
滋賀　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 滋賀県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

日野川 3,400         

ダム（改修） 1ヶ所
頭首工（改修） 4ヶ所
揚水機場（改修） 3ヶ所
　ほか

1.23           264                 
国営施設機能保全対策
移行

2 滋賀県
国営かんがい排水事業
（全体実施設計）

湖東平野 - - - 150                 

（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



滋賀　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 滋賀県 水源地域整備事業 天増川 392            
森林整備96ha、山腹工
0.80ha

- 41                   

4 滋賀県 保安林整備事業 瀬戸山谷 12             森林整備43ha - 4                     

5 滋賀県
森林環境保全整備事
業

湖北 157 保育面積438ha - 4

6 滋賀県
森林環境保全整備事
業

湖南 214
更新面積8ha、保育面積
415ha、路網整備開設延長
4.3km

- 85
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



 滋賀　補助 - 1

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 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

湖北東 333            - 6                        

2 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

丁野・二俣 344            - 3                        

3 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

大路･三田･今 335            - 12                      

4 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

びわ南 403            - 20                      

5 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

山本山西部 84             - 1                        

6 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

湯田北 561            - 20                      

7 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

宮部 416            - 45                      

8 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

小谷北 163            - 19                      

9 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

田根西 292            - 38                      

10 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

三川大寺 253            - 39                      

11 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

内保・湯次 319            - 5                        

12 滋賀県 長浜市
農業競争力強化基盤整備
事業

田根北 305            - 71                      

 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



 滋賀　補助 - 2

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 滋賀県 東近江市
農業競争力強化基盤整備
事業

上平木 1,440         1.54           42                      

14 滋賀県 彦根市
農業競争力強化基盤整備
事業

新海 459            - 102                    

15 滋賀県 東近江市
農業競争力強化基盤整備
事業

三津屋 866            - 167                    

16 滋賀県 東近江市
農業競争力強化基盤整備
事業

きぬがさ 331            - 70                      

17 滋賀県 日野町 農業基盤整備促進事業 日野町 240            - 25                      事業着手

18 滋賀県 豊郷町 農業基盤整備促進事業 日枝 2               - 2                        事業着手

19 滋賀県
野洲市、守山
市

農業基盤整備促進事業 野洲川下流１ 24             - 24                      事業着手

20 滋賀県
野洲市、守山
市

農業基盤整備促進事業 野洲川下流２ 17             - 17                      事業着手

21 滋賀県
野洲市、守山
市

農業基盤整備促進事業 野洲川下流３ 30             - 30                      事業着手

22 滋賀県 近江八幡市 農業基盤整備促進事業 びわこ揚水 53             - 11                      事業着手

23 滋賀県
近江八幡市、
東近江市

農業基盤整備促進事業 小中之湖 62             - 24                      事業着手

24 滋賀県
近江八幡市、
東近江市

農業基盤整備促進事業 大中 889            - 265                    事業着手



 滋賀　補助 - 3

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 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 能登川 405            - 40                      事業着手

26 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 玉緒東部 7               - 7                        事業着手

27 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 五個荘 27             - 6                        事業着手

28 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 湖東 38             - 5                        事業着手

29 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 高野 3               - 3                        事業着手

30 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 玉緒中部 13             - 10                      事業着手

31 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 妙法寺 7               - 7                        事業着手

32 滋賀県 東近江市 農業基盤整備促進事業 蛇溝 9               - 9                        事業着手

33 滋賀県 長浜市 農業基盤整備促進事業 姉川左岸 64             - 49                      事業着手

34 滋賀県
長浜市、米原
市

農業基盤整備促進事業 長浜南部 31             - 31                      事業着手

35 滋賀県 米原市 農業基盤整備促進事業 天の川沿岸 11             - 11                      事業着手

36 滋賀県
野洲市、守山
市

農業基盤整備促進事業
JAおうみ冨士
管内

8               - 8                        事業着手



 滋賀　補助 - 4

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 滋賀県 高島市
農業水利施設保全合理化
事業

安曇川左岸 621            - 180                    

38 滋賀県 甲賀市
農業水利施設保全合理化
事業

大原 992            - 292                    

39 滋賀県 近江八幡市
農業水利施設保全合理化
事業

安土２号２期 50             - 30                      

40 滋賀県 野洲市
農業水利施設保全合理化
事業

野洲川下流２期 690            - 30                      事業着手

41 滋賀県 近江八幡市
農業水利施設保全合理化
事業

近江八幡東部 1,479         1.02           95                      事業着手

42 滋賀県 彦根市
農業水利施設保全合理化
事業

愛西 920            - 20                      事業着手

43 滋賀県 米原市
農業水利施設保全合理化
事業

入江 961            - 128                    

44 滋賀県 甲賀市
農業水利施設保全合理化
事業

大原流域 700            - 20                      事業着手

45 滋賀県 大津市 地すべり対策事業 雄琴・上仰木Ⅴ期 357            - 69                      

46 滋賀県 甲賀市
震災対策農業水利施設整
備事業

共有池 185            - 80                      　

47 滋賀県 東近江市 農村地域防災減災事業 鋳物師大溜 138            - 4                        

48 滋賀県 甲賀市 農村地域防災減災事業 野洲川沿岸上流Ⅰ期 1,152         - 23                      



 滋賀　補助 - 5

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 滋賀県 彦根市 農村地域防災減災事業 安食川Ⅰ期 1,101         - 100                    

50 滋賀県 彦根市 農村地域防災減災事業 安食川Ⅱ期 700            - 12                      事業着手

51 滋賀県 米原市 農村地域防災減災事業 入江干拓Ⅱ期 652            - 40                      

52 滋賀県 彦根市 農村地域防災減災事業 新海 427            - 30                      

53 滋賀県 東近江市 農村地域防災減災事業 三津屋 318            - 40                      

54 滋賀県 近江八幡市 農村地域防災減災事業 土田 137            - 10                      

55 滋賀県 彦根市 農村地域防災減災事業 彦根三津屋 217            - 30                      

56 滋賀県 東近江市 農村地域防災減災事業 福堂 1,199         1.26           63                      事業着手

57 滋賀県 大津市 農村地域防災減災事業 大津 77             - 10                      

（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。



 滋賀　補助 - 6

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

58 滋賀県 大津市 復旧治山事業 葛川坊村地区 1,665         1.04           100                    

59 滋賀県 大津市 復旧治山事業 伊香立・和邇地区 475            - 169                    

60 滋賀県 大津市 復旧治山事業 仰木地区 81             - 21                      

61 滋賀県 大津市 復旧治山事業 石山・大石地区 780            - 199                    

62 滋賀県 東近江市 復旧治山事業 政所町地区 121            - 20                      

63 滋賀県 日野町 復旧治山事業 原地区 156            - 48                      

64 滋賀県 日野町 復旧治山事業 熊野地区 180            - 42                      

65 滋賀県 多賀町 復旧治山事業 霊仙・河内地区 250            - 45                      事業着手

66 滋賀県 多賀町 復旧治山事業 大君ヶ畑地区 132            - 30                      

67 滋賀県 長浜市 復旧治山事業 早崎地区 265            - 100                    

68 滋賀県 高島市 復旧治山事業 マキノ町白谷地区 161            - 86                      

69 滋賀県 高島市 復旧治山事業 マキノ町海津地区 189            - 68                      

70 滋賀県 高島市 復旧治山事業 マキノ町野口地区 105            - 32                      

 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



 滋賀　補助 - 7

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （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

71 滋賀県 高島市 復旧治山事業 鹿ヶ瀬岩倉地区 85             - 22                      

72 滋賀県 高島市 復旧治山事業 鹿ヶ瀬杉谷地区 137            - 53                      

73 滋賀県 甲賀市 水源森林再生対策事業 土山町大河原地区 443            - 99                      

74 滋賀県 米原市 水源森林再生対策事業 榑ｹ畑地区 400            - 45                      

75 滋賀県 湖南市 保安林整備事業 湖南地区 3               - 1                        

76 滋賀県 甲賀市 保安林整備事業 甲賀地区 12             - 5                        

77 滋賀県 近江八幡市 保安林整備事業 近江八幡地区 3               - 2                        

78 滋賀県 米原市 保安林整備事業 米原地区 8               - 4                        

79 滋賀県 長浜市 保安林整備事業 長浜地区 11             - 6                        

80 滋賀県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

湖北 2,530         2.04           196                    

81 滋賀県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

湖南 2,780         2.03           215                    

（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。



 滋賀　補助 - 8

補助事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

82 滋賀県 草津市 水産環境整備事業 琵琶湖Ⅱ期 2,070         1.21           377                    

（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



滋賀　交付金等 - 1

交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 滋賀県 農山漁村地域整備交付金 882                      

（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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