
直轄事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 青森県
弘前市、五所川
原市　ほか

国営かんがい排水事業 平川二期 6,300         
ダム 1ヶ所
頭首工 1ヶ所
用水路 L=10.3km　ほか

1.30           1,100               

2 青森県
五所川原市、中
泊町

国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

小田川二期 10,000        
ダム 1ヶ所
ため池 3ヶ所
用水路L=15.7km　ほか

1.02           530                 

3 青森県
五所川原市、つ
がる市、中泊町

国営総合農地防災事
業
（全体実施設計）

十三湖 - - - 100                 

（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。

地区名 全体事業費 主要工事計画
 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
関係市町村名 事業名
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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 青森県 平川市 復旧治山事業 サルノ沢 58             山腹工0.14ha - 58                   

5 青森県 黒石市 復旧治山事業 寒水沢 58             山腹工0.3ha - 58                   

6 青森県 西目屋村 地すべり防止事業 湯ノ沢 380            山腹工3.56ha - 80                   

7 青森県 つがる市 防災林造成事業 車力 28             森林整備1ha - 24                   

8 青森県 中泊町 水源地域整備事業 上田ノ沢 4               山腹工0.1ha - 4                    

9 青森県 外ヶ浜町 水源地域整備事業 小湯ノ沢 91             渓間工5基 - 38                   

10 青森県 むつ市 水源地域整備事業 小赤川 246            山腹工0.3ha、渓間工7基 - 25                   

11 青森県 風間浦村 水源地域整備事業 易国間川 55             山腹工0.43ha - 25                   

12 青森県 十和田市 保安林整備事業 切田地区 12             森林整備33ha - 12                   

13 青森県 十和田市 保安林整備事業 奥入瀬地区 18             森林整備49ha - 18                   

地区名 全体事業費 主要工事計画
 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

関係市町村名 事業名
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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

地区名 全体事業費 主要工事計画
 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

関係市町村名 事業名

14 青森県 田子町 保安林整備事業 田子地区 5               森林整備14ha - 5                    

15 青森県 三戸町 保安林整備事業 貝守地区 18             森林整備48ha - 18                   

16 青森県
弘前市、黒石市
ほか

森林環境保全整備事
業

津軽（津軽署） 5,943         
更新面積435ha、保育面積
11,211ha、路網整備開設延
長23.3km

4.19           1,064               

17 青森県
五所川原市、つ
がる市ほか

森林環境保全整備事
業

津軽（金木支署） 1,747         
更新面積105ha、保育面積
3,826ha、路網整備開設延長
27.5km

4.08           480                 

18 青森県
青森市、平内町
ほか

森林環境保全整備事
業

東青 4,205         
更新面積892ha、保育面積
8,179ha、路網整備開設延長
34.1km

4.19           907                 

19 青森県
むつ市、東通村ほ
か

森林環境保全整備事
業

下北 4,132         
更新面積1,371ha、保育面積
12,306ha、路網整備開設延
長26.7km

5.83           1,248               
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

20 青森県
十和田市、三沢
市ほか

森林環境保全整備事
業

三八上北 5,586         
更新面積746ha、保育面積
13,487ha、路網整備開設延
長17.6km

5.43           857                 

（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２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 青森県 三沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

北三沢 1,207         1.04           17                      

2 青森県 藤崎町
農業競争力強化基盤整備
事業

福島徳下 1,311         1.73           100                    

3 青森県 藤崎町
農業競争力強化基盤整備
事業

福舘 706            - 118                    

4 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

高野 456            - 60                      

5 青森県 外ヶ浜町
農業競争力強化基盤整備
事業

南沢 767            - 195                    

6 青森県 外ヶ浜町
農業競争力強化基盤整備
事業

大平 1,205         1.20           205                    

7 青森県 青森市
農業競争力強化基盤整備
事業

荒川中部 1,075         1.21           370                    

8 青森県 青森市
農業競争力強化基盤整備
事業

諏訪沢 1,031         1.24           360                    

9 青森県 青森市
農業競争力強化基盤整備
事業

八ツ役 613            - 230                    

10 青森県 深浦町
農業競争力強化基盤整備
事業

黒崎 519            - 91                      

11 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

白山 204            - 49                      

12 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

阿部堰 1,135         1.30           220                    

 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・市町村名

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２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

勘兵衛放 182            - 51                      

14 青森県 青森市
農業競争力強化基盤整備
事業

上野 956            - 70                      事業着手

15 青森県 青森市
農業競争力強化基盤整備
事業

幸畑 692            - 60                      事業着手

16 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

磯松 670            - 40                      事業着手

17 青森県 つがる市
農業競争力強化基盤整備
事業

屏風山（一期） 1,007         1.67           74                      

18 青森県 つがる市
農業競争力強化基盤整備
事業

屏風山（二期） 867            - 85                      

19 青森県 五所川原市
農業競争力強化基盤整備
事業

赤堀 691            - 25                      

20 青森県
板柳町、鶴田
町

農業競争力強化基盤整備
事業

大放水 1,131         1.28           20                      

21 青森県 平内町 農業基盤整備促進事業 平内 5               - 5                        事業着手

22 青森県
弘前市、黒石
市　ほか

農業基盤整備促進事業 津軽2期 99             - 99                      事業着手

23 青森県
南部町、五戸
町、七戸町

農業基盤整備促進事業 南部2期 156            - 141                    事業着手

24 青森県 弘前市 農業基盤整備促進事業 長前堰 18             - 1                        
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

25 青森県 藤崎町 農業基盤整備促進事業 俵舛 7               - 7                        事業着手

26 青森県 五所川原市 農業基盤整備促進事業 更生 23             - 23                      事業着手

27 青森県 中泊町 農業基盤整備促進事業 薄市 155            - 72                      事業着手

28 青森県
五所川原市、
つがる市ほか

農業水利施設保全合理化
事業

岩木川左岸３期 4,475         1.03           150                    

29 青森県 つがる市
農業水利施設保全合理化
事業

生田１号排水路 71             - 6                        

30 青森県 つがる市
農業水利施設保全合理化
事業

平滝２号排水機場 106            - 6                        

31 青森県 青森市
農業水利施設保全合理化
事業

川倉 383            - 50                      

32 青森県
弘前市、平川
市

農業水利施設保全合理化
事業

庄司川上堰幹線用水
路

290            - 66                      

33 青森県
弘前市、平川
市　ほか

農業水利施設保全合理化
事業

平川第一 516            - 30                      事業着手

34 青森県 弘前市 農村地域防災減災事業 新法師 90             - 7                        

35 青森県 むつ市 農村地域防災減災事業 川内 121            - 41                      

36 青森県 十和田市 農村地域防災減災事業 南川原 112            - 66                      
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

37 青森県 十和田市 農村地域防災減災事業 切田辰ノ口 161            - 148                    

38 青森県 西目屋村 農村地域防災減災事業 白沢 188            - 75                      

39 青森県 弘前市 農村地域防災減災事業 相馬ダム 258            - 112                    

40 青森県 平川市 農村地域防災減災事業 津刈１期 653            - 100                    

41 青森県 今別町 農村地域防災減災事業 清川 63             - 42                      

42 青森県 八戸市 農村地域防災減災事業 松舘 148            - 126                    

43 青森県 青森市 農村地域防災減災事業 堤川１期 156            - 15                      

44 青森県 八戸市 農村地域防災減災事業 赤畑 62             - 14                      

45 青森県 外ケ浜町 農村地域防災減災事業 下小国たかのこ 206            - 17                      事業着手

46 青森県 三戸町 農村地域防災減災事業 梅内 60             - 18                      事業着手

47 青森県 大鰐町 農村地域防災減災事業 早瀬野 102            - 27                      事業着手

48 青森県 東北町 農村地域防災減災事業 花切 120            - 25                      事業着手
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

49 青森県 三戸町 農村地域防災減災事業 留崎 94             - 37                      事業着手

50 青森県 三戸町 農村地域防災減災事業 上川原 95             - 29                      事業着手

51 青森県 鰺ヶ沢町 農村地域防災減災事業 鰺ヶ沢堰 239            - 39                      事業着手

52 青森県 南部町 農村地域防災減災事業 白山 63             - 30                      事業着手

53 青森県 弘前市 農村地域防災減災事業 石川 173            - 90                      事業着手

54 青森県
八戸市、五戸
町

農村地域防災減災事業 七崎 222            - 2                        

55 青森県 東北町 農村地域防災減災事業 黒岡 154            - 37                      

56 青森県 弘前市 農村地域防災減災事業 第２園村 580            - 6                        

57 青森県 大鰐町 農村地域防災減災事業 駒木 280            - 30                      

58 青森県 黒石市 農村地域防災減災事業 長坂２期 376            - 100                    

（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。

 青森　補助 - 5



補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

59 青森県 三戸町 復旧治山事業 下比良 320            - 43                      

60 青森県 弘前市 復旧治山事業 西ノ沢 120            - 20                      事業着手

61 青森県 弘前市 復旧治山事業 鷲ノ巣 110            - 20                      事業着手

62 青森県 西目屋村 復旧治山事業 沢田 797            - 24                      

63 青森県 大鰐町 復旧治山事業 山部 140            - 20                      

64 青森県 平川市 復旧治山事業 山下 150            - 30                      

65 青森県 三戸町 復旧治山事業 矢吹沢 169            - 22                      

66 青森県 弘前市 地すべり防止事業 藍内 432            - 44                      事業着手

67 青森県 佐井村 地すべり防止事業 長後 990            - 130                    

68 青森県 田子町 水源森林再生対策事業 菖蒲谷地 523            - 55                      

69 青森県 五所川原市 水源森林再生対策事業 影日 400            - 88                      

 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・市町村名

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２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

70 青森県 中泊町 水源森林再生対策事業 高根 400            - 42                      事業着手

71 青森県 平内町
奥地保安林保全緊急対策
事業

板割沢 120            - 22                      

72 青森県 鰺ヶ沢町 保安林整備事業 大柳 2               - 2                        

73 青森県 つがる市 保安林整備事業 吹原屏風山 1               - 1                        

74 青森県 つがる市 保安林整備事業 吹原若草 4               - 4                        

75 青森県 つがる市 保安林整備事業 出来島雉子森 8               - 8                        

76 青森県 つがる市 保安林整備事業 筒木坂屏風山 6               - 6                        

77 青森県 つがる市 保安林整備事業 牛潟町鷲野沢 5               - 5                        

78 青森県 つがる市 保安林整備事業 豊富町屏風山 5               - 5                        

79 青森県 つがる市 保安林整備事業 富萢町屏風山 2               - 2                        

80 青森県 五所川原市 保安林整備事業 磯野 7               - 7                        
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

81 青森県 五所川原市 保安林整備事業 山元 8               - 8                        

82 青森県 五所川原市 保安林整備事業 山ノ越 3               - 3                        

83 青森県 五所川原市 保安林整備事業 通行道 3               - 3                        

84 青森県 中泊町 保安林整備事業 海原 14             - 14                      

85 青森県 中泊町 保安林整備事業 甘木 8               - 8                        

86 青森県 平川市 保安林整備事業 小国深山 7               - 7                        

87 青森県 平川市 保安林整備事業 黒倉沢 6               - 6                        

88 青森県 黒石市 保安林整備事業 平山 5               - 5                        

89 青森県 青森市 保安林整備事業 片子都谷森 8               - 8                        

90 青森県 青森市 保安林整備事業 深沢 5               - 5                        

91 青森県 青森市 保安林整備事業 鶴ヶ坂山 3               - 3                        
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

92 青森県 外ヶ浜町 保安林整備事業 平舘野田尻高川 3               - 3                        

93 青森県 平内町 保安林整備事業 滝ノ沢 16             - 16                      

94 青森県 東通村 保安林整備事業 浜通 4               - 4                        

95 青森県 横浜町 保安林整備事業 苗代川目 7               - 7                        

96 青森県 横浜町 保安林整備事業 吹越 2               - 2                        

97 青森県 六ヶ所村 保安林整備事業 道ノ下 1               - 1                        

98 青森県 十和田市 保安林整備事業 上指久保 3               - 3                        

99 青森県 新郷村 保安林整備事業 雨池 5               - 5                        

100 青森県 階上町 保安林整備事業 嶽道 1               - 1                        

101 青森県 弘前市 林業専用道等整備事業 清水沢線 65             - 44                      

102 青森県 新郷村 林業専用道等整備事業 曲戸ノ上線 68             - 31                      事業着手
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

103 青森県
弘前市、黒石
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

津軽 1,199         6.67           175                    

104 青森県
青森市、平内
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

東青 900            - 132                    

105 青森県
むつ市、大間
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

下北 1,655         6.35           242                    

106 青森県
八戸市、三戸
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

三八上北 3,781         5.28           553                    

（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２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

107 青森県 中泊町 水産流通基盤整備事業 小泊 11,550        1.05           975                    

108 青森県
東通村・六ヶ
所村

水産流通基盤整備事業 白糠 21,800        1.24           1,123                  

109 青森県 深浦町 水産流通基盤整備事業 北金ヶ沢 2,700         1.17           58                      
事業計画の変更等による費
用対効果（B/C）の改訂

110 青森県 むつ市 水産流通基盤整備事業 大畑 1,500         1.42           148                    事業着手

111 青森県
深浦町、鰺ヶ
沢町

水産環境整備事業 第２岩崎 600             - 52                      

112 青森県
深浦町、鰺ヶ
沢町

水産環境整備事業 赤石・風合瀬 1,990         1.68           171                    

113 青森県
深浦町、鰺ヶ
沢町

水産環境整備事業 第２鰺ヶ沢 390             - 4                        

114 青森県
大間町、外ヶ
浜町ほか

水産環境整備事業 今別 1,990         1.36           256                    

115 青森県
外ヶ浜町、む
つ市ほか

水産環境整備事業 陸奥湾 1,920         1.74           621                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増及び費用対効
果（B/C等）の改訂

116 青森県 佐井村 水産環境整備事業 長後 700             - 5                        

117 青森県
むつ市、東通
村ほか

水産環境整備事業 下北 990             - 83                      

 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・市町村名

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２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

118 青森県
八戸市、三沢
市ほか

水産環境整備事業 三八 770             - 151                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増

119 青森県 中泊町 水産環境整備事業 日本海北部 1,500         1.51           100                    事業着手

120 青森県 東通村 水産環境整備事業 太平洋北部 1,900         1.31           300                    事業着手

121 青森県 深浦町 水産生産基盤整備事業 岩崎 3,140         1.16           50                      

122 青森県 東通村 水産生産基盤整備事業 尻屋 2,200         1.37           280                    

123 青森県 外ヶ浜町 漁港施設機能強化事業 東青 960             - 56                      

124 青森県 青森市 漁港施設機能強化事業 久栗坂 500             - 194                    

125 青森県 風間浦村 漁港施設機能強化事業 易国間 1,200         1.28           130                    

126 青森県 外ヶ浜町 漁港施設機能強化事業 津軽沿岸 133             - 26                      

127 青森県
横浜町、むつ
市ほか

漁港施設機能強化事業 陸奥湾沿岸 436             - 280                    

128 青森県
佐井村、大間
町

漁港施設機能強化事業 下北八戸沿岸 326             - 126                    
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

129 青森県 むつ市 漁港施設機能強化事業 むつ市 250             - 44                      

130 青森県 東通村 漁港施設機能強化事業 東通村 171             - 82                      

（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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交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 青森県 農山漁村地域整備交付金 2,400                   

（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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（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-1 青森県 国営かんがい排水事業 平川二期 弘前市、五所川原市、平川市、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町

直-16 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（津軽署） 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、鰺ヶ沢町、深浦町、大鰐町

直-17 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（金木支署） 五所川原市、つがる市、中泊町

直-18 青森県 森林環境保全整備事業 東青 青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町

直-19 青森県 森林環境保全整備事業 下北 むつ市、東通村、大間町、佐井村、風間浦村

直-20 青森県 森林環境保全整備事業 三八上北
十和田市、三沢市、横浜町、野辺地町、七戸町、東北町、田子町、三戸町、新郷
村、六ヶ所村

補-22 青森県 農業基盤整備促進事業 津軽2期 弘前市、黒石市、平川市、鶴田町

補-28 青森県
農業水利施設保全合理化
事業

岩木川左岸３期 五所川原市、つがる市、鶴田町

補-33 青森県
農業水利施設保全合理化
事業

平川第一 弘前市、平川市、大鰐町、田舎館村

補-103 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

津軽
弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、西目屋村、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢
町、深浦町、鶴田町、中泊町、板柳町、藤崎町、田舎館村

補-104 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

東青 青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村

補-105 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

下北 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

補-106 青森県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

三八上北
八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、十和田市、三沢
市、野辺地町、七戸町、東北町、横浜町、六戸町、おいらせ町、六ヶ所村

補-114 青森県 水産環境整備事業 今別 大間町、外ヶ浜町、今別町

補-115 青森県 水産環境整備事業 陸奥湾 外ヶ浜町、むつ市、野辺地町

補-117 青森県 水産環境整備事業 下北 むつ市、東通村、大間町、風間浦村

補-118 青森県 水産環境整備事業 三八 八戸市、三沢市、階上町、おいらせ町

補-127 青森県 漁港施設機能強化事業 陸奥湾沿岸 外ヶ浜町、野辺地町、横浜町、むつ市
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