
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 富山県
富山市、高岡市、
射水市

国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

射水平野 2,200         
排水機場３ヶ所
水管理施設１式

9.76           185                 

2 富山県
高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺
市

国営総合農地防災事
業

庄川左岸 27,000        
放水路L=6.9km
排水路L=11.7km

5.17           2,313               

（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

富山　直轄 - 1



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 富山県 富山市 直轄治山事業 常願寺川 13,000        山腹工 10ha、渓間工 32基 3.50           271                 

4 富山県 上市町 復旧治山事業 小又川 555            渓間工4基、山腹工0.37ha - 60                   

5 富山県 上市町 復旧治山事業 ブナクラ谷 580            渓間工17基、山腹工0.13ha - 26                   

6 富山県 南砺市 復旧治山事業 大牧 350            渓間工7基、山腹工0.52ha - 13                   

7 富山県 立山町 復旧治山事業 松尾谷 919            渓間工15基 - 40                   

8 富山県 南砺市 保安林整備事業 大牧（長棟） 98             森林整備570ha - 6                    

9 富山県
富山市、魚津市
ほか

森林環境保全整備事
業

神通川 184            
保育面積168ha、路網開設
延長2.0km

- 48                   

10 富山県 南砺市
森林環境保全整備事
業

庄川 18             保育面積51ha - 1                    

（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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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 富山県 滑川市
農業競争力強化基盤整備
事業

滑川東部 945            - 21                      

2 富山県 砺波市
農業競争力強化基盤整備
事業

高波東部 635            - 49                      

3 富山県 氷見市
農業競争力強化基盤整備
事業

大浦 1,891         1.00           59                      

4 富山県 黒部市
農業競争力強化基盤整備
事業

飯沢栃沢 1,015         1.05           63                      

5 富山県 氷見市
農業競争力強化基盤整備
事業

七分一 662            - 36                      

6 富山県 射水市
農業競争力強化基盤整備
事業

土合 1,603         1.23           43                      

7 富山県
朝日町、入善
町

農業競争力強化基盤整備
事業

舟川新 1,316         1.24           90                      

8 富山県 射水市
農業競争力強化基盤整備
事業

広上 1,506         1.10           100                    

9 富山県 小矢部市
農業競争力強化基盤整備
事業

金屋本江 442            - 23                      

10 富山県 滑川市
農業競争力強化基盤整備
事業

滑川東部２期 520            - 37                      

11 富山県 立山町
農業競争力強化基盤整備
事業

高原 315            - 5                        

12 富山県 砺波市
農業競争力強化基盤整備
事業

高波西部 630            - 30                      

 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）

　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 富山県 射水市
農業競争力強化基盤整備
事業

水戸田 1,291         1.24           150                    

14 富山県 黒部市
農業競争力強化基盤整備
事業

若栗南部 630            - 31                      

15 富山県 高岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

反保島 409            - 40                      

16 富山県 小矢部市
農業競争力強化基盤整備
事業

田川 407            - 20                      

17 富山県 朝日町
農業競争力強化基盤整備
事業

窪田 1,055         1.24           121                    

18 富山県 砺波市
農業競争力強化基盤整備
事業

若林 446            - 61                      

19 富山県 魚津市
農業競争力強化基盤整備
事業

三ヶ 600            - 71                      

20 富山県 高岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

土屋・鳥倉 876            - 74                      

21 富山県 南砺市
農業競争力強化基盤整備
事業

川西 256            - 31                      

22 富山県 南砺市
農業競争力強化基盤整備
事業

大西 357            - 51                      

23 富山県 富山市
農業競争力強化基盤整備
事業

平榎 679            - 139                    

24 富山県 砺波市
農業競争力強化基盤整備
事業

東般若西部 768            - 8                        
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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

25 富山県 黒部市
農業競争力強化基盤整備
事業

荻生南部 676            - 11                      事業着手

26 富山県 富山市
農業競争力強化基盤整備
事業

長沢 513            - 11                      事業着手

27 富山県 富山市
農業競争力強化基盤整備
事業

水橋常願寺 480            - 11                      事業着手

28 富山県 高岡市
農業競争力強化基盤整備
事業

石堤 480            - 11                      事業着手

29 富山県 氷見市
農業競争力強化基盤整備
事業

城飯久保 373            - 11                      事業着手

30 富山県 富山市
農業競争力強化基盤整備
事業

針原 530            - 10                      

31 富山県 小矢部市
農業競争力強化基盤整備
事業

四ヶ村 1,440         1.03           68                      

32 富山県
高岡市、砺波
市、小矢部市

農業競争力強化基盤整備
事業

庄西１期 3,700         1.00           70                      

33 富山県 富山市
農業競争力強化基盤整備
事業

常願寺川左岸２期 119            - 10                      事業着手

34 富山県
南砺市、小矢
部市

農業競争力強化基盤整備
事業

小矢部川３期 119            - 10                      事業着手

35 富山県
富山市、射水
市

農業競争力強化基盤整備
事業

牛ヶ首２期 540            - 10                      事業着手

36 富山県
富山市、南砺
市ほか

農村地域防災減災事業 富山第１ 1,936         1.05           160                    
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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 富山県
氷見市、小矢
部市

農村地域防災減災事業 富山第２ 925            - 105                    

38 富山県 高岡市 農村地域防災減災事業 八口 59             - 51                      

39 富山県 氷見市 農村地域防災減災事業 平沢 90             - 20                      

40 富山県 小矢部市 農村地域防災減災事業 伊次郎大池 200            - 40                      

41 富山県 南砺市 農村地域防災減災事業 安居 150            - 49                      

42 富山県
砺波市、高岡
市ほか

農村地域防災減災事業 庄川左岸一期 6,390         5.18           520                    

43 富山県
砺波市、高岡
市ほか

農村地域防災減災事業 庄川左岸二期 5,350         5.18           420                    

44 富山県 魚津市 農村地域防災減災事業 七里池 105            - 10                      事業着手

45 富山県 魚津市 農村地域防災減災事業 坪野長池 110            - 10                      事業着手

46 富山県 氷見市 農村地域防災減災事業 上田 167            - 10                      事業着手

47 富山県 高岡市 農村地域防災減災事業 栃丘 200            - 12                      事業着手

48 富山県 小矢部市 農村地域防災減災事業 きじヶ谷 134            - 10                      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

49 富山県 富山市 農村地域防災減災事業 古沢 75             - 5                        事業着手

50 富山県 氷見市 農村地域防災減災事業 十二町 540            - 10                      事業着手

51 富山県 南砺市 農村地域防災減災事業 福光 465            - 30                      

52 富山県 南砺市 農村地域防災減災事業 岩淵２期 460            - 50                      

53 富山県 氷見市 農村地域防災減災事業 氷見３期 279            - 30                      

（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）

54 富山県 朝日町 復旧治山事業 宇津谷 100            - 26                      

55 富山県 上市町 復旧治山事業 伊折大平 170            - 23                      

56 富山県 富山市 復旧治山事業 下双嶺 115            - 26                      

57 富山県 南砺市 復旧治山事業 百瀬川東山 80             - 33                      

58 富山県 南砺市 復旧治山事業 入谷 111            - 29                      事業着手

59 富山県 小矢部市 復旧治山事業 峯坪野 109            - 49                      

60 富山県 高岡市 復旧治山事業 山川 100            - 52                      

61 富山県 富山市 地すべり防止事業 薄尾 850            - 216                    

62 富山県 富山市 地すべり防止事業 柚ノ木 440            - 26                      

63 富山県 南砺市 地すべり防止事業 大豆谷 420            - 48                      

64 富山県 南砺市 地すべり防止事業 東中江 900            - 57                      

65 富山県 南砺市 地すべり防止事業 小来栖 150            - 32                      事業着手

 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

66 富山県 南砺市 地すべり防止事業 桃敷谷 560            - 42                      

67 富山県 高岡市 地すべり防止事業 頭川上野 540            - 24                      

68 富山県 氷見市 地すべり防止事業 角間姿谷 280            - 40                      

69 富山県 氷見市 地すべり防止事業 味川 128            - 23                      事業着手

70 富山県 南砺市 防災林造成事業 小原 100            - 20                      事業着手

71 富山県 入善町 防災林造成事業 横山 330            - 19                      

72 富山県
氷見市・高岡
市

保安林緊急改良事業 窪外 128            - 36                      事業着手

73 富山県 南砺市
奥地保安林保全緊急対策
事業

坂上 245            - 50                      事業着手

74 富山県 朝日町 保安林整備事業 大平外 7               - 3                        

75 富山県 入善町 保安林整備事業 田中外 7               - 7                        

76 富山県 黒部市 保安林整備事業 宇奈月町内山外 5               - 3                        

77 富山県 黒部市 保安林整備事業 三ケ山外 3               - 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

78 富山県 魚津市 保安林整備事業 東城外 8               - 3                        

79 富山県 上市町 保安林整備事業 伊折桑ノ木谷 8               - 4                        

80 富山県 上市町 保安林整備事業 東種 9               - 6                        

81 富山県 立山町 保安林整備事業 栃津外 7               - 5                        

82 富山県 富山市 保安林整備事業 横平外 6               - 4                        

83 富山県 砺波市 保安林整備事業 庄川町庄外 10             - 5                        

84 富山県 南砺市 保安林整備事業 大勘場岩長山外 13             - 8                        

85 富山県 南砺市 保安林整備事業 高草嶺外 24             - 9                        

86 富山県 南砺市 保安林整備事業 天神外 18             - 16                      

87 富山県 小矢部市 保安林整備事業 嘉例谷外 18             - 9                        

88 富山県 高岡市 保安林整備事業 福岡町沢川外 18             - 12                      

89 富山県 氷見市 保安林整備事業 見内外 18             - 9                        
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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

90 富山県 富山市 林業専用道整備事業 中尾線 150            - 31                      

91 富山県 高岡市 林業専用道整備事業 元取山線 45             - 20                      事業着手

92 富山県
魚津市、滑川
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

神通川 998            - 219                    

93 富山県
高岡市、氷見
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

庄川 1,376         11.67         302                    

（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）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

94 富山県 朝日町 漁港施設機能強化事業 宮崎 775             - 10                      

95 富山県 黒部市 漁港施設機能強化事業 黒部 154             - 70                      

96 富山県 滑川市 漁港施設機能強化事業 滑川 231             - 50                      

97 富山県 射水市 漁港施設機能強化事業 新湊 937             - 42                      

98 富山県 氷見市 漁港施設機能強化事業 氷見 626             - 92                      

（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。

 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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交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 富山県 農山漁村地域整備交付金 2,781                   

2 富山県 美しい森林づくり基盤整備交付金 7                         

（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）

富山　交付金 - 1



（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-9 富山県 森林環境保全整備事業 神通川 富山市、魚津市、黒部市、上市町、立山町、朝日町

補-36 富山県 農村地域防災減災事業 富山第１ 富山市、南砺市、小矢部市、射水市、魚津市、朝日町

補-42 富山県 農村地域防災減災事業 庄川左岸一期 砺波市、高岡市、小矢部市、南砺市

補-43 富山県 農村地域防災減災事業 庄川左岸二期 砺波市、高岡市、小矢部市、南砺市

補-92 富山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

神通川 魚津市、滑川市、黒部市、朝日町、入善町、富山市、上市町、立山町

補-93 富山県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

庄川 高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、砺波市、南砺市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

富山　参考 - 1


