
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 鹿児島県 復旧治山事業 冷水 20             渓間工１基 - 20                   

2 鹿児島県 復旧治山事業 杉崎 42             渓間工2基 - 42                   

3 鹿児島県 復旧治山事業 山之寺 51             渓間工3基 - 18                   

4 鹿児島県 復旧治山事業 国見平 33             山腹工0.15ha - 33                   

5 鹿児島県 復旧治山事業 女川 288            
渓間工７基、資材運搬路５００
ｍ - 52                   

6 鹿児島県 復旧治山事業 岳之川 168            
渓間工４基、資材運搬路３４０
ｍ - 67                   

7 鹿児島県 復旧治山事業 母間 61             渓間工４基 - 14                   

8 鹿児島県 水源地域整備事業 霧島１ 147            渓間工７基 - 24                   

9 鹿児島県 水源地域整備事業 霧島２ 45             渓間工３基 - 18                   

 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 主要工事計画

鹿児島　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）

 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 主要工事計画

10 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

北薩 3,213         
更新面積410ha、保育面積
900ha、路網整備開設延長
6.6km

8.86           213                 

11 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

姶良 2,965         
更新面積184ha、保育面積
2,772ha、路網整備開設延長
36.9km

4.20           60                   

12 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

南薩 743            
更新面積208ha、保育面積
265ha、路網整備開設延長
2.5km

- 23                   

13 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

大隅 3,654         
更新面積453ha、保育面積
10,676ha、路網整備開設延
長43.4km

5.45           234                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

14 鹿児島県
森林環境保全整備事
業

熊毛 910            
更新面積21ha、保育面積
4,008ha、路網整備開設延長
2.7km

- 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。

（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。

鹿児島　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 鹿児島県
大崎町、志布
志市

農業競争力強化基盤整備
事業

第四曽於南部 9,800         1.01           30                      

2 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第三曽於北部１期 1,544         1.02           35                      

3 鹿児島県 曽於市
農業競争力強化基盤整備
事業

第三曽於北部２期 2,606         1.02           35                      

4 鹿児島県

徳之島町、伊
仙町、天城
町、知名町、
和泊町、与論
町

農業競争力強化基盤整備
事業

奄美第５ 1,245         1.57           90                      

5 鹿児島県 天城町 農業基盤整備促進事業 天城 72             - 3                        

6 鹿児島県

日置市、指宿
市、南さつま
市、南九州
市、阿久根
市、出水市、
薩摩川内市、
さつま町、長
島町、姶良
市、伊佐市、
霧島市、湧水
町、鹿屋市、
垂水市、曽於
市、志布志
市、大崎町

農村地域防災減災事業 鹿児島25内地 15,679        1.01           200                    

（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

鹿児島　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 鹿児島県 南九州市 復旧治山事業 小栗栖 200            - 20                      

8 鹿児島県 姶良市 復旧治山事業 城瀬 115            - 37                      事業着手

9 鹿児島県 姶良市 復旧治山事業 小瀬戸 85             - 85                      事業着手

10 鹿児島県 姶良市 林業専用道等整備事業 瀬戸平山線 535            - 45                      

11 鹿児島県 瀬戸内町 林業専用道等整備事業 阿木名線 100            - 12                      

12 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

北薩 2,756         3.37           99                      

13 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

姶良 2,105         4.53           77                      

14 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

南薩 2,700         3.40           47                      

15 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大隅 3,137         4.75           103                    

16 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

熊毛 588            - 22                      

17 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

奄美大島 575            - 74                      

（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

鹿児島　補助 - 2



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）

18 鹿児島県 垂水市 水産流通基盤整備事業 海潟 3,212         1.34           100                    

19 鹿児島県 長島町 水産生産基盤整備事業 葛輪 1,850         1.50           80                      

20 鹿児島県 薩摩川内市 水産生産基盤整備事業 中甑 7,069         1.16           30                      

21 鹿児島県 薩摩川内市 水産生産基盤整備事業 藺牟田 5,141         1.14           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

鹿児島　補助 - 3



直轄事業（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 鹿児島県 国営かんがい排水事業 曽於北部（二期） 13,400        
用水路 L＝66.1km
揚水機場 4ヶ所
ファームポンド 5ヶ所

1.21           180                 

2 鹿児島県 国営かんがい排水事業 肝属中部（一期） 45,699        
ダム 1ヶ所
送水路 L=1.7km

1.02           900                 

（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

鹿児島　直轄(ゼロ国) - 1



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）

3 鹿児島県 直轄治山事業 桜島地区 66,349        
山腹工 249ha、渓間工 1,710
基

1.68           133                 
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

4 鹿児島県 復旧治山事業 下霧島 147            渓間工７基 - 36                   

（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

鹿児島　直轄(ゼロ国) - 2


