
徳島　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 徳島県
国営総合農地防災事
業

吉野川下流域 131,000      
取水口2ヶ所
揚水機場1ヶ所
幹線水路L=63.3km

1.05           1,000               

（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



徳島　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 徳島県 直轄治山事業 穴吹川地区 13,964 山腹工 39ha、渓間工 468基 2.39 117                 

3 徳島県 直轄地すべり防止事業 祖谷川地区 29,818
集水井工 159基、山腹工
6ha、渓間工 109基

1.59 242                 

4 徳島県 直轄地すべり防止事業 穴吹川地区 11,801
集水井工 4基、山腹工
17ha、渓間工 213基

2.05 123                 
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

5 徳島県 直轄地すべり防止事業 阿津江地区 5,300 山腹工 7ha、渓間工 61基 3.42 279                 

（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。

主要工事計画
 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



徳島　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 徳島県
阿南市、三好
市

農業基盤整備促進事業 徳島 397            - 95                      

2 徳島県 徳島市 農業基盤整備促進事業 川内 25             - 5                        

3 徳島県 小松島市 農業基盤整備促進事業 立江櫛渕 20             - 5                        

4 徳島県 那賀町 地すべり対策事業 木沢 600            - 20                      

5 徳島県 三好市 地すべり対策事業 池田 130            - 1                        

6 徳島県 つるぎ町 地すべり対策事業 一宇北２期 100            - 10                      

7 徳島県 美馬市 地すべり対策事業 穴吹 150            - 6                        

8 徳島県 つるぎ町 地すべり対策事業 半田２期 100            - 12                      

9 徳島県 三好市 地すべり対策事業 西祖谷２期 273            - 25                      

10 徳島県

阿南市、吉野
川市、美馬
市、三好市、
勝浦町、海陽
町

農村地域防災減災事業 徳島１ 923            - 70                      

 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



徳島　補助　 - 2

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）

11 徳島県

徳島市、鳴門
市、小松島
市、松茂町、
藍住町

農村地域防災減災事業 徳島２ 18,515        1.04           45                      

（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。

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

（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。



徳島　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）

12 徳島県 三好市 復旧治山事業 吾橋 79             - 26                      

13 徳島県 三好市 復旧治山事業 小川 179            - 53                      事業着手

14 徳島県 三好市 復旧治山事業 田野々 92             - 31                      

15 徳島県 美馬市 復旧治山事業 弓道 80             - 80                      事業着手

16 徳島県 神山町 復旧治山事業 大中尾 82             - 58                      事業着手

17 徳島県 那賀町 復旧治山事業 タビガ谷 他 92             - 28                      

18 徳島県 那賀町 復旧治山事業 竹ヶ谷 104            - 22                      

19 徳島県 那賀町 復旧治山事業 蝉谷 82             - 82                      事業着手

20 徳島県 上勝町
水源の里保全緊急整備事
業

雄中面 31             - 18                      

21 徳島県 那賀町 水源森林再生対策事業 出原谷 200            - 40                      

22 徳島県 那賀町
奥地保安林保全緊急対策
事業

西又谷 113            - 28                      

23 徳島県 三好市 地すべり防止事業 黒川 424            - 67                      

 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



徳島　補助　 - 4

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）

24 徳島県 三好市 地すべり防止事業 野住２号地 285            - 51                      

25 徳島県 三好市 地すべり防止事業 尾又 176            - 31                      事業着手

26 徳島県 吉野川市 地すべり防止事業 倉羅 他 473            - 109                    

27 徳島県 三好市 復旧治山事業 大池 160            - 30                      

28 徳島県 つるぎ町 復旧治山事業 上喜来 他 83             - 22                      

29 徳島県 三好市 地すべり防止事業 野住 244            - 37                      

30 徳島県 三好市
奥地保安林保全緊急対策
事業

菅生 42             - 9                        

31 徳島県 三好市
奥地保安林保全緊急対策
事業

松尾川 21             - 9                        事業着手

32 徳島県 上勝町
奥地保安林保全緊急対策
事業

小薬研 36             - 36                      事業着手

33 徳島県 上勝町
奥地保安林保全緊急対策
事業

下日浦 46             - 17                      事業着手

34 徳島県 那賀町
奥地保安林保全緊急対策
事業

市郎谷 13             - 13                      事業着手

35 徳島県 海陽町
奥地保安林保全緊急対策
事業

槙木屋 58             - 11                      

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



徳島　補助　 - 5

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）

36 徳島県 つるぎ町 保安林整備事業 川見 12             - 3                        

37 徳島県 阿波市 保安林整備事業 為後 7               - 5                        

38 徳島県 阿波市 保安林整備事業 上畑 3               - 3                        事業着手

39 徳島県 神山町 保安林整備事業 西大久保 8               - 3                        

40 徳島県 神山町 保安林整備事業 拝府 12             - 5                        

41 徳島県 勝浦町 保安林整備事業 東婆羅尾 5               - 2                        事業着手

42 徳島県 上勝町 保安林整備事業 投都 8               - 3                        事業着手

43 徳島県 那賀町 保安林整備事業 柄谷 13             - 4                        

44 徳島県 那賀町 保安林整備事業 湯桶 10             - 10                      事業着手

45 徳島県 那賀町 保安林整備事業 杉山 6               - 6                        事業着手

46 徳島県 那賀町 保安林整備事業 葛ヶ谷 5               - 5                        事業着手

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
番号

実施
都道府県名

事業名



徳島　補助　 - 6

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）

47 徳島県 吉野川市 林業専用道等整備事業 楠根地中ノ郷線 161            - 30                      

48 徳島県 吉野川市 林業専用道等整備事業 倉羅樫平線 238            - 30                      

49 徳島県 神山町 林業専用道等整備事業 倉羅川井峠線 396            - 49                      

50 徳島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吉野川 2,957         7.28           84                      

51 徳島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

那賀・海部川 3,907         8.50           110                    

（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
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費

（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。



徳島　補助　 - 7

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

52 徳島県 鳴門市 水産生産基盤整備事業 粟田 1,190         3.11           60                      

53 徳島県 海陽町 水産生産基盤整備事業 鞆奥 2,190         1.49           20                      

54 徳島県 阿南市 水産生産基盤整備事業 伊島 2,655         1.28           130                    

55 徳島県 漁港施設機能強化事業 鳴門 212            － 72                      

（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

 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



徳島　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 徳島県 那賀町 復旧治山事業 タビガ谷 他 92             － 77                      

2 徳島県 吉野川市 地すべり防止事業 倉羅 他 473            － 194                    

3 徳島県 つるぎ町 復旧治山事業 上喜来 他 134            － 83                      

（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



徳島　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 徳島県 農山漁村地域整備交付金 736                      

（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）


	直轄
	補助
	補助（ゼロ国）
	交付金等

