
直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 山梨県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

釜無川 3,000         
頭首工（改修） 1ヶ所
用水路（改修） L=30.9km

1.85           50                   

（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

山梨　直轄 - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 山梨県 直轄治山事業 野呂川地区 28,700        
山腹工 256ha、渓間工 397
基

4.03           184                 

3 山梨県 復旧治山事業 本谷 491            山腹工0.51ha、渓間工11基 - 150                 

（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

山梨　直轄 - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 山梨県 甲州市
農業競争力強化基盤整備
事業

山 1,856         1.66           100                    

2 山梨県 韮崎市 農業基盤整備促進事業 穂坂 9               - 9                        事業着手

3 山梨県 北杜市 農村地域防災減災事業 六ヶ村堰 522            - 30                      

4 山梨県 北杜市 農村地域防災減災事業 箕輪堰 165            - 40                      

5 山梨県 道志村 農村地域防災減災事業 道志 772            - 130                    

6 山梨県 南アルプス市 農村地域防災減災事業 一本杉 500            - 30                      

（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

山梨　補助 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

7 山梨県 甲府市 復旧治山事業 塔岩沢 114            - 64                      

8 山梨県 韮崎市 復旧治山事業 高川北沢 206            - 75                      

9 山梨県 南アルプス市 復旧治山事業 日入倉沢 120            - 60                      

10 山梨県 北杜市 復旧治山事業 中来沢 213            - 65                      

11 山梨県 山梨市 復旧治山事業 ブナヨコテノ沢 230            - 67                      事業着手

12 山梨県 山梨市 復旧治山事業 赤芝上流 120            - 57                      事業着手

13 山梨県 笛吹市 復旧治山事業 新倉中流 82             - 75                      

14 山梨県 笛吹市 復旧治山事業 鳥坂山北 125            - 52                      

15 山梨県 富士川町 復旧治山事業 天狗沢 98             - 46                      

16 山梨県 市川三郷町 復旧治山事業 畑熊 80             - 31                      

17 山梨県 早川町 復旧治山事業 赤沢 303            - 56                      

18 山梨県 早川町 復旧治山事業 山中川 231            - 35                      

 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

山梨　補助 - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

19 山梨県 身延町 復旧治山事業 小沢川 179            - 47                      

20 山梨県 身延町 復旧治山事業 大垈 157            - 67                      

21 山梨県 富士吉田市 復旧治山事業 上暮地 183            - 31                      

22 山梨県 山中湖村 復旧治山事業 向切詰 99             - 21                      

23 山梨県 山中湖村 復旧治山事業 平野沢 100            - 40                      

24 山梨県 小菅村 復旧治山事業 玉川 216            - 74                      

25 山梨県 都留市 復旧治山事業 田屋沢 138            - 68                      

26 山梨県 山梨市 保安林整備事業 一之瀬 4               - 4                        

27 山梨県 笛吹市 保安林整備事業 崩山 6               - 6                        

28 山梨県 甲州市 保安林整備事業 小敷堂 4               - 4                        

29 山梨県 南アルプス市 保安林整備事業 坂額 5               - 5                        

30 山梨県 北杜市 保安林整備事業 奥山 4               - 4                        

山梨　補助 - 3



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

31 山梨県 北杜市 保安林整備事業 大野山 2               - 2                        

32 山梨県 身延町 保安林整備事業 鍋倉沢 1               - 1                        

33 山梨県 身延町 保安林整備事業 小屋の入２ 1               - 1                        

34 山梨県 富士川町 保安林整備事業 土山 2               - 2                        

35 山梨県 都留市 保安林整備事業 戸沢 3               - 3                        

36 山梨県 都留市 保安林整備事業 杉ノ沢 5               - 5                        

37 山梨県 都留市 保安林整備事業 道志口日影 3               - 3                        

38 山梨県 西桂町 保安林整備事業 湯沢奥野 2               - 2                        

39 山梨県 忍野村 保安林整備事業 高古屋 2               - 2                        

40 山梨県
富士河口湖
町

保安林整備事業 阿加間窪外 2               - 2                        

41 山梨県 小菅村 保安林整備事業 笹畑 2               - 2                        

42 山梨県 甲州市 林業専用道等整備事業 菱山深沢線 85             - 27                      

山梨　補助 - 4



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

43 山梨県 甲州市 林業専用道等整備事業 京戸岩崎山線 76             - 16                      

44 山梨県 甲州市 林業専用道等整備事業 焼山沢真木線 83             - 26                      

45 山梨県 甲州市 林業専用道等整備事業 大蔵沢大鹿線 89             - 37                      

46 山梨県 大月市 林業専用道等整備事業 真木小金沢線 97             - 41                      

47 山梨県 韮崎市 林業専用道等整備事業 小字沢線 20             - 16                      

48 山梨県 富士川町 林業専用道等整備事業 丸山線 145            - 42                      

49 山梨県 富士川町 林業専用道等整備事業 櫛形山線 75             - 37                      

50 山梨県 富士川町 林業専用道等整備事業 赤石高下線 25             - 19                      

51 山梨県 早川町 林業専用道等整備事業 井川雨畑線 175            - 68                      

52 山梨県 身延町 林業専用道等整備事業 湯之奥猪之頭線 68             - 37                      

53 山梨県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

山梨東部 1,058         3.24           40                      

54 山梨県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

富士川上流 2,379         2.55           86                      

山梨　補助 - 5



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

55 山梨県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

富士川中流 804            - 27                      

（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。

山梨　補助 - 6



直轄事業（平成２５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 山梨県 直轄治山事業 野呂川地区 28,700        
山腹工 256ha、渓間工 397
基

4.03           128                 

（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

山梨　直轄(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 山梨県 甲州市
農業競争力強化基盤整備
事業

玉宮 2,428         1.09           20                      

2 山梨県 甲州市
農業競争力強化基盤整備
事業

日川右岸 1,720         1.18           15                      

3 山梨県 笛吹市
農業競争力強化基盤整備
事業

笛吹川左岸 1,750         1.40           15                      

4 山梨県 南アルプス市
農業競争力強化基盤整備
事業

落合・湯沢 1,066         1.57           40                      

5 山梨県 笛吹市
農業競争力強化基盤整備
事業

黒駒西 2,082         2.27           25                      

6 山梨県 山梨市
農業競争力強化基盤整備
事業

岩手 1,797         1.81           25                      

（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

山梨　補助(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

7 山梨県 甲府市 復旧治山事業 唐沢 127            - 44                      

8 山梨県 南アルプス市 復旧治山事業 雨鳴山 105            - 54                      

9 山梨県 北杜市 復旧治山事業 渋汲沢 105            - 44                      

10 山梨県 南アルプス市
奥地保安林保全緊急対策
事業

御庵沢上流 176            - 48                      

11 山梨県 甲州市 復旧治山事業 笹子沢川支流 180            - 61                      

12 山梨県 甲州市 復旧治山事業 葡萄沢 100            - 62                      

13 山梨県 甲州市 復旧治山事業 鬢櫛川右支流 109            - 67                      

14 山梨県 富士川町 復旧治山事業 湯の沢 130            - 70                      

15 山梨県 身延町 復旧治山事業 東山 183            - 40                      

16 山梨県 身延町 復旧治山事業 大城 150            - 57                      

17 山梨県 南部町 復旧治山事業 境沢 115            - 40                      

18 山梨県 市川三郷町 地すべり防止事業 北後林 314            - 90                      

 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

山梨　補助(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

19 山梨県 身延町 地すべり防止事業 楠田 725            - 90                      

20 山梨県 小菅村 復旧治山事業 川久保向 151            - 78                      

21 山梨県 大月市 水源森林再生対策事業 小金沢本流 530            - 72                      

22 山梨県 大月市
奥地保安林保全緊急対策
事業

本沢上流 128            - 55                      

（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。

山梨　補助(ゼロ国) - 3


