
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 山形県
米沢市、南陽市、
高畠町、川西町

国営かんがい排水事業 米沢平野二期 15,000        
ダム 1ヶ所
揚水機場 2ヶ所
用水路 L=11.59km　ほか

1.09           1,840               

2 山形県
鶴岡市、酒田市、
三川町

国営かんがい排水事業 赤川二期 14,900        
頭首工 1ヶ所
用水路 L=48.4km

1.20           2,300               

3 山形県
尾花沢市、大石
田町

国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

村山北部 2,900         

ダム（改修） 1ヶ所
頭首工（改修） 3ヶ所
用水路（改修） L=12.9km
　ほか

1.22           350                 

4 山形県 鶴岡市 直轄地すべり対策事業 庄内あさひ 6,500         

排水トンネルL=2.9km
集水井工22箇所
水抜きボーリング工11箇所
承・排水路1式
浸透防止工ほか

5.46           680                 

（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）

5 山形県 大蔵村 直轄地すべり防止事業 銅山川地区 21,570
集水井工 27基、排水トンネ
ル工5,115m、渓間工 52基

4.42 802                 

6 山形県 山形市 復旧治山事業 千歳山 759            森林整備26ha、山腹工1.2ha - 58                   

7 山形県 真室川町 復旧治山事業 万助沢 100            山腹工0.1ha、渓間工1基 - 87                   

8 山形県 戸沢村 復旧治山事業 古巻沢(第二) 98             山腹工0.3ha - 63                   

9 山形県 戸沢村 復旧治山事業 三ツ沢 18             山腹工0.3ha - 8                    

10 山形県 鶴岡市 地すべり防止事業 湯殿山 565            山腹工18ha - 90                   

11 山形県 西川町 地すべり防止事業 石跳川中流 2,256         山腹工54.21ha 2.34           23                   

12 山形県 酒田市 水源地域整備事業 鹿ノ俣沢 85             渓間工1基 - 38                   

13 山形県 酒田市 保安林整備事業 八幡地区 12             森林整備28ha - 12                   

14 山形県 酒田市 保安林整備事業 浜中地区 12             森林整備145ha - 12                   

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

15 山形県 戸沢村 保安林整備事業 神田地区 35             森林整備84ha - 35                   

16 山形県
鶴岡市、酒田市
ほか

森林環境保全整備事
業

庄内 1,384         
更新面積429ha、保育面積
2,605ha、路網整備開設延長
18.7km

6.44           406                 

17 山形県
山形市、上山市
ほか

森林環境保全整備事
業

最上・村山（山形
署）

1,613         
更新面積178ha、保育面積
3,919ha、路網整備開設延長
30.5km

6.40           396                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

18 山形県
新庄市、真室川
町ほか

森林環境保全整備事
業

最上・村山（最上
支署）

4,058         
更新面積227ha、保育面積
11,502ha、路網整備開設延
長34.3km

7.50           895                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

19 山形県
米沢市、長井市
ほか

森林環境保全整備事
業

置賜 635            
更新面積31ha、保育面積
1,308ha、路網整備開設延長
12.0km

- 201                 

（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 山形県 新庄市
農業競争力強化基盤整備
事業

上野 1,184         1.15           79                      

2 山形県 寒河江市
農業競争力強化基盤整備
事業

下河原 112            - 2                        

3 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

こうずく 1,541         1.11           133                    

4 山形県 村山市
農業競争力強化基盤整備
事業

西郷名取 2,219         1.34           51                      

5 山形県 村山市
農業競争力強化基盤整備
事業

新西 810            - 96                      

6 山形県 戸沢村
農業競争力強化基盤整備
事業

戸沢 5,072         1.19           356                    

7 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

上新田 432            - 15                      

8 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

高山 1,886         1.28           126                    

9 山形県 白鷹町
農業競争力強化基盤整備
事業

浅立 378            - 17                      

10 山形県 白鷹町
農業競争力強化基盤整備
事業

萩野 432            - 20                      

11 山形県 大蔵村
農業競争力強化基盤整備
事業

赤松通り 1,304         1.17           136                    

12 山形県
天童市、河北
町

農業競争力強化基盤整備
事業

更生堰 1,302         1.37           84                      

 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 山形県 川西町
農業競争力強化基盤整備
事業

宮地 1,099         1.23           96                      

14 山形県 鶴岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

鎌田 669            - 22                      

15 山形県 河北町
農業競争力強化基盤整備
事業

北谷地 499            - 35                      事業着手

16 山形県 舟形町
農業競争力強化基盤整備
事業

小松原田 772            - 40                      事業着手

17 山形県 大蔵村
農業競争力強化基盤整備
事業

烏川赤松 968            - 71                      事業着手

18 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

塩井 857            - 58                      事業着手

19 山形県 鶴岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

たらのきだい 500            - 31                      事業着手

20 山形県 酒田市
農業競争力強化基盤整備
事業

坂野辺 501            - 68                      事業着手

21 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

米沢 141            - 14                      

22 山形県 高畠町
農業競争力強化基盤整備
事業

屋代郷 168            - 24                      

23 山形県 新庄市
農業競争力強化基盤整備
事業

塩野 440            - 50                      

24 山形県 金山町
農業競争力強化基盤整備
事業

山崎 171            - 39                      
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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 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

山上 236            - 38                      

26 山形県 米沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

桐原 80             - 22                      

27 山形県
南陽市、川西
町

農業競争力強化基盤整備
事業

関根 53             - 12                      

28 山形県
高畠町、南陽
市

農業競争力強化基盤整備
事業

黒井堰 330            - 21                      事業着手

29 山形県 天童市 農業基盤整備促進事業 天童 50             - 40                      事業着手

30 山形県 最上町 農業基盤整備促進事業 十日町堰 15             - 15                      事業着手

31 山形県 大蔵村 農業基盤整備促進事業 大蔵 46             - 33                      

32 山形県 鮭川村 農業基盤整備促進事業 鮭川３ 6               - 6                        事業着手

33 山形県 小国町 農業基盤整備促進事業 本庁 55             - 5                        

34 山形県 上山市 農業基盤整備促進事業 上山 53             - 17                      

35 山形県 河北町 農業基盤整備促進事業 寒河江川 30             - 30                      事業着手

36 山形県
天童市、東根
市、河北町

農業基盤整備促進事業 東根 41             - 22                      
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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 山形県 村山市 農業基盤整備促進事業 小滝 5               - 5                        事業着手

38 山形県 真室川町 農業基盤整備促進事業 田郎 24             - 24                      事業着手

39 山形県
新庄市、金山
町

農業基盤整備促進事業 泉田川２ 25             - 25                      事業着手

40 山形県 飯豊町 農業基盤整備促進事業 白川 3               - 3                        事業着手

41 山形県
米沢市、高畠
町

農業基盤整備促進事業 米沢平野 62             - 62                      事業着手

42 山形県 白鷹町 農業基盤整備促進事業 白鷹 5               - 5                        事業着手

43 山形県 天童市 農業基盤整備促進事業 三郷堰第二 20             - 6                        事業着手

44 山形県 河北町 農業基盤整備促進事業 畑中 12             - 12                      事業着手

45 山形県 村山市 農業基盤整備促進事業 村山東根 23             - 11                      

46 山形県 酒田市
農業水利施設保全合理化
事業

広野 7,979         1.10           250                    

47 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 上野新田3期 887            - 50                      

48 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 越中堰3期 375            - 30                      
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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 山形県 飯豊町 農村地域防災減災事業 萩生 270            - 70                      

50 山形県 大蔵村 農村地域防災減災事業 赤松3期 350            - 100                    

51 山形県
長井市、白鷹
町

農村地域防災減災事業 諏訪堰 950            - 68                      

52 山形県
山形市、天童
市　ほか

農村地域防災減災事業 最上堰 720            - 160                    

53 山形県 南陽市 農村地域防災減災事業 川樋 200            - 35                      

54 山形県 村山市 農村地域防災減災事業 袖崎 870            - 143                    

55 山形県 川西町 農村地域防災減災事業 飯坂 310            - 63                      

56 山形県 村山市 農村地域防災減災事業 滝ノ沢 250            - 130                    

57 山形県 朝日町 農村地域防災減災事業 和合 200            - 21                      

58 山形県 白鷹町 農村地域防災減災事業 鮎貝 250            - 70                      

59 山形県 飯豊町 農村地域防災減災事業 添川・椿 240            - 90                      

60 山形県 寒河江市 農村地域防災減災事業 寒河江南部 935            - 110                    
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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

61 山形県
酒田市、鶴岡
市

農村地域防災減災事業 庄内砂丘 1,280         1.45           200                    

62 山形県 鶴岡市 農村地域防災減災事業 大川堰 530            - 66                      

63 山形県 東根市 農村地域防災減災事業 小田島 916            - 67                      

64 山形県 山形市 農村地域防災減災事業 蔵王上野 238            - 58                      

65 山形県
村山市、東根
市

農村地域防災減災事業 北村 935            - 41                      事業着手

66 山形県 朝日町 農村地域防災減災事業 中郷 420            - 40                      事業着手

67 山形県 高畠町 農村地域防災減災事業 蛭沢 370            - 20                      事業着手

68 山形県 白鷹町 農村地域防災減災事業 川戸・金剛 350            - 51                      事業着手

69 山形県
酒田市、鶴岡
市、三川町

農村地域防災減災事業 京田川 950            - 47                      事業着手

70 山形県 尾花沢市 農村地域防災減災事業 鶴沢 400            - 26                      事業着手

71 山形県 舟形町 農村地域防災減災事業 富田 289            - 40                      事業着手

72 山形県 舟形町 農村地域防災減災事業 大堰 145            - 17                      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

73 山形県 真室川町 農村地域防災減災事業 釜淵 217            - 23                      事業着手

74 山形県 長井市 農村地域防災減災事業 白兎 50             - 4                        事業着手

75 山形県
三川町、鶴岡
市

農村地域防災減災事業 沖堰 160            - 20                      事業着手

76 山形県 酒田市 農村地域防災減災事業 通越 320            - 5                        

77 山形県 新庄市 農村地域防災減災事業 堤沢 600            - 140                    

78 山形県 上山市 農村地域防災減災事業 松沢 880            - 171                    

79 山形県 戸沢村 農村地域防災減災事業 戸沢 980            - 40                      

80 山形県 山形市 農村地域防災減災事業 蔵王堀田 154            - 6                        

81 山形県 朝日町 農村地域防災減災事業 大舟木第二 400            - 8                        

82 山形県 大蔵村 農村地域防災減災事業 滝の沢第四 265            - 90                      

（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）

　林野公共事業 （単位：百万円）

83 山形県 小国町 復旧治山事業 漆沢 87             - 70                      

84 山形県 大江町 復旧治山事業 中ノ畑 320            - 46                      事業着手

85 山形県 西川町 地すべり防止事業 上小沼 975            - 125                    事業着手

86 山形県 高畠町 保安林整備事業 払川 11             - 2                        

87 山形県 山辺町 林業専用道等整備事業 みこくぼ線 15             - 15                      事業着手

88 山形県
鶴岡市、酒田
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

庄内 440            - 156                    

89 山形県
山形市、上山
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

最上村山 965            - 341                    

90 山形県
米沢市、南陽
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

置賜 409            - 145                    

（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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 山形　補助 - 8



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）

91 山形県
鶴岡市、遊佐
町

漁港施設機能強化事業 山形県 865             - 94                      

92 山形県 酒田市 漁港施設機能強化事業 飛島 995             - 300                    

（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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 山形　補助 - 9



交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 山形県 農山漁村地域整備交付金 2,931                   

2 山形県 美しい森林づくり基盤整備交付金 32

（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）

山形　交付金等 - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-16 山形県 森林環境保全整備事業 庄内 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町

直-17 山形県 森林環境保全整備事業 最上・村山（山形署）
山形市、上山市、寒河江市、村山市、東根市、尾花沢市、大江町、西川町、朝日
町、大石田町、山辺町

直-18 山形県 森林環境保全整備事業
最上・村山（最上支
署）

新庄市、真室川町、金山町、最上町、舟形町、鮭川村、大蔵村、戸沢村

直-19 山形県 森林環境保全整備事業 置賜 米沢市、長井市、南陽市、川西町、高畠町、飯豊町、白鷹町、小国町

補-52 山形県 農村地域防災減災事業 最上堰 山形市、天童市、寒河江市、中山町、山辺町、大江町

補-88 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

庄内 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町

補-89 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

最上村山
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日
町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町、新庄市、金山町、最上町、
舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

補-90 山形県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

置賜 米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

 山形　参考 - 1


