
直轄事業（平成２３年度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 山形県 国営かんがい排水事業 最上川下流沿岸 18,000        
頭首工（取水口） 2ヶ所
揚水機場 2ヶ所
用水路 L=34.4km

1.07 1,110         

2 山形県 国営かんがい排水事業 米沢平野二期 15,000        
ダム 1ヶ所
揚水機場 2ヶ所
用水路 L=11.59km　ほか

1.09 1,354         

3 山形県 国営かんがい排水事業 赤川二期 14,900        
頭首工 1ヶ所
用水路 L=48.4km

1.20 700            

4 山形県 直轄地すべり対策事業 庄内あさひ 6,500         

排水トンエルL=2.9km
集水井工22箇所
水抜きボーリング工11箇所
承・排水路L=3.1km
浸透防止工ほか

5.46 1,000         

（注）　１　「全体事業費」及び「当該年度の事業費」については、単位未満を四捨五入している。
　　　　２　４月１日の閣議において財務大臣から、「平成23年度予算の執行に当たっては、公共事業予算・施設費において５％を一つのめどとして執行をいったん留保す
　　　　　る。」との方針が示されたことから、予算執行段階で５％程度留保されることになります。

費用対効果
(B/C)等

当該年度の
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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直轄事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

5 山形県 直轄地すべり防止事業 銅山川地区 31,069
集水井工 41基、排水トンネ
ル工5,815m、杭打工 1,042
本、渓間工 49基

3.01 700

（注）　１　「全体事業費」及び「当該年度の事業費」については、単位未満を四捨五入している。
　　　　２　４月１日の閣議において財務大臣から、「平成23年度予算の執行に当たっては、公共事業予算・施設費において５％を一つのめどとして執行をいったん留保す
　　　　　る。」との方針が示されたことから、予算執行段階で５％程度留保されることになります。

主要工事計画
費用対効果

(B/C)等
当該年度の

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
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補助事業（平成２３度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 山形県 戸沢村 地すべり対策事業 戸沢 980 - 16

2 山形県 河北町 地すべり対策事業 山口 184 - 4

3 山形県 西川町 地すべり対策事業 下小沼 280 - 20

4 山形県 山形市 地すべり対策事業 蔵王堀田 105 1.79 15

5 山形県 真室川町 地すべり対策事業 真室川第二 300 - 8

6 山形県 朝日町 地すべり対策事業 大舟木第二 400 - 22

7 山形県 大蔵村 地すべり対策事業 滝の沢第四 265 - 35

8 山形県 東根市
公害防除特別土地改
良事業

小田島 916 - 43 事業着手

（注）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

「全体事業費」及び「当該年度の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

費用対効果
(B/C)等

当該年度の
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

山形　補助 - 1



補助事業（平成２３年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

9 山形県 庄内町 復旧治山事業 大桐峯 82 － 32

10 山形県 白鷹町 地すべり防止事業 中ノ町 900 － 37

11 山形県 飯豊町 地すべり防止事業 柳沢 238 － 13

12 山形県 鶴岡市 地すべり防止事業 地竹 413 － 19

13 山形県 大蔵村 地すべり防止事業 大釘峯 210 － 95

14 山形県 山形市 地すべり防止事業 トヤ沢 2,450 4.06 152

15 山形県 大江町 地すべり防止事業 要害 2,932 1.16 29

16 山形県 西川町 防災林造成事業 上ノ山 45 － 30

17 山形県 小国町 防災林造成事業 中田向 170 － 49

18 山形県 鶴岡市ほか 防災林造成事業 庄内海岸 356 － 29

19 山形県 村山市 保安林緊急改良事業 東沢 27 － 10

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

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

当該年度の
事業費
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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

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

当該年度の
事業費

20 山形県 新庄市 保安林緊急改良事業 金沢山 19 － 5

21 山形県 山形市 保安林整備事業 焼谷沢ほか 1 － 1

22 山形県 上山市 保安林整備事業 逢坂山ほか 2 － 2

23 山形県 山辺町 保安林整備事業 簗沢ほか 2 － 2

24 山形県 西川町 保安林整備事業 中山 2 － 2

25 山形県 朝日町 保安林整備事業 大中峯 1 － 1

26 山形県 大江町 保安林整備事業 袖山ほか 1 － 1

27 山形県 東根市 保安林整備事業 大作山 1 － 1

28 山形県 金山町 保安林整備事業 弥蔵沢ほか 1 － 1

29 山形県 最上町 保安林整備事業 狐塚 1 － 1

30 山形県 酒田市 保安林整備事業 外山越 1 － 1

31 山形県 真室川町 林業専用道整備事業 沢内山線 57               － 57               

（注） 「全体事業費」及び「当該年度の事業費」は、単位未満を四捨五入している。
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　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

32 山形県 酒田市 水産生産基盤整備事業 飛島 1,788 1.40 150

（注）

当該年度の
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「当該年度の事業費」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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交付金等（平成２３年度当初予算）

（単位：百万円）

1 山形県 農山漁村地域整備交付金 318

2 山形県 美しい森林づくり基盤整備交付金 19

3 山形県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 153

（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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