
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 宮城県 石巻市、登米市 国営かんがい排水事業 中津山 15,400        
排水機場２ヶ所
排水路L=3.1km

1.04           198                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：3,314百
万円

2 宮城県
仙台市、名取市、
岩沼市

国営かんがい排水事業 南貞山堀沿岸 8,200         
排水機場４ヶ所
排水路L=3.1km
防潮樋門１式

1.32           -                    

（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。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 宮城県 栗原市 直轄治山事業 迫川 18,876        山腹工 80ha、渓間工 76基 2.01           478                 

4 宮城県 栗原市 復旧治山事業 湯ノ倉上流 8,133         渓間工61基、山腹工47ha 2.24           199                 

5 宮城県 栗原市 復旧治山事業 荒砥沢 1,980         渓間工13基、山腹工18.20ha 1.95           55                   

6 宮城県 石巻市 復旧治山事業 伊勢畑沢 25             渓間工1基 - 25                   事業着手

7 宮城県 仙台市 復旧治山事業 二口 11             山腹工0.23ha - 11                   事業着手

8 宮城県 大崎市 保安林整備事業 大崎 16             森林整備47ha - 16                   

9 宮城県 加美町 保安林整備事業 吉田 6               森林整備18ha - 6                    

10 宮城県 石巻市 保安林整備事業 石巻 7               森林整備20ha - 7                    

11 宮城県 仙台市 保安林整備事業 仙台 6               森林整備14ha - 6                    

12 宮城県 丸森町 保安林整備事業 丸森 10             森林整備24ha - 10                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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 地区名 全体事業費

13 宮城県
大崎市、石巻市
ほか

森林環境保全整備事
業

宮城北部 4,305         
更新面積455ha、保育面積
10,401ha、路網開設延長
26.8km

6.74           818                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：945百万
円

14 宮城県
仙台市、七ヶ宿町
ほか

森林環境保全整備事
業

宮城南部 1,692         
更新面積209ha、保育面積
3,951ha、路網開設延長
22.1km

5.66           414                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：569百万
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。

（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２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 宮城県
大崎市、涌谷
町

農業競争力強化基盤整備
事業

田尻第２ 4,042         1.04           15                      

2 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

江合左岸 9,880         1.11           170                    

3
宮城県

（岩手県）
栗原市、（一
関市）

農業競争力強化基盤整備
事業

川北 4,748         1.48           218                    

4 宮城県
大崎市、美里
町

農業競争力強化基盤整備
事業

中埣西部 6,232         1.39           139                    

5 宮城県
栗原市、登米
市

農業競争力強化基盤整備
事業

川北２期 6,614         1.46           99                      

6 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

田尻西部 7,080         1.31           213                    

7 宮城県
美里町、大崎
市

農業競争力強化基盤整備
事業

清水川北浦 7,720         1.38           113                    

8 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

田尻中央 2,932         1.08           4                        

9 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

田尻中央２期 3,374         1.08           97                      

10 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

広長 795            - 20                      

11 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

広長２期 760            - 50                      

12 宮城県 涌谷町
農業競争力強化基盤整備
事業

名鰭 1,156         1.05           82                      

 当該予算の
事業費

前回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

宮城　補助 - 1



補助事業（平成２７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

前回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 宮城県 美里町
農業競争力強化基盤整備
事業

青生 1,364         1.55           17                      

14 宮城県
美里町、大崎
市

農業競争力強化基盤整備
事業

青生２期 1,230         1.55           25                      

15 宮城県 登米市
農業競争力強化基盤整備
事業

石森 3,624         1.24           2                        

16 宮城県 登米市
農業競争力強化基盤整備
事業

桜場 3,539         1.57           2                        

17 宮城県 登米市
農業競争力強化基盤整備
事業

新井田南部 1,227         1.49           72                      

18 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

千刈江 1,290         1.05           159                    

19 宮城県 加美町
農業競争力強化基盤整備
事業

東鹿原 972            - 38                      事業着手

20 宮城県 大崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

下野目東部 3,277         1.08           75                      事業着手

21 宮城県
登米市、栗原
市

農業競争力強化基盤整備
事業

伊豆沼２工区 1,866         1.12           70                      事業着手

22 宮城県 美里町 農業基盤整備促進事業 起谷 11             - 9                        

23 宮城県 美里町 農業基盤整備促進事業 中埣 24             - 9                        

24 宮城県 涌谷町 農業基盤整備促進事業 吉住 29             - 9                        

宮城　補助 - 2



補助事業（平成２７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

前回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 宮城県 大和町 農業基盤整備促進事業 落合 257            - 32                      

26 宮城県 石巻市 農業基盤整備促進事業 桃生町西部 241            - 44                      

27 宮城県 石巻市 農業基盤整備促進事業 真野 147            - 30                      

28 宮城県 登米市 農業基盤整備促進事業 登米吉田（１） 470            - 39                      

29 宮城県
大和町､富谷
町

農業基盤整備促進事業 富谷北部 394            - 11                      事業着手

30 宮城県 石巻市 農業基盤整備促進事業 桃生町２期 483            - 27                      事業着手

31 宮城県 東松島市 農業基盤整備促進事業 小野 45             - 11                      

32 宮城県 登米市 農業基盤整備促進事業 登米吉田（２） 705            - 39                      事業着手

33 宮城県 登米市 農業基盤整備促進事業 新蒲 6               - 6                        事業着手

34 宮城県
角田市、丸森
町

農業基盤整備促進事業 隈東（４） 20             - 6                        事業着手

35 宮城県 大崎市 農業基盤整備促進事業 亥の丸 10             - 10                      事業着手

36 宮城県 栗原市 農業基盤整備促進事業 小山田川沿岸（１） 30             - 5                        事業着手
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補助事業（平成２７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

前回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 宮城県
栗原市､登米
市

農業基盤整備促進事業 迫川上流（４） 93             - 14                      事業着手

38 宮城県 登米市 農村地域防災減災事業 加々巻 343            - 10                      

39 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 沼倉２期 1,591         1.30           200                    

40 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 上沼３期 364            - 64                      

41 宮城県 大崎市 農村地域防災減災事業 貝抜沢 182            - 127                    

42 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 沖富 1,100         1.17           25                      

43 宮城県 登米市 農村地域防災減災事業 豊里 883            - 70                      

44 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 猿飛来 200            - 88                      

45 宮城県 栗原市 農村地域防災減災事業 御駒堂２期 31             - 31                      

46 宮城県 丸森町 農村地域防災減災事業 隈東 767            - 30                      事業着手

47 宮城県 丸森町 農村地域防災減災事業 小斎清水 228            - 13                      

（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２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

48 宮城県 栗原市 復旧治山事業 坂下 861            - 29                      

49 宮城県 栗原市 復旧治山事業 西山沢 146            - 85                      

50 宮城県 川崎町 復旧治山事業 六方山 72             - 30                      

51 宮城県 東松島市 復旧治山事業 浅井 134            - 21                      

52 宮城県 利府町 復旧治山事業 番ヶ森 83             - 55                      

53 宮城県 栗原市 地すべり防止事業 蟹沢 665            - 65                      

54 宮城県 蔵王町 保安林緊急改良事業 土浮山 20             - 6                        

55 宮城県 大和町 保安林整備事業 旦ノ原 51             - 4                        

56 宮城県 大崎市 保安林整備事業 川東 18             - 9                        

57 宮城県 色麻町 保安林整備事業 高石倉 19             - 7                        

58 宮城県 栗原市 保安林整備事業 日向山 12             - 3                        

59 宮城県 丸森町 保安林整備事業 西山 144            - 9                        

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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

60 宮城県 栗原市 保安林整備事業 的場 42             - 5                        

61 宮城県 栗原市 保安林整備事業 東沼ヶ森 33             - 5                        

62 宮城県 栗原市 保安林整備事業 霊堂沢 7               - 7                        事業着手

63 宮城県 蔵王町 保安林整備事業 土浮山外 2               - 2                        

64 宮城県 七ヶ宿町 保安林整備事業 小崎山外 4               - 4                        

65 宮城県 角田市 保安林整備事業 諏訪部 7               - 7                        

66 宮城県 丸森町 保安林整備事業 松 4               - 4                        

67 宮城県 大和町 保安林整備事業 上嘉太神南 9               - 9                        

68 宮城県 栗原市 保安林整備事業 東沼ヶ森外 2               - 2                        

69 宮城県 石巻市 保安林整備事業 鮎川浜外 2               - 2                        

70 宮城県 栗原市 保安林整備事業 紙漉沢 4               - 4                        

71 宮城県 川崎町 保安林整備事業 藤株山外 1               - 1                        
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補助事業（平成２７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

前回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

72 宮城県 山元町 保安林整備事業 坂元 2               - 2                        

73 宮城県 七ヶ浜町 保安林整備事業 菖蒲田浜 1               - 1                        

74 宮城県 石巻市 保安林整備事業 粟ヶ崎外 2               - 2                        

75 宮城県
大和町、大郷
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

宮城北部 3,227         2.12           157                    

76 宮城県
白石市、角田
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

宮城南部 2,004         2.15           97                      

（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２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 宮城県 農山漁村地域整備交付金 1,643                   

2 宮城県 美しい森林づくり基盤整備交付金 3                         

（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２７年度当初予算）

直-13 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部
大崎市、石巻市、気仙沼市、登米市、栗原市、東松島市、加美町、色麻町、大和
町、女川町、南三陸町

直-14 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部
仙台市、名取市、白石市、角田市、岩沼市、七ヶ浜町、村田町、川崎町、山元
町、亘理町、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町

補-75 宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮城北部
大和町、大郷町、富谷町、大衡村、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、
栗原市、石巻市、東松島市、女川町、登米市、気仙沼市、南三陸町

補-76 宮城県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮城南部
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森
町、仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、山元町、松島町、
七ヶ浜町、利府町

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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