
直轄事業等（平成２２年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 新潟県 国営かんがい排水事業 佐渡（一期） 53,892      ダム　2ヶ所 1.08 110            

2 新潟県 国営かんがい排水事業 佐渡（二期） 20,108      

頭首工　1ヶ所
用水路　L=33.6km
排水機場　4ヶ所
排水路　L=4.4km

1.08 260            

（注）　「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」については、単位未満を四捨五入している。

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
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前年度の公表内容から変
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番号

実施
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直轄事業等（平成２２年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

3
新潟県
長野県

直轄治山事業 姫川地区 12,093 山腹工 35ha、渓間工 112基 2.14 53               

4 新潟県 直轄地すべり防止事業 頸城地区 21,519 集水井工 224基、渓間工 268基 2.37 32               

5 新潟県 直轄地すべり防止事業 中越地区 16,222
集水井工 27基、山腹工 21ha、
渓間工 48基

2.52 210              

（注）　「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」については、単位未満を四捨五入している。

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
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

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２２年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 新潟県 新発田市 経営体育成基盤整備事業 加治川 6,778           － 150            

2 新潟県 上越市 経営体育成基盤整備事業 三和中部第２ 3,168           － 150            

3 新潟県 上越市 経営体育成基盤整備事業 中江北部第２ 9,085           － 250            

4 新潟県 十日町市 経営体育成基盤整備事業 魚沼川西 6,728           － 100            

5 新潟県 新発田市 経営体育成基盤整備事業 川東 4,929           － 200            

6 新潟県 新発田市 経営体育成基盤整備事業 佐々木南部郷 2,374           1.09 45              

7 新潟県 新潟市 経営体育成基盤整備事業 河間三ツ門 1,995           1.03 135            

8 新潟県 新潟市 経営体育成基盤整備事業 小吉 3,598           1.07 126            

9 新潟県 新潟市 国営附帯県営農地防災事業 白根郷３期 2,896           1.18 53              

（注）

当該補正予算
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

「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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 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２２年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

10 新潟県 阿賀野市 復旧治山事業 里 90 － 15

11 新潟県 上越市 復旧治山事業 名立区大町 76 － 28

12 新潟県 柏崎市 防災林造成事業 荒浜 648 － 71

13 新潟県 佐渡市 防災林造成事業 八幡 156 － 14

14 新潟県 阿賀市
水源流域地域保全事
業

石戸 224 － 38

15 新潟県 村上市 保安林整備事業 南大平 24 － 5

16 新潟県 新潟市 保安林整備事業 北区島見町ほか 30 － 30

17 新潟県 柏崎市 保安林整備事業 松波ほか 13 － 13

18 新潟県 十日町市 保安林整備事業 増沢ほか 14 － 14

19 新潟県 魚沼市 保安林整備事業 明神ほか 5 － 5

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
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
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
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

20 新潟県 南魚沼市 保安林整備事業 四十日ほか 5 － 5

21 新潟県 上越市 保安林整備事業
柿崎区直海浜ほ
か

11 － 11

22 新潟県 上越市 保安林整備事業 安塚区ほか 5 － 5

23 新潟県 妙高市 保安林整備事業 上平丸ほか 5 － 5

24 新潟県 佐渡市 保安林整備事業 歌見ほか 9 － 9

25 新潟県 糸魚川市
特定流域総合治山事
業

梶山 300 － 42

26 新潟県 十日町市 地すべり防止事業 松代田沢 196 － 26

27 新潟県 上越市 地すべり防止事業
名立区瀬戸（大
柵入）

294 － 37

（注） 「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。
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補助事業（平成２２年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

28 新潟県 佐渡市
地域水産物供給基盤
整備事業

水津 5,444 1.29 133

（注）

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
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

「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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 地区名 全体事業費
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交付金等（平成２２年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 新潟県 農山漁村地域整備交付金 1,390

2 新潟県 漁村再生交付金 44

3 新潟県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 150

（注） 「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 配分額（国費）
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