
鹿児島　 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 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           974                 

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           1,211               

3 鹿児島県 国営かんがい排水事業 肝属中部（二期） 15,501        
揚水機場 2ヶ所
用水路 Ｌ＝44.8ｋｍ
ファームポンド 6ヶ所

1.02           785                 

4 鹿児島県 国営かんがい排水事業
徳之島用水
（一期）

40,038        
ダム 1ヶ所
用水路 L=7.1km
揚水機場 1ヶ所 ほか

1.26           337                 

5 鹿児島県 国営かんがい排水事業
徳之島用水
（二期）

18,962        
用水路 L=120.9km
揚水機場 8ヶ所
ファームポンド 12ヶ所

1.26           765                 

6 鹿児島県 国営かんがい排水事業 沖永良部 32,000        
地下ダム 1ヶ所
揚水機場 1ヶ所
用水路 L=44.1km ほか

1.02           1,358               

（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



鹿児島　 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）

7 鹿児島県 直轄治山事業 桜島地区 56,014        
山腹工 187ha、渓間工 1,587
基

2.41           293                 

（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



鹿児島　 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 鹿児島県 肝付町 復旧治山事業 小森ほか 193            - 119                    

2 鹿児島県 指宿市 防災林造成事業 東道ほか 371            - 44                      

3 鹿児島県 中種子町 復旧治山事業 松ノ隅 80             - 38                      

4 鹿児島県 屋久島町 保安林整備事業 太田尾 9               - 4                        

5 鹿児島県 喜界町 防災林造成事業 下茂 390            - 12                      

6 鹿児島県 知名町 保安林緊急改良事業 池田 60             - 7                        

7 鹿児島県 肝付町 林業専用道等整備事業 万九郎中央線 696            - 81                      

8 鹿児島県 宇検村 林業専用道等整備事業 佐念線 580            - 49                      

9 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           62                      

10 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           50                      

11 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           30                      

12 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           89                      

 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



鹿児島　 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 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

熊毛 588            - 13                      

14 鹿児島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

奄美大島 575            - 45                      

（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。



鹿児島　 補助　 - 3

補助事業（平成２５年度暫定予算）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

15 鹿児島県 枕崎市 水産流通基盤整備事業 枕崎 3,610         2.75           231                    

16 鹿児島県 垂水市 水産流通基盤整備事業 牛根麓 3,520         1.26           150                    

17 鹿児島県 日置市 水産生産基盤整備事業 江口 2,121         1.61           75                      

18 鹿児島県 長島町 水産生産基盤整備事業 葛輪 1,850         1.50           95                      

19 鹿児島県 南さつま市 水産生産基盤整備事業 野間池 3,540         1.70           3                        

20 鹿児島県 十島村 水産生産基盤整備事業 前籠 6,716         1.27           640                    

21 鹿児島県 薩摩川内市 水産生産基盤整備事業 中甑 7,994         1.40           480                    

22 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           125                    

23 鹿児島県 水産環境整備事業 奄美 1,250         1.28           51                      

24 鹿児島県 喜界町 水産生産基盤整備事業 荒木 2,021         2.03           26                      

（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。

 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

 費用対効果
(B/C)等



鹿児島　 交付金　 - 1

交付金（平成２５年度暫定予算）

（単位：百万円）

1 鹿児島県 農山漁村地域整備交付金 1,570                   

（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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