
長野　 直轄　 - 1

直轄事業（平成２５年度暫定予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 長野県 国営かんがい排水事業 中信平二期 18,000        
頭首工 1ヶ所
用水路 Ｌ＝28.5ｋｍ

1.01           782                 

2 長野県
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

伊那西部 2,400         
揚水機場（改修）　2ヶ所
用水路（改修）　L=29.3km

1.39           246                 

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

 費用対効果
(B/C)等

 当該暫定予算の
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



長野　 直轄　 - 2

直轄事業（平成２５年度暫定予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 長野県 直轄治山事業 小渋川地区 16,227        
山腹工 227ha、渓間工 613
基

3.77           83                   

4 長野県 直轄治山事業 中川地区 15,267        
山腹工 361ha、渓間工 450
基

5.39           71                   

5 長野県 直轄治山事業 松川入地区 28,000        
山腹工 242ha、渓間工 182
基

2.27           118                 

6
長野県
新潟県

直轄治山事業 姫川地区 12,093        山腹工 35ha、渓間工 112基 2.14           7                     

7 長野県 直轄地すべり防止事業 小渋川地区 10,633        
集水井工 61基、排水トンネ
ル工1,588m、渓間工 22基

2.02           73                   

8
長野県
新潟県

直轄地すべり防止事業 姫川地区 14,000        
集水井工 87基、渓間工 83
基

2.75           195                 

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

 費用対効果
(B/C)等

 当該暫定予算の
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



長野　 補助　 - 1

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 長野県 上田市 復旧治山事業 大倉 121            - 57                      

2 長野県 木曽町 復旧治山事業 橋渡 79             - 32                      

3 長野県 小谷村 復旧治山事業 大なで沢 142            - 13                      

4 長野県 長野市 地すべり防止事業 七久保 1,248         2.10           20                      

5 長野県 飯田市 復旧治山事業 上河原 260            - 45                      

6 長野県 天龍村 復旧治山事業 中井侍 94             - 35                      

7 長野県 木祖村 復旧治山事業 薮沢 343            - 43                      

8 長野県 池田町 復旧治山事業 権現沢 138            - 67                      

9 長野県 小谷村 復旧治山事業 下里瀬 400            - 100                    

10 長野県 長野市 地すべり防止事業 新安 449            - 43                      

11 長野県 飯島町 林業専用道等整備事業 横根山線 58             - 15                      

12 長野県 中川村 林業専用道等整備事業 黒牛折草峠線 51             - 21                      

 当該暫定予算の
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



長野　 補助　 - 2

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該暫定予算の
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 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川下流 2,658         5.07           26                      

14 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

中部山岳 8,518         3.71           74                      

15 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千曲川上流 5,235         3.68           46                      

16 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

伊那谷 11,881        5.72           104                    

17 長野県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

木曽谷 2,730         7.55           23                      

（注１）「全体事業費」及び「当該暫定予算の事業費」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。



長野　 交付金　 - 1

交付金（平成２５年度暫定予算）

（単位：百万円）

1 長野県 農山漁村地域整備交付金 715                      

（注）「当該暫定予算の配分額（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

 当該暫定予算の
配分額（国費）
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