
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 茨城県
水戸市、ひたちな
か市　ほか

国営かんがい排水事業
那珂川沿岸
（一期）

44,580        
ダム 1ヶ所
頭首工 1ヶ所
揚水機場 4ヶ所

1.02           509                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：1,748百
万円

2 茨城県
水戸市、ひたちな
か市　ほか

国営かんがい排水事業
那珂川沿岸
（二期）

33,620        
揚水機場 1ヵ所
用水路 L=122.9km

1.02           87                   
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：274百万
円

（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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 茨城　直轄 - 1



直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 茨城県 城里町 復旧治山事業 御前山地区 52             山腹工0.30ha - 20                   

4 茨城県 石岡市 保安林整備事業 小桜地区 70             森林整備275ha - 12                   

5 茨城県
日立市、常陸太
田市ほか

森林環境保全整備事
業

八溝多賀 4,532         
更新面積1,091ha、保育面積
5,911ha、路網開設延長
20.0km

6.93           1,122               
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

6 茨城県
水戸市、笠間市
ほか

森林環境保全整備事
業

水戸那珂 435            
更新面積21ha、保育面積
981ha、路網開設延長4.1km

- 95                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

7 茨城県
土浦市、石岡市
ほか

森林環境保全整備事
業

霞ヶ浦 481            
更新面積43ha、保育面積
182ha、路網開設延長2.8km

- 41                   

（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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 茨城　直轄 - 2



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 茨城県
結城市、古河
市

農業競争力強化基盤整備
事業

幸江崎 1,235         1.16           150                    

2 茨城県
下妻市、筑西
市

農業競争力強化基盤整備
事業

大宝沼 730            - 70                      

3 茨城県 大洗町
農業競争力強化基盤整備
事業

大貫 888            - 30                      

4 茨城県 茨城町
農業競争力強化基盤整備
事業

野曽 736            - 30                      

5 茨城県 笠間市
農業競争力強化基盤整備
事業

友部小原 935            - 50                      

6 茨城県 下妻市
農業競争力強化基盤整備
事業

大宝 2,050         1.36           51                      

7 茨城県 筑西市
農業競争力強化基盤整備
事業

黒子 871            - 38                      

8 茨城県
結城市、古河
市

農業競争力強化基盤整備
事業

幸江崎２期 1,387         1.05           190                    

9 茨城県 筑西市
農業競争力強化基盤整備
事業

黒子２期 861            - 80                      

10 茨城県 つくば市
農業競争力強化基盤整備
事業

下手 693            - 130                    

11 茨城県
下妻市、筑西
市

農業競争力強化基盤整備
事業

大宝沼２期 1,077         1.30           101                    

12 茨城県 大洗町
農業競争力強化基盤整備
事業

大貫２期 828            - 50                      

 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

 茨城　補助 - 1



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 茨城県
笠間市、茨城
町

農業競争力強化基盤整備
事業

北川根 726            - 50                      

14 茨城県 筑西市
農業競争力強化基盤整備
事業

黒子３期 492            - 100                    事業着手

15 茨城県 つくば市
農業競争力強化基盤整備
事業

北条 497            - 5                        

16 茨城県
下妻市、つく
ば市　ほか

農業競争力強化基盤整備
事業

霞ヶ浦用水Ⅲ期 4,000         1.21           110                    

17 茨城県
水戸市、ひた
ちなか市ほか

農業競争力強化基盤整備
事業

那珂川沿岸 3,840         1.11           50                      

18 茨城県 小美玉市
農業競争力強化基盤整備
事業

上小岩戸 607            - 55                      

19 茨城県 常総市
農業競争力強化基盤整備
事業

鴻野山 481            - 50                      

20 茨城県 笠間市
農業競争力強化基盤整備
事業

小原 1,231         1.35           15                      

21 茨城県 八千代町
農業競争力強化基盤整備
事業

中結城 1,603         1.51           90                      

22 茨城県 古河市
農業競争力強化基盤整備
事業

尾崎北部 1,392         1.32           50                      

23 茨城県 常陸大宮市
農業競争力強化基盤整備
事業

三美 363            - 40                      

24 茨城県 常陸大宮市
農業競争力強化基盤整備
事業

下伊勢畑 322            - 2                        

 茨城　補助 - 2



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 茨城県 神栖市
農業競争力強化基盤整備
事業

本郷高野 996            - 35                      

26 茨城県 石岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

東成井西部 536            - 55                      

27 茨城県 坂東市
農業競争力強化基盤整備
事業

寺久・三 3,075         1.36           25                      

28 茨城県 常総市
農業競争力強化基盤整備
事業

菅生 1,300         1.52           25                      

29 茨城県 水戸市
農業競争力強化基盤整備
事業

柳河 1,538         1.75           125                    

30 茨城県
水戸市、城里
町

農業競争力強化基盤整備
事業

飯富岩根 2,381         1.50           45                      

31 茨城県 土浦市
農業競争力強化基盤整備
事業

坂田 1,002         1.23           42                      

32 茨城県 坂東市
農業競争力強化基盤整備
事業

坂東中央 772            - 50                      

33 茨城県
笠間市、筑西
市　ほか

農業競争力強化基盤整備
事業

茨城中西部 1,252         2.59           59                      

34 茨城県 行方市 農業基盤整備促進事業 姥ヶ谷池 163            - 140                    

35 茨城県 行方市 農業基盤整備促進事業 行方市２期 338            - 103                    

36 茨城県 稲敷市 農業基盤整備促進事業 稲敷2期 52             - 52                      事業着手

 茨城　補助 - 3



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 茨城県
つくばみらい
市

農業基盤整備促進事業 つくばみらい(2期) 14             - 14                      事業着手

38 茨城県 龍ヶ崎市 農業基盤整備促進事業 龍ヶ崎市 6               - 6                        事業着手

39 茨城県 大洗町 農業基盤整備促進事業 大洗 4               - 4                        事業着手

40 茨城県 鉾田市 農業基盤整備促進事業 鉾田南部2期 10             - 10                      事業着手

41 茨城県 守谷市 農業基盤整備促進事業 守谷市大野 18             - 18                      事業着手

42 茨城県 坂東市、境町 農業基盤整備促進事業 西総 182            - 48                      

43 茨城県 牛久市 農業基盤整備促進事業 牛久南部 12             - 12                      事業着手

44 茨城県 龍ヶ崎市 農業基盤整備促進事業 大宮・馴柴 6               - 6                        事業着手

45 茨城県
古河市、取手
市　ほか

農村地域防災減災事業 第1茨城防災 29,666        1.02           366                    

46 茨城県
水戸市、筑西
市

農村地域防災減災事業 第2茨城防災 529            - 292                    

（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。

 茨城　補助 - 4



補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

47 茨城県 常陸大宮市 復旧治山事業 三美 97             - 17                      

48 茨城県 大子町 復旧治山事業 中郷 125            - 35                      

49 茨城県 高萩市 復旧治山事業 福平 70             - 44                      

50 茨城県 東海村 防災林造成事業 白方 179            - 49                      

51 茨城県 日立市 防災林造成事業 伊師 520            - 95                      事業着手

52 茨城県 北茨城市 保安林整備事業 小豆畑 20             - 7                        事業着手

53 茨城県 笠間市 保安林整備事業 上郷 8               - 8                        事業着手

54 茨城県 鉾田市 保安林緊急改良事業 荒地 44             - 4                        事業着手

55 茨城県 日立市 保安林整備事業 諏訪町 1               - 1                        

56 茨城県 笠間市 林業専用道等整備事業 岡の宿八田線 50             - 21                      

57 茨城県
日立市、常陸
太田市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

八溝多賀 1,974         4.75           517                    

58 茨城県
水戸市、笠間
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

水戸那珂 189            - 49                      

 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

 茨城　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）

 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

59 茨城県
土浦市、古河
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

霞ヶ浦 246            - 64                      

（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。

 茨城　補助 - 6



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）

60 茨城県
行方市、鹿嶋
市　ほか

水産環境整備事業 霞ヶ浦 780             - 5                        

（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

 茨城　補助 - 7



交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 茨城県 農山漁村地域整備交付金 1,328                   

（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）

茨城　交付金等 - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-1 茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（一期） 水戸市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

直-2 茨城県 国営かんがい排水事業 那珂川沿岸（二期） 水戸市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

直-5 茨城県 森林環境保全整備事業 八溝多賀 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町

直-6 茨城県 森林環境保全整備事業 水戸那珂 水戸市、笠間市、城里町、東海村

直-7 茨城県 森林環境保全整備事業 霞ヶ浦 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、桜川市

補-16 茨城県
農業競争力強化基盤整備
事業

霞ヶ浦用水Ⅲ期
下妻市、つくば市、古河市、結城市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、常総
市、八千代町

補-17 茨城県
農業競争力強化基盤整備
事業

那珂川沿岸 水戸市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

補-33 茨城県
農業競争力強化基盤整備
事業

茨城中西部 笠間市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町

補-45 茨城県 農村地域防災減災事業 第1茨城防災 古河市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、利根町

補-57 茨城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

八溝多賀 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町

補-58 茨城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

水戸那珂 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、城里町、大洗町、東海村

補-59 茨城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

霞ヶ浦

土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、取手市、牛久市、つくば
市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、筑西市、かすみがうら市、神栖
市、行方市、桜川市、鉾田市、常総市、つくばみらい市、小美玉市、美浦村、阿
見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

 茨城　参考 - 1



（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-60 茨城県 水産環境整備事業 霞ヶ浦 行方市、鹿嶋市、小美玉市

 茨城　参考 - 2


