
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）

1 大分県 復旧治山事業 境川１ 53             渓間工2基 - 29                   

2 大分県 復旧治山事業 夏木 38             渓間工１基 - 38                   

3 大分県 保安林整備事業 青山 4               森林整備２０．００ha - 4                     

4 大分県
森林環境保全整備事
業

大分北部 559            
更新面積56ha、保育面積
313ha、路網整備開設延長
3.4km

- 33                   

5 大分県
森林環境保全整備事
業

大分中部 958            
更新面積59ha、保育面積
458ha、路網整備開設延長
3.8km

- 31                   

6 大分県
森林環境保全整備事
業

大分南部 1,740         
更新面積107ha、保育面積
845ha、路網整備開設延長
8.9km

6.65           108                 

7 大分県
森林環境保全整備事
業

大分西部 2,370         
更新面積107ha、保育面積
2,169ha、路網整備開設延長
63.6km

2.46           117                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

（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

大分　直轄 - 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）

1 大分県 佐伯市 復旧治山事業 アラヒラ 326            - 22                      

2 大分県 別府市 復旧治山事業 寒原 127            - 52                      

3 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大刈野 167            - 63                      

4 大分県 日田市 復旧治山事業 山際 131            - 62                      

5 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分北部 5,854         4.79           107                    

6 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分中部 5,952         5.20           109                    

7 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分南部 5,777         5.33           106                    

8 大分県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大分西部          8,409            5.53 154                    

（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

大分　補助 - 1



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）

9 大分県 中津市 水産生産基盤整備事業 中津 2,810         1.08           10                      

事業計画の変更等による全
体事業費の増及び費用対効
果（B/C等）の改訂

（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

大分　補助 - 2



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 大分県 復旧治山事業 由布岳 901            
山腹工7.20ha、渓間工12基、導
流堤200m、資材運搬路1,380m - 63                   

（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

大分　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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 大分県 日田市 復旧治山事業 大平 315            - 90                      

2 大分県 日田市 復旧治山事業 平石 108            - 22                      

3 大分県 別府市 復旧治山事業 長谷川 168            - 90                      

4 大分県 由布市 復旧治山事業 平連 99             - 69                      

5 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大刈野 167            - 25                      

6 大分県 佐伯市 復旧治山事業 竹角 120            - 20                      

7 大分県 佐伯市 復旧治山事業 大中尾 143            - 26                      

8 大分県 中津市 復旧治山事業 不動口 480            - 34                      

9 大分県 中津市 水源森林再生対策事業 槻木　外 370            - 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。

 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

大分　補助(ゼロ国) - 1


