
奈良　直轄　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1
奈良県

和歌山県

国営かんがい排水事業
（国営農業用水再編対
策事業）

大和紀伊平野
（二期）

55,367        
頭首工 4ヶ所
用水路 Ｌ＝203.8km
揚水機場 2ヶ所

1.03           1,640               

（注１）「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。

 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

（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
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



奈良　直轄　 - 2

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 奈良県 直轄治山事業 十津川地区 17,840
山腹工 217ha、渓間工 168
基

2.30 986                 
事業計画の変更による全
体事業費の増及び主要工
事計画内容等の変更

（注１）「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。

 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

（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
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



奈良　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 奈良県 奈良市
農業競争力強化基盤整備
事業

月ヶ瀬桃香野 858            - 50                      

2 奈良県 御杖村 農業基盤整備促進事業 御杖 7               - 7                        事業着手

3 奈良県 奈良市 農村地域防災減災事業 下ノ池・桐ヶ池 163            - 16                      

4 奈良県 大和郡山市 農村地域防災減災事業 白土下池 161            - 15                      

5 奈良県 五條市 農村地域防災減災事業 暮ヶ谷池 236            - 14                      事業着手

6 奈良県 橿原市 農村地域防災減災事業 慈明寺 280            - 8                        事業着手

7 奈良県 奈良市 農村地域防災減災事業 八嶋樋 40             - 40                      事業着手

（注１）「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。

 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

（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
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等



奈良　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

8 奈良県 宇陀市 復旧治山事業 室生下田口原山 108            - 40                      

9 奈良県 曽爾村 復旧治山事業 葛 90             - 20                      

10 奈良県 御杖村 復旧治山事業 菅野スズメダニ 81             - 30                      

11 奈良県 五條市 復旧治山事業 大塔町簾 78             - 40                      

12 奈良県 十津川村 復旧治山事業 山手柏谷 123            - 58                      

13 奈良県 川上村 復旧治山事業 高原 415            - 180                    

14 奈良県 東吉野村 復旧治山事業 日裏 193            - 43                      

15 奈良県 上北山村 復旧治山事業 西原 89             - 50                      

16 奈良県 五條市 地すべり防止事業 中原 536            - 90                      

17 奈良県 御所市 保安林整備事業 関屋 24             - 9                        

18 奈良県 吉野町 保安林整備事業 六田 41             - 28                      

19 奈良県 上北山村 保安林整備事業 西原白口谷外 33             - 20                      

 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
 費用対効果

(B/C)等



奈良　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

20 奈良県 吉野町 保安林整備事業 六田 3               - 2                        事業着手

21 奈良県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大和・木津川 650            - 65                      

22 奈良県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北山・十津川 996            - 100                    

23 奈良県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉野 909            - 91                      

（注１）「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。

（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
事業名 地区名 全体事業費

 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

 費用対効果
(B/C)等



奈良　直轄（ゼロ国）　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 奈良県 直轄治山事業 十津川地区 17,840
山腹工 217ha、渓間工 168
基

2.30 313                 
事業計画の変更による全
体事業費の増及び主要工
事計画内容等の変更

（注１）「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。

 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

（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
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



奈良　補助（ゼロ国）　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 奈良県 御杖村 復旧治山事業 神末 280            － 50                      事業着手

2 奈良県 黒滝村 復旧治山事業 赤滝 530            － 56                      事業着手

3 奈良県 東吉野村 復旧治山事業 伊豆尾 116            － 40                      事業着手

（注１）「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。

（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。

 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
 費用対効果

(B/C)等



奈良　交付金等　 - 1

交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 奈良県 農山漁村地域整備交付金 449                      

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）
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