           965                 

（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２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 長野県 安曇野市
農業競争力強化基盤整備
事業

烏川 2,832         1.09           413                    

2 長野県
松本市、安曇
野市

農業競争力強化基盤整備
事業

拾ヶ堰 623            - 64                      

3 長野県 松本市
農業競争力強化基盤整備
事業

梓川右岸 1,650         2.39           40                      

4 長野県 松本市
農業競争力強化基盤整備
事業

下原 980            - 100                    

5 長野県 東御市
農業競争力強化基盤整備
事業

祢津御堂 998            - 35                      事業着手

6 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 長野４期 552            - 10                      

7 長野県 千曲市 農村地域防災減災事業 埴科６期 218            - 6                        

8 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 安茂里３期 615            - 60                      

9 長野県 大町市 農村地域防災減災事業 社新堰 160            - 30                      

10 長野県 塩尻市 農村地域防災減災事業 本村堰 116            - 7                        

11 長野県 麻績村 農村地域防災減災事業 野田沢入 152            - 5                        

12 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 浅川大池 194            - 5                        事業着手

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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 長野県 立科町 農村地域防災減災事業 牛鹿宇山 630            - 70                      

14 長野県 上田市 農村地域防災減災事業 西塩田 1,650         1.91           76                      

15 長野県
飯田市、松川
町ほか

農村地域防災減災事業 竜西２期 600            - 25                      

16 長野県 飯島町 農村地域防災減災事業 飯島 636            - 30                      

17 長野県
松本市、塩尻
市

農村地域防災減災事業 笹賀南部 160            - 22                      

18 長野県 須坂市 農村地域防災減災事業 日滝原 182            - 18                      

19 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 日原 429            - 60                      

20 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 岡山 380            - 20                      

21 長野県 富士見町 農村地域防災減災事業 本郷 230            - 23                      

22 長野県 駒ケ根市 農村地域防災減災事業 駒ケ根 397            - 21                      

23 長野県 辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜東 380            - 20                      

24 長野県 高山村 農村地域防災減災事業 奥山田 150            - 18                      
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補助事業（平成２７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

前回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 長野県 小諸市 農村地域防災減災事業 高峯 360            - 12                      

26 長野県 上田市 農村地域防災減災事業 金井 420            - 10                      

27 長野県 辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜西 410            - 20                      

28 長野県 中川村 農村地域防災減災事業 南向 210            - 4                        

29 長野県 中川村 農村地域防災減災事業 片桐 500            - 22                      

30 長野県 木曽町 農村地域防災減災事業 開田 106            - 6                        

31 長野県 信濃町 農村地域防災減災事業 信濃 237            - 21                      

32 長野県 木曽町 農村地域防災減災事業 日義 144            - 10                      

33 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 浅川 275            - 30                      

34 長野県 東御市 農村地域防災減災事業 四ツ京大池 95             - 8                        事業着手

35 長野県 東御市 農村地域防災減災事業 下之城 150            - 12                      

36 長野県 塩尻市 農村地域防災減災事業 みどり湖 590            - 24                      事業着手

長野　補助 - 3



補助事業（平成２７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

前回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 長野県 松本市 農村地域防災減災事業 幹線北耕地 60             - 1                        事業着手

38 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 間長瀬・吉田 190            - 6                        事業着手

39 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 柳原 500            - 8                        事業着手

40 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 梨久保 270            - 5                        

41 長野県 大町市 農村地域防災減災事業 南村 200            - 5                        

42 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 上境 200            - 5                        

43 長野県 安曇野市 農村地域防災減災事業 塔の原 140            - 4                        

44 長野県 大町市 農村地域防災減災事業 八坂 430            - 29                      

45 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 天間芦沢 140            - 4                        

46 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 七瀬 120            - 4                        

47 長野県 中野市 農村地域防災減災事業 豊田 150            - 7                        

48 長野県 小谷村 農村地域防災減災事業 宮本 660            - 17                      
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補助事業（平成２７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

前回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 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 上河 125            - 6                        

50 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 塩本 280            - 26                      

51 長野県 小谷村 農村地域防災減災事業 広見 300            - 8                        

52 長野県 飯田市 農村地域防災減災事業 野池 100            - 8                        事業着手

53 長野県 長野市 農村地域防災減災事業 松葉 100            - 8                        事業着手

54 長野県 飯山市 農村地域防災減災事業 飯山南部 170            - 8                        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。

（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２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

55 長野県 上田市 復旧治山事業 霊泉寺 90             - 30                      

56 長野県 茅野市 復旧治山事業 北山 662            - 10                      

57 長野県 中川村 復旧治山事業 郷士沢 111            - 22                      事業着手

58 長野県 飯田市 復旧治山事業 木沢 299            - 23                      

59 長野県 阿智村 復旧治山事業 大根沢 200            - 31                      

60 長野県 下條村 復旧治山事業 シイナ平 97             - 28                      

61 長野県 阿智村 復旧治山事業 伍和 547            - 58                      事業着手

62 長野県 天龍村 復旧治山事業 チノタワ 95             - 35                      事業着手

63 長野県 木祖村 復旧治山事業 大笹沢 182            - 50                      

64 長野県 木曽町 復旧治山事業 下殿 200            - 48                      

65 長野県 南木曽町 復旧治山事業 細野沢 168            - 56                      

66 長野県 南木曽町 復旧治山事業 蛇抜沢 179            - 104                    事業着手

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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

67 長野県 南木曽町 復旧治山事業 胡桃田沢 248            - 46                      事業着手

68 長野県 麻績村 復旧治山事業 市野川 89             - 17                      事業着手

69 長野県 大町市 復旧治山事業 押沢 113            - 15                      

70 長野県 白馬村 復旧治山事業 野平 85             - 8                        事業着手

71 長野県 小谷村 復旧治山事業 姫川温泉 214            - 42                      

72 長野県 小谷村 復旧治山事業 大なで沢 182            - 40                      

73 長野県 小谷村 復旧治山事業 城平 341            - 9                        事業着手

74 長野県 小谷村 復旧治山事業 馬越 381            - 95                      

75 長野県 小谷村 復旧治山事業 下里瀬 400            - 48                      

76 長野県 長野市 復旧治山事業 仙石 162            - 23                      

77 長野県 千曲市 復旧治山事業 冠着山 150            - 31                      

78 長野県 長野市 復旧治山事業 達橋沢 105            - 16                      
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補助事業（平成２７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

前回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

79 長野県 高山村 復旧治山事業 松南 227            - 20                      事業着手

80 長野県 伊那市 地すべり防止事業 屋敷沢 301            - 77                      

81 長野県 箕輪町 地すべり防止事業 日影入 864            - 66                      

82 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 長久保 1,623         1.46           120                    

83 長野県 安曇野市 地すべり防止事業 上生野 584            - 71                      

84 長野県 小谷村 地すべり防止事業 小土山 748            - 17                      

85 長野県 長野市 地すべり防止事業 新安 479            - 8                        

86 長野県 長野市 地すべり防止事業 上土倉 239            - 30                      事業着手

87 長野県 長野市 地すべり防止事業 峠向 169            - 12                      事業着手

88 長野県 松本市 防災林造成事業 乗鞍 340            - 80                      

89 長野県 上田市 保安林緊急改良事業 丸子 131            - 8                        

90 長野県 上田市 保安林緊急改良事業 小泉 204            - 7                        
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補助事業（平成２７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

前回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

91 長野県 松本市 保安林緊急改良事業 岡田 16             - 9                        事業着手

92 長野県 松本市 保安林緊急改良事業 四賀 56             - 9                        事業着手

93 長野県 安曇野市 保安林緊急改良事業 押野山 54             - 10                      

94 長野県 坂城町 保安林緊急改良事業 島 26             - 6                        

95 長野県 千曲市 保安林緊急改良事業 寂蒔 23             - 6                        事業着手

96 長野県 岡谷市 水源森林再生対策事業 横川山 410            - 104                    

97 長野県 伊那市 水源森林再生対策事業 小原 242            - 26                      

98 長野県 上田市
奥地保安林保全緊急対策
事業

平井寺 403            - 44                      

99 長野県 朝日村
奥地保安林保全緊急対策
事業

野俣沢 287            - 14                      

100 長野県 大町市
奥地保安林保全緊急対策
事業

常盤 300            - 9                        事業着手

101 長野県 小谷村
奥地保安林保全緊急対策
事業

土谷川 960            - 43                      事業着手

102 長野県 栄村
奥地保安林保全緊急対策
事業

屋敷 230            - 75                      
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補助事業（平成２７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

前回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

103 長野県 佐久市 保安林整備事業 内山 46             - 6                        

104 長野県 佐久市 保安林整備事業 協和 26             - 4                        

105 長野県 青木村 保安林整備事業 青木 140            - 7                        

106 長野県 下諏訪町 保安林整備事業 山の神 23             - 3                        事業着手

107 長野県 富士見町 保安林整備事業 青木沢 36             - 3                        

108 長野県 伊那市 保安林整備事業 高遠 24             - 3                        

109 長野県 南木曽町 保安林整備事業 読書 41             - 3                        

110 長野県 小海町 保安林整備事業 千代里 7               - 4                        事業着手

111 長野県 佐久穂町 保安林整備事業 一杯水 4               - 4                        事業着手

112 長野県 上田市 保安林整備事業 上田 10             - 10                      

113 長野県 上田市 保安林整備事業 真田 7               - 7                        

114 長野県 長和町 保安林整備事業 大門 6               - 6                        
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補助事業（平成２７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

前回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

115 長野県 辰野町 保安林整備事業 飯沼 4               - 4                        

116 長野県 高森町 保安林整備事業 大島山 5               - 5                        

117 長野県 阿南町 保安林整備事業 和合 6               - 2                        

118 長野県 売木村 保安林整備事業 岩倉 6               - 6                        

119 長野県 天龍村 保安林整備事業 天龍 4               - 4                        

120 長野県 泰阜村 保安林整備事業 三耕地 4               - 4                        

121 長野県 喬木村 保安林整備事業 阿島 5               - 5                        

122 長野県 豊丘村 保安林整備事業 豊丘 5               - 5                        

123 長野県 木祖村 保安林整備事業 鳥居峠 5               - 5                        

124 長野県 安曇野市 保安林整備事業 北村 3               - 3                        

125 長野県 小谷村 保安林整備事業 姫川 14             - 9                        

126 長野県 大町市 保安林整備事業 藤 4               - 4                        
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補助事業（平成２７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

前回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

127 長野県 長野市 保安林整備事業 鬼無里 2               - 2                        

128 長野県 千曲市 保安林整備事業 大洞 3               - 3                        

129 長野県 長野市 保安林整備事業 田之頭 1               - 1                        

130 長野県 中野市 保安林整備事業 道灌山 5               - 5                        

131 長野県 松本市 林業専用道整備事業 六郎沢上段線 21             - 21                      事業着手

132 長野県 信濃町 林業専用道整備事業 古海線 191            - 69                      

133 長野県
長野市、須坂
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

千曲川下流 2,658         5.07           350                    

134 長野県
松本市、大町
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

中部山岳 8,518         3.71           1,123                  

135 長野県
上田市、小諸
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

千曲川上流 5,235         3.68           690                    

136 長野県
岡谷市、飯田
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

伊那谷 11,881        5.72           1,566                  

137 長野県
上松町、南木
曽町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

木曽谷 2,730         7.55           360                    

（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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交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 長野県 農山漁村地域整備交付金 3,115                   

（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２７年度当初予算）

直-44 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川下流
長野市、須坂市、飯山市、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、
飯綱町、栄村

直-45 長野県 森林環境保全整備事業 中部山岳 松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、松川村、白馬村、小谷村

直-46 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川上流
上田市、小諸市、佐久市、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木
村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町

直-47 長野県 森林環境保全整備事業 伊那谷
飯田市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、辰野町、飯島町、中
川村、宮田村、松川町、阿智村、下條村、喬木村、豊丘村、大鹿村

直-48 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷(木曽署） 上松町、王滝村、木曽町、木祖村

直-49 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷(南木曽支署) 南木曽町、木祖村、大桑村

補-15 長野県 農村地域防災減災事業 竜西２期 飯田市、松川町、高森町

補-133 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川下流
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃
町、飯綱町、小川村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

補-134 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中部山岳
松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北
村、池田町、松川村、白馬村、小谷村

補-135 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川上流
上田市、小諸市、佐久市、東御市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木
村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、青木村

補-136 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

伊那谷

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原
村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿
南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊
丘村、大鹿村

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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（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

補-137 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

木曽谷 上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村
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