
福島　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 福島県 国営かんがい排水事業 新請戸川 5,800         
ダム 1ヶ所
頭首工 1ヶ所
用水路 L=9.3km

1.21 74                   

2 福島県
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

安積疏水二期 2,410         
調整池 1ヶ所
頭首工 2ヶ所
用水路 L=4.4km

1.61 66                   
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：444百万
円

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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



福島　直轄 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 福島県 復旧治山事業 熱海 16             山腹工0.01ha - 16                   

4 福島県 復旧治山事業 湯野 41             山腹工0.15ha - 41                   

5 福島県 復旧治山事業 高玉 16             山腹工0.10ha - 16                   

6 福島県 復旧治山事業 三株 8               山腹工0.04ha - 8                     

7 福島県 復旧治山事業 旗宿 5               山腹工0.01ha - 5                     

8 福島県 復旧治山事業 字内 21             山腹工0.07ha - 21                   

9 福島県 復旧治山事業 高平沢 67             山腹工0.42ha、渓間工1基 - 37                   

10 福島県 復旧治山事業 大桃 81             渓間工2基 - 57                   

11 福島県 復旧治山事業 赤岩平 60             渓間工1基 - 60                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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



福島　直轄 - 3

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

12 福島県 復旧治山事業 石住 40             山腹工0.15ha、渓間工1基 - 40                   

13 福島県 水源地域整備事業 摺上川 703            
森林整備200ha、渓間工24
基

- 17                   

14 福島県 水源地域整備事業 釈迦堂川 446            
森林整備172ha、山腹工
2.02ha、渓間工10基

- 20                   

15 福島県 水源地域整備事業 上北泊 33             山腹工0.16ha - 33                   

16 福島県 水源地域整備事業 檜沢 60             渓間工2基 - 36                   

17 福島県 保安林整備事業 阿武隈川中流 76             森林整備441ha - 70                   

18 福島県 保安林整備事業 釈迦堂川 3               森林整備25ha - 3                     

19 福島県 保安林整備事業 猪苗代 24             森林整備200ha - 22                   

20 福島県 保安林整備事業 伊南川 26             森林整備132ha - 23                   
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直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

21 福島県 保安林整備事業 夏井川下流 51             森林整備374ha - 50                   

22 福島県 保安林整備事業 久慈川上流 3               森林整備14ha - 3                     

23 福島県
森林環境保全整備事
業

阿武隈川（福島
署）

2,202
更新面積117ha、保育面積
4,459ha、路網開設延長
19.4km

5.93 176

24 福島県
森林環境保全整備事
業

阿武隈川（白河
支署）

3,638
更新面積334ha、保育面積
3,904ha、路網開設延長
17.2km

4.53 176

25 福島県
森林環境保全整備事
業

奥久慈 5,231
更新面積631ha、保育面積
5,381ha、路網開設延長
26.1km

3.67 214

26 福島県
森林環境保全整備事
業

磐城 4,949
更新面積1,970ha、保育面積
9,804ha、路網開設延長
43.8km

5.41 323
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

27 福島県
森林環境保全整備事
業

会津(会津署) 2,622
更新面積129ha、保育面積
4,628ha、路網開設延長
30.8km

4.13 93

28 福島県
森林環境保全整備事
業

会津(南会津支
署)

761
更新面積12ha、保育面積
74ha、路網開設延長10.0km

- 12

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 福島県 会津若松市
農業競争力強化基盤整備
事業

門田第４ 1,011         1.12           33                      事業着手

2 福島県 本宮市 農業基盤整備促進事業 和田 40             - 40                      

3 福島県 三春町 農業基盤整備促進事業 後田 23             - 23                      事業着手

4 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 仁井田 17             - 17                      事業着手

5 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 久来石南 15             - 15                      事業着手

6 福島県 浅川町 農業基盤整備促進事業 染 18             - 18                      事業着手

7 福島県 石川町 農業基盤整備促進事業 沢井 5               - 5                        事業着手

8 福島県 小野町 農業基盤整備促進事業 小野第１ 10             - 10                      事業着手

9 福島県 白河市 農業基盤整備促進事業 白河第１ 150            - 150                    事業着手

10 福島県 中島村 農業基盤整備促進事業 中島 74             - 74                      事業着手

11 福島県 矢吹町 農業基盤整備促進事業 三神 160            - 160                    事業着手

12 福島県 矢吹町 農業基盤整備促進事業 中畑 120            - 120                    事業着手

 当該予算の
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
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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 福島県 矢吹町 農業基盤整備促進事業 大池 74             - 74                      事業着手

14 福島県 泉崎村 農業基盤整備促進事業 踏瀬 20             - 20                      事業着手

15 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 豊郷 3               - 3                        事業着手

16 福島県 棚倉町 農業基盤整備促進事業 棚倉 86             - 86                      事業着手

17 福島県 棚倉町 農業基盤整備促進事業 社川 35             - 35                      事業着手

18 福島県 浅川町 農業基盤整備促進事業 簑輪 2               - 2                        事業着手

19 福島県 矢祭町 農業基盤整備促進事業 矢祭 8               - 8                        事業着手

20 福島県 棚倉町 農業基盤整備促進事業 棚倉第１ 45             - 45                      事業着手

21 福島県 磐梯町 農業基盤整備促進事業 磐梯 8               - 8                        事業着手

22 福島県 会津坂下町 農業基盤整備促進事業 阿賀川 75             - 30                      

23 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 永田第１ 15             - 15                      事業着手

24 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 長野第１ 9               - 9                        事業着手
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

25 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 塩江第１ 10             - 10                      事業着手

26 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 大豆渡第１ 8               - 8                        事業着手

27 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 青柳 5               - 5                        事業着手

28 福島県 南会津 農業基盤整備促進事業 宮床 4               - 4                        事業着手

29 福島県 南会津 農業基盤整備促進事業 小野島 5               - 5                        事業着手

30 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 八総 3               - 3                        事業着手

31 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 押戸 3               - 3                        事業着手

32 福島県 郡山市 農業基盤整備促進事業 郡山東部 5               - 5                        

33 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 鏡石 15             - 15                      

34 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 久来石南 12             - 12                      

35 福島県 平田村 農業基盤整備促進事業 平田 15             - 15                      

36 福島県 石川町 農業基盤整備促進事業 谷地 40             - 40                      
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

37 福島県 鏡石町 農業基盤整備促進事業 笠石 6               - 6                        

38 福島県 塙町 農業基盤整備促進事業 塙 16             - 16                      

39 福島県 棚倉町 農業基盤整備促進事業 下川原 8               - 8                        

40 福島県 棚倉町 農業基盤整備促進事業 ソナ地 3               - 3                        

41 福島県 白河市 農業基盤整備促進事業 白河 71             - 71                      

42 福島県 西郷村 農業基盤整備促進事業 西郷 5               - 5                        

43 福島県 会津美里町 農業基盤整備促進事業 桧ノ目 50             - 5                        

44 福島県 湯川村 農業基盤整備促進事業 佐野・五丁ノ目 4               - 4                        

45 福島県 湯川村 農業基盤整備促進事業 堂畑 12             - 12                      

46 福島県 会津若松市 農業基盤整備促進事業 湊 55             - 55                      

47 福島県 会津美里町 農業基盤整備促進事業 会津大川 12             - 12                      

48 福島県 会津若松市 農業基盤整備促進事業 下米塚 6               - 6                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

49 福島県 北塩原村 農業基盤整備促進事業 関屋第1 8               - 8                        

50 福島県 南会津町 農業基盤整備促進事業 田沢 10             - 10                      

51 福島県 喜多方市 農業基盤整備促進事業 五合 12             - 12                      

52 福島県 喜多方市 農業基盤整備促進事業 熊倉町都 5               - 5                        

53 福島県 北塩原村 農業基盤整備促進事業 関屋第2 3               - 3                        

54 福島県 喜多方市 地すべり対策事業 磐見Ⅲ期 82             - 16                      

55 福島県 会津坂下町 地すべり対策事業 束松Ⅱ期 78             - 11                      

56 福島県 下郷町 農村地域防災減災事業 水門 27             - 8                        　

57 福島県 会津若松市 農村地域防災減災事業 西後庵堰 186            - 110                    　

58 福島県 会津若松市 農村地域防災減災事業 鶴沼三堰 250            - 12                      　

59 福島県 会津美里町 農村地域防災減災事業 牛川 198            - 50                      　

60 福島県 南会津町 農村地域防災減災事業 長野 293            - 20                      　
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

61 福島県 会津美里町 農村地域防災減災事業 栗村堰 385            - 13                      事業着手

62 福島県 喜多方市 農村地域防災減災事業 松野本 15             - 13                      　

63 福島県 会津美里町 農村地域防災減災事業 宮川 470            - 32                      　

64 福島県 昭和村 農村地域防災減災事業 野尻 66             - 5                        　

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

65 福島県 西会津町 復旧治山事業 会津５ 222            - 34                      

66 福島県 会津美里町 復旧治山事業 会津６ 213            - 63                      

67 福島県 只見町 復旧治山事業 南会津１７ 97             - 79                      事業着手

68 福島県 只見町 復旧治山事業 南会津１４ 87             - 40                      事業着手

69 福島県 只見町 復旧治山事業 南会津１５ 72             - 60                      事業着手

70 福島県 西郷村 水源森林再生対策事業 県南３ 271            - 47                      

71 福島県 只見町 防災林造成事業 南会津１６ 46             - 30                      

72 福島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

磐城 1,108         9.80           51                      

73 福島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

阿武隈川 2,228         6.06           103                    

74 福島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

会津 1,178         10.03         55                      

75 福島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

奥久慈 80             - 4                        

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該予算の
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
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交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 福島県 農山漁村地域整備交付金 1,226                   

（注）「当該予算の配分額（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

 当該予算の
配分額（国費）
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