
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 山口県
国営緊急農地再編整
備事業

南周防 11,200        
区画整理274ha
暗渠排水158ha
農業用用排水施設6箇所

1.63           1,030               

（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

山口　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 山口県
森林環境保全整備事
業

山口 376            
更新面積35ha、保育面積
843ha

- 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。

 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

山口　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 山口県 岩国市 農村地域防災減災事業 大坪 70             - 10                      

2 山口県 山口市 農村地域防災減災事業 熊ヶ迫 254            - 1                        

3 山口県 山口市 農村地域防災減災事業 中村 140            - 14                      

4 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 荒小田 200            - 20                      

5 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 四間戸 130            - 50                      

6 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 長谷 210            - 25                      事業着手

7 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 堤ヶ迫（下） 83             - 20                      事業着手

8 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 神田 55             - 10                      事業着手

9 山口県 岩国市 農村地域防災減災事業 周東梶屋 130            - 6                        事業着手

10 山口県 山口市 農村地域防災減災事業 渡川 635            - 7                        事業着手

11 山口県 美祢市 農村地域防災減災事業 第一石入 140            - 6                        事業着手

12 山口県 下関市 農村地域防災減災事業 朝晩田３期 200            - 10                      

 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

山口　補助 - 1



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）

 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

13 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 油谷島３期 525            - 10                      

14 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 中の森２期 630            - 10                      

15 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 津黄西２期 400            - 10                      

16 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 野田南２期 225            - 10                      

17 山口県 周南市 農村地域防災減災事業 中須北２期 210            - 5                        事業着手

18 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 中畑 350            - 20                      事業着手

19 山口県 長門市 農村地域防災減災事業 木吹東２期 400            - 20                      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。

山口　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）

20 山口県 周南市 復旧治山事業 大土地 136            - 59                      

21 山口県 岩国市 復旧治山事業 中郷 90             - 42                      

22 山口県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

山口 1,419         5.07           60                      

23 山口県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

岩徳 2,707         5.86           111                    

24 山口県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

豊田 935            - 42                      

25 山口県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

萩 790            - 35                      

（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

山口　補助 - 3



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

26 山口県 下関市 水産流通基盤整備事業 下関 4,000         3.20           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。

 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

山口　補助 - 4



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 山口県 山口市
農業競争力強化基盤整備
事業

二島西 6,691         1.08           103                    

2 山口県 美祢市
農業競争力強化基盤整備
事業

川東西 717            - 12                      

（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

山口　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）

3 山口県 美祢市 復旧治山事業 神原 328            - 47                      

4 山口県 防府市 復旧治山事業 三谷 117            - 28                      

5 山口県 周南市 復旧治山事業 大土地 136            - 47                      

6 山口県 下関市 防災林造成事業 無田ノ口 90             - 61                      

7 山口県 岩国市 水源森林再生対策事業 木谷 377            - 45                      

8 山口県 下関市
奥地保安林保全緊急対策
事業

蓋ノ井 110            - 18                      

（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

山口　補助(ゼロ国) - 2


