
都道府県名 H2４年度

事業名 区分 地　　区　　名 建設部名 概算要求事業費

（百万円）

どうおうようすい　にき

国営かんがい排水 継続 道央用水（二期） 札幌 5,500                   

どうおうようすい　さんき

国営かんがい排水 継続 道央用水（三期） 札幌 2,220                   

あびらがわ　　にき

国営かんがい排水 継続 安平川（二期） 室蘭 300                      

しのつちゅうおうにき

国営かんがい排水 継続 篠津中央二期 札幌 2,550                   

かばと

国営かんがい排水 継続 樺戸 札幌 140                      

かばと　　にき

国営かんがい排水 継続 樺戸（二期） 札幌 5,970                   

とうべつ

国営かんがい排水 継続 当別 札幌 650                      

えべつみなみ

国営かんがい排水 継続 江別南 札幌 720                      

ほっかい　いっき

国営かんがい排水 継続 北海（一期） 札幌 2,302                   

おおのへいや

国営かんがい排水 継続 大野平野 函館 1,450                   

国営かんがい排水 継続 ふらの 旭川 90                        

ゆうふつとうぶ　　にき

国営かんがい排水 継続 勇払東部（二期） 室蘭 300                      

びまん

国営かんがい排水 継続 美蔓 帯広 2,690                   

さつないがわだいに　　にき

国営かんがい排水 継続 札内川第二（二期） 帯広 400                      

かみおとふけ

国営かんがい排水 完了予定 上音更 帯広 180                      

かみしほろきた

　　　国営かんがい排水［特］ 継続 上士幌北 帯広 280                      

びじょ

国営かんがい排水 継続 美女 網走 520                      

へいそん

国営かんがい排水 継続 兵村 網走 230                      

うたのぼりちゅうおういっき

国営かんがい排水 継続 歌登中央（一期） 稚内 -                           

べつかいなんぶ

国営かんがい排水 継続 別海南部 釧路 1,400                   

べつかいせいぶ

国営かんがい排水 継続 別海西部 釧路 1,400                   

しほろせいぶ

国営かんがい排水［特］ 事業着手 士幌西部 帯広 30                        

［特］は特別監視制度適用

農村振興局の平成２４年度概算要求（国営事業等）の積算内訳となる地区別要求額を以下のとおりとりまと
めましたので公表します。

農村振興局の平成2４年度概算要求額（国営事業等）について
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都道府県名 H2４年度

事業名 区分 地　　区　　名 建設部名 概算要求事業費

（百万円）

とみあきしほろがわかりゅう

国営かんがい排水［特］ 事業着手 富秋士幌川下流 帯広 30                        

べつかいほくぶ　 いっき

国営かんがい排水 事業着手 別海北部（一期） 釧路 100                      

国営かんがい排水

（直轄明渠排水） 継続 なかがわ 旭川 1,310                   

国営かんがい排水 としべつがわさがん

（直轄明渠排水） 継続 利別川左岸 帯広 990                      

国営かんがい排水 ほろしん

（国営造成土地改良施設整備） 完了予定 幌新 札幌 50                        

国営かんがい排水 やまべにき

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 継続 山部二期 旭川 190                      

国営かんがい排水 かわい

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 継続 川合 帯広 240                      

国営かんがい排水 きよさと

（国営造成土地改良施設整備） 継続 清里 網走 420                      

国営かんがい排水 きたみ

（国営造成土地改良施設整備） 継続 北見 網走 586                      

国営かんがい排水 ひがし

（国営造成土地改良施設整備） 継続 東 網走 390                      

国営かんがい排水 ふもんけ

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 事業着手 フモンケ 室蘭 30                        

国営かんがい排水 さらきし

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 事業着手 更岸 留萌 30                        

国営かんがい排水 ふうれん

（国営施設機能保全事業） 事業着手 風連 旭川 30                        

全体 とうまながやまようすい

国営かんがい排水 実施設計 当麻永山用水 旭川 110                      

いわきがわさがん　にき

国営かんがい排水 継続 岩木川左岸（二期） 青森 2,500                   

国営かんがい排水 おだがわ　にき

（国営施設機能保全事業） 継続 小田川二期 青森 1,150                   

ひらかわ　にき

国営かんがい排水 事業着手 平川二期 青森 150                      

わがちゅうぶ

国営かんがい排水 継続 和賀中部 岩手 2,100                   

さるがいしがわ

国営かんがい排水 継続 猿ヶ石川 岩手 850                      

全体 わがちゅうおう

国営かんがい排水 実施設計 和賀中央 岩手 150                      

なかつやま

国営かんがい排水 継続 中津山 宮城 600                      

みなみていざんぼりえんがん

国営かんがい排水 継続 南貞山堀沿岸 宮城 -                           

ひらかへいや　にき

国営かんがい排水 継続 平鹿平野（二期） 秋田 1,660                   

たざわ　にき

国営かんがい排水 継続 田沢二期 秋田 950                      

よこてせいぶ　いっき

国営かんがい排水 事業着手 横手西部（一期） 秋田 400                      

よねざわへいやにき

国営かんがい排水 継続 米沢平野二期 山形 2,100                   

［特］は特別監視制度適用
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都道府県名 H2４年度

事業名 区分 地　　区　　名 建設部名 概算要求事業費

（百万円）

あかがわにき

国営かんがい排水 継続 赤川二期 山形 2,200                   

くまどがわ

国営かんがい排水 完了予定 隈戸川 福島 56                        

しんうけどがわ

国営かんがい排水 継続 新請戸川 福島 200                      

国営かんがい排水 あさかそすいにき

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 継続 安積疏水二期 福島 330                      

なかがわえんがん　いっき

国営かんがい排水 継続 那珂川沿岸（一期） 茨城 230                      

なかがわえんがん　にき

国営かんがい排水 継続 那珂川沿岸（二期） 茨城 1,770                   

国営かんがい排水 きぬがわなんぶ

（国営造成土地改良施設整備） 完了予定 鬼怒川南部 茨城・栃木 340                      

かんながわえんがん

国営かんがい排水 完了予定 神流川沿岸 群馬・埼玉 950                      

ほくそうちゅうおう

国営かんがい排水 継続 北総中央 千葉 2,500                   

りょうそう

国営かんがい排水 継続 両総 千葉 3,600                   

いんばぬまにき

国営かんがい排水 継続 印旛沼二期 千葉 2,600                   

ちゅうしんだいらにき

国営かんがい排水 継続 中信平二期 長野 2,000                   

国営かんがい排水 いなせいぶ

（国営施設機能保全事業） 事業着手 伊那西部 長野 90                        

おおいがわようすい　にき

国営かんがい排水 継続 大井川用水（二期） 静岡 4,160                   

国営かんがい排水 まきのはら

（国営造成土地改良施設整備）［特］ 継続 牧之原 静岡 370                      

国営かんがい排水 ふえふきがわえんがん

（国営施設機能保全事業） 事業着手 笛吹川沿岸 山梨 140                      

かしわざきしゅうへん　にき

国営かんがい排水 継続 柏崎周辺（二期） 新潟 2,000                   

しんかわりゅういき

国営かんがい排水 継続 新川流域 新潟 3,484                   

国営かんがい排水 あがのがわようすい

（国営造成土地改良施設整備） 完了予定 阿賀野川用水 新潟 164                      

さど　いっき

国営かんがい排水 完了予定 佐渡（一期） 新潟 1,000                   

さど　にき

国営かんがい排水 継続 佐渡（二期） 新潟 1,085                   

かじかわようすい　　 いっき

国営かんがい排水 事業着手 加治川用水（一期） 新潟 200                      

全体 しんかわりゅういきにき

国営かんがい排水 実施設計 新川流域二期 新潟 213                      

くずりゅうがわかりゅう　いっき

国営かんがい排水 継続 九頭竜川下流（一期） 福井 1,640                   

くずりゅうがわかりゅう　にき

国営かんがい排水 継続 九頭竜川下流（二期） 福井 5,040                   

［特］は特別監視制度適用
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都道府県名 H2４年度

事業名 区分 地　　区　　名 建設部名 概算要求事業費

（百万円）

みやがわようすいだいにき

国営かんがい排水 完了予定 宮川用水第二期 三重 620                      

国営かんがい排水 ちゅうせいようすい

（国営施設機能保全事業） 事業着手 中勢用水 三重 100                      

せいのうようすいだいにき

国営かんがい排水 継続 西濃用水第二期 岐阜 1,743                   

だいにとつかわきのかわ

国営かんがい排水 継続 第二十津川紀の川 奈良・和歌山 1,350                   

やまときいへいや　いっき

国営かんがい排水 継続 大和紀伊平野（一期） 奈良・和歌山 1,002                   

やまときいへいや　にき

国営かんがい排水 継続 大和紀伊平野（二期） 奈良・和歌山 5,145                   

全体 とうばんようすいにき

国営かんがい排水 実施設計 東播用水二期 兵庫 100                      

国営かんがい排水 きゅうひんはんとう

（国営造成土地改良施設整備） 完了予定 弓浜半島 鳥取 310                      

ひいかわえんがん

国営かんがい排水 継続 斐伊川沿岸 島根 2,200                   

おかやまなんぶ

国営かんがい排水 継続 岡山南部 岡山 1,200                   

かがわようすいどきがわえんがん

国営かんがい排水 継続 香川用水土器川沿岸 香川 2,800                   

国営かんがい排水 かがわようすい

（国営造成土地改良施設整備） 継続 香川用水 香川 1,040                   

ちくごがわかりゅう

国営かんがい排水 継続 筑後川下流 福岡・佐賀 2,500                   

ちくごがわかりゅうしろいしへいや　いっき

国営かんがい排水 継続 筑後川下流白石平野（一期） 佐賀 680                      

ちくごがわかりゅうしろいしへいや　にき

国営かんがい排水 継続 筑後川下流白石平野（二期） 佐賀 590                      

おおのがわじょうりゅう

国営かんがい排水 継続 大野川上流 熊本・大分 78                        

かわべがわ

国営かんがい排水 継続 川辺川 熊本 -                           

おすず

国営かんがい排水 継続 尾鈴 宮崎 760                      

にしもろ　いっき

国営かんがい排水 継続 西諸（一期） 宮崎 4,260                   

にしもろ　にき

国営かんがい排水 継続 西諸（二期） 宮崎 4,040                   

そおほくぶ　いっき

国営かんがい排水 完了予定 曽於北部（一期） 鹿児島 360                      

そおほくぶ　にき

国営かんがい排水 継続 曽於北部（二期） 鹿児島 3,130                   

きもつきちゅうぶ　いっき

国営かんがい排水 継続 肝属中部（一期） 鹿児島 2,420                   

きもつきちゅうぶ　にき

国営かんがい排水 継続 肝属中部（二期） 鹿児島 1,800                   

とくのしまようすい　いっき

国営かんがい排水 継続 徳之島用水（一期） 鹿児島 1,320                   

とくのしまようすい　にき

国営かんがい排水 継続 徳之島用水（二期） 鹿児島 1,254                   
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おきのえらぶ

国営かんがい排水 継続 沖永良部 鹿児島 2,077                   

いえ

国営かんがい排水 継続 伊江 沖縄 1,264                   

みやこいらぶ

国営かんがい排水 継続 宮古伊良部 沖縄 2,800                   

全体 いしがきじま

国営かんがい排水 実施設計 石垣島 沖縄 120                      

ゆに

国営農地再編整備事業 完了予定 由仁 札幌 150                      

まっかり

国営農地再編整備事業 継続 真狩 小樽 1,300                   

もせうし

国営農地再編整備事業 継続 妹背牛 札幌 1,700                   

ふらのぼんち

国営農地再編整備事業 継続 富良野盆地 旭川 3,862                   

かみしべつ

国営農地再編整備事業 継続 上士別 旭川 1,420                   

なかしかおい

国営農地再編整備事業 継続 中鹿追 帯広 1,180                   

みなみながぬま

国営農地再編整備事業 継続 南長沼 札幌 1,000                   

びばいちゃしない

国営農地再編整備事業 事業着手 美唄茶志内 札幌 200                      

ひがしそうや

国営農地再編整備事業 事業着手 東宗谷 稚内 200                      

みなみすおう

国営緊急農地再編整備事業 継続 南周防 山口 1,200                   

なかうみ

国営干拓事業 継続 中海 鳥取・島根 200                      

ふじみ

国営総合農地防災事業 完了予定 富士見 留萌 320                      

つるいだいに

国営総合農地防災事業 継続 鶴居第２ 釧路 400                      

国営総合農地防災事業 継続 とうま 旭川 720                      

さろべつ

国営総合農地防災事業 継続 サロベツ 稚内 1,366                   

そらちがわ

国営総合農地防災事業 継続 空知川 旭川 1,100                   

ぽろぬま

国営総合農地防災事業 継続 ポロ沼 稚内 400                      

しょうがわさがん

国営総合農地防災事業 継続 庄川左岸 富山 3,543                   

しんのうび　にき

国営総合農地防災事業 継続 新濃尾（二期） 愛知 2,700                   

全体 やはぎがわそうごうだいにき

国営総合農地防災事業 実施設計 矢作川総合第二期 愛知 200                      

よしのがわかりゅういき

国営総合農地防災事業 継続 吉野川下流域 徳島 4,000                   

なかがわ　いっき

国営総合農地防災事業 継続 那賀川（一期） 徳島 290                      
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なかがわ　にき

国営総合農地防災事業 継続 那賀川（二期） 徳島 260                      

ちくごがわかりゅうさがん

国営総合農地防災事業 継続 筑後川下流左岸 福岡 3,113                   

かせがわじょうりゅう

国営総合農地防災事業 継続 嘉瀬川上流 佐賀 380                      

ちくごがわかりゅううがん　いっき

国営総合農地防災事業 事業着手 筑後川下流右岸（一期） 佐賀 100                      

しょうないあさひ

直轄地すべり対策事業 継続 庄内あさひ 山形 1,100                   

たかせ

直轄地すべり対策事業 継続 高瀬 高知 600                      

ありあけかいとうぶ

直轄海岸保全施設整備事業 継続 有明海東部 福岡 1,380                   

ふくどみ

直轄海岸保全施設整備事業 継続 福富 佐賀 760                      

たまなよこしま

直轄海岸保全施設整備事業 継続 玉名横島 熊本 1,282                   

きそがわうがんしせつきんきゅうかいちく 岐阜

水資源機構かんがい排水事業 継続 木曽川右岸施設緊急改築 水資源機構 621 

とよがわようすいにき 静岡・愛知

水資源機構かんがい排水事業 継続 豊川用水二期 水資源機構 7,011 

りょうちくへいやようすいにき 福岡

水資源機構かんがい排水事業 継続 両筑平野用水二期 水資源機構 954 

みのとうぶ 岐阜

農用地総合整備事業 完了予定 美濃東部 森林総合研究所 1,310                   

おおちせいぶ 島根

特定中山間保全整備事業 継続 邑智西部 森林総合研究所 1,500                   

みなみふらの 北海道

特定中山間保全整備事業 完了予定 南富良野 森林総合研究所 500 
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