
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1
福岡県

（佐賀県）
大牟田市、久留
米市 ほか

国営かんがい排水事業 筑後川下流 184,000      
揚水機３ヶ所
導水路L=27.8km
制水工２ヶ所 ほか

1.11           1,200               

2 福岡県
久留米市、柳川
市、筑後市、大川
市、大木町

国営総合農地防災事
業

筑後川下流左岸 33,800        
クリーク（ため池 兼 用排兼
用水路）法面保護整備
L=70.3km

1.39           1,700               

3 福岡県
大牟田市、大川
市、柳川市、みや
ま市

直轄海岸保全施設整
備事業

有明海東部 36,400        
堤体工L=13.9km
排水樋門工４ヶ所 ほか

2.35           1,259               

（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）

4 福岡県 北九州市 復旧治山事業 頂吉山 45             山腹工0.95ha - 18                   

5 福岡県 宗像市 防災林造成事業 上浜山 17             植栽工3.00ha - 5                    

6 福岡県 糸島市 防災林造成事業 芥屋松原 22             植栽工2.00ha - 11                   

7 福岡県 岡垣町 防災林造成事業 手野山 27             
植栽工2.00ha、防風柵工
135m

- 16                   

8 福岡県 糸島市、福津市 防災林造成事業 芥屋松原外 10             森林整備6ha - 3                    事業着手

9 福岡県 八女市 水源地域整備事業 御側山 75             渓間工1基 - 34                   

10 福岡県 筑前町 保安林整備事業 坂根山外 18             森林整備65ha - 18                   

11 福岡県
飯塚市、宮若市
ほか

森林環境保全整備事
業

遠賀川 975            
更新面積187ha、保育面積
2,021ha、路網開設延長
14.4km

- 226                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

12 福岡県
福岡市、筑紫野
市ほか

森林環境保全整備事
業

福岡 794            
更新面積214ha、保育面積
1,653ha、路網開設延長
7.5km

- 115                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

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 福岡県
朝倉市、東峰村
ほか

森林環境保全整備事
業

筑後・矢部川 690            
更新面積196ha、保育面積
1,049ha、路網開設延長
9.1km

- 54                   

（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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機構営事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 福岡県
水資源機構かんがい
排水事業

両筑平野用水
二期

18,242         
頭首工１式
用水路L=26km ほか

1.07           1,214              

（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。

 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

事業名
地区名

（市町村名）
全体事業費 主要工事計画
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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 福岡県 久留米市
農業競争力強化基盤整備
事業

住吉 618            - 67                      

2 福岡県 大牟田市
農業競争力強化基盤整備
事業

三池干拓 627            - 5                        

3 福岡県 久留米市
農業競争力強化基盤整備
事業

三瀦 320            - 25                      

4 福岡県
小郡市、朝倉
市ほか

農業競争力強化基盤整備
事業

両筑第１ 470            - 130                    

5 福岡県 みやま市
農業競争力強化基盤整備
事業

名鶴 305            - 44                      

6 福岡県 柳川市
農業競争力強化基盤整備
事業

中島・住吉 175            - 100                    

7 福岡県 久留米市
農業競争力強化基盤整備
事業

白口線 111            - 44                      事業着手

8 福岡県 久留米市
農業競争力強化基盤整備
事業

草場 317            - 9                        事業着手

9
福岡県

（佐賀県）

久留米市、
（みやき町）ほ
か

農業競争力強化基盤整備
事業

三養基 6,500         1.15           20                      

10
福岡県

（佐賀県）

久留米市、
（佐賀市）ほ
か

農業競争力強化基盤整備
事業

佐賀東部 477            - 95                      

11 福岡県 鞍手町 農業基盤整備促進事業 小牧 61             - 4                        

 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

12 福岡県 柳川市 農業基盤整備促進事業 三橋･瀬高 387            - 24                      

13 福岡県 柳川市 農業基盤整備促進事業 三橋南部 338            - 24                      

14 福岡県 柳川市 農業基盤整備促進事業 大和町 620            - 31                      

15 福岡県 筑後市 農業基盤整備促進事業 筑後下妻 119            - 13                      

16 福岡県 みやま市 農業基盤整備促進事業 高田 186            - 16                      

17 福岡県 八女市 農業基盤整備促進事業 八女２期 105            - 17                      

18 福岡県 行橋市 農業基盤整備促進事業 天生田 41             - 5                        

19 福岡県 築上町 農業基盤整備促進事業 湊２ 130            - 9                        

20 福岡県 福津市 農村地域防災減災事業 福津 693            - 138                    

21 福岡県 宗像市 農村地域防災減災事業 宗像 352            - 104                    

22 福岡県 古賀市 農村地域防災減災事業 鍋谷 169            - 15                      

23 福岡県 小郡市 農村地域防災減災事業 西島 344            - 30                      
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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

24 福岡県 田川市 農村地域防災減災事業 田川 655            - 15                      

25 福岡県 広川町 農村地域防災減災事業 広川 333            - 75                      

26 福岡県 行橋市 農村地域防災減災事業 行橋 337            - 7                        

27 福岡県 豊前市 農村地域防災減災事業 豊前 342            - 45                      

28 福岡県
岡垣町、遠賀
町

農村地域防災減災事業 遠賀 300            - 75                      

29 福岡県 筑前町 農村地域防災減災事業 筑前 542            - 55                      

30 福岡県 飯塚市 農村地域防災減災事業 飯塚 519            - 77                      

31 福岡県 糸田町 農村地域防災減災事業 水落谷 138            - 50                      

32 福岡県 宮若市 農村地域防災減災事業 下有木 286            - 55                      

33 福岡県 柳川市 農村地域防災減災事業 大坪 2,243         1.04           200                    

34 福岡県 広川町 農村地域防災減災事業 上井手 556            - 69                      

35 福岡県 柳川市 農村地域防災減災事業 柳川南部 806            - 15                      
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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

36 福岡県 宗像市 農村地域防災減災事業 巌石（新） 130            - 20                      

37 福岡県 朝倉市 農村地域防災減災事業 池の迫 110            - 30                      

38 福岡県 宮若市 農村地域防災減災事業 岡田 191            - 25                      

39 福岡県 宮若市 農村地域防災減災事業 大振 99             - 1                        

40 福岡県 遠賀町 農村地域防災減災事業 虫生津 906            - 80                      

41 福岡県 八女市 農村地域防災減災事業 柏ノ木 767            - 112                    

42 福岡県 八女市 農村地域防災減災事業 南原 729            - 50                      

（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）

43 福岡県 朝倉市 復旧治山事業 隈江鳶谷 96             - 27                      

44 福岡県 うきは市 復旧治山事業 浮羽町田篭日南片 341            - 55                      

45 福岡県 八女市 保安林緊急改良事業 星野村字野際 外 7               - 7                        

46 福岡県
久留米市・う
きは市

水源森林再生対策事業 田主丸町・吉井町 996            - 91                      

47 福岡県 添田町 水源森林再生対策事業 落合 440            - 110                    

48 福岡県 みやこ町 復旧治山事業 喜多良（１） 199            - 59                      

49 福岡県 篠栗町 復旧治山事業 蛇ヶ谷 169            - 22                      

50 福岡県 朝倉市 復旧治山事業 大北 244            - 69                      

51 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 内浦 102            - 39                      

52 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 上畑（２） 90             - 26                      

53 福岡県 添田町 復旧治山事業 添田 80             - 35                      

54 福岡県 みやこ町 復旧治山事業 長戸 82             - 12                      

 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

55 福岡県 みやこ町 復旧治山事業 喜多良（２） 122            - 19                      

56 福岡県 八女市 復旧治山事業 佛迫 414            - 90                      

57 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 高倉（１） 109            - 30                      

58 福岡県 久山町 復旧治山事業 桂木 165            - 27                      

59 福岡県 筑紫野市
奥地保安林保全緊急対策
事業

香園 201            - 26                      

60 福岡県 久留米市 復旧治山事業 カナザイ 117            - 22                      

61 福岡県 嘉麻市 復旧治山事業 別所 123            - 65                      

62 福岡県 久留米市 復旧治山事業 山本町豊田字前田 116            - 44                      

63 福岡県 北九州市 復旧治山事業 畑（２） 80             - 40                      

64 福岡県 うきは市 復旧治山事業
浮羽町田篭日南片
（２）

111            - 35                      事業着手

65 福岡県 太宰府市 復旧治山事業 大佐野 103            - 55                      事業着手

66 福岡県 糸島市 復旧治山事業 瑞梅寺 129            - 74                      事業着手
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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

67 福岡県 北九州市 復旧治山事業 畑（１） 75             - 46                      事業着手

68 福岡県 北九州市 復旧治山事業 畠田 84             - 6                        事業着手

69 福岡県 岡垣町 復旧治山事業 手野 70             - 33                      事業着手

70 福岡県 朝倉市 保安林緊急改良事業 安養寺 10             - 10                      事業着手

71 福岡県 福岡市 保安林緊急改良事業 奈多 13             - 13                      事業着手

72 福岡県 嘉麻市 保安林緊急改良事業 ソヲツ谷 4               - 4                        事業着手

73 福岡県 添田町 保安林緊急改良事業 落合 9               - 4                        事業着手

74 福岡県 築上町 保安林緊急改良事業 高塚 7               - 7                        事業着手

75 福岡県 八女市 保安林整備事業 上陽町上横山外 10             - 10                      

76 福岡県 八女市 保安林整備事業 黒木町笠原外 7               - 7                        

77 福岡県 八女市 保安林整備事業 星野村 5               - 5                        

78 福岡県 八女市 保安林整備事業 矢部村北矢部外 7               - 7                        
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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

79 福岡県 久留米市 保安林整備事業 高良内町　外 2               - 2                        

80 福岡県 うきは市 保安林整備事業 小塩　外 6               - 6                        

81 福岡県 朝倉市 保安林整備事業 江川　外 11             - 11                      

82 福岡県 東峰村 保安林整備事業 宝珠山　外 4               - 4                        

83 福岡県 福岡市 保安林整備事業 奈多ほか 1               - 1                        

84 福岡県 宗像市 保安林整備事業 鐘崎ほか 2               - 2                        

85 福岡県 福津市 保安林整備事業 花見が浜３丁目 1               - 1                        

86 福岡県 糸島市 保安林整備事業 二丈吉井ほか 7               - 7                        

87 福岡県 宇美町 保安林整備事業 炭焼 1               - 1                        

88 福岡県 久山町 保安林整備事業 久原 1               - 1                        

89 福岡県 北九州市 保安林整備事業 新道寺　外 14             - 13                      

90 福岡県 添田町 保安林整備事業 津野 2               - 2                        
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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

91 福岡県 飯塚市 保安林整備事業 内住外 10             - 10                      

92 福岡県 宮若市 保安林整備事業 三ヶ畑外 11             - 11                      

93 福岡県 添田町 保安林整備事業 落合外 9               - 9                        

94 福岡県 川崎町 保安林整備事業 安眞木 7               - 3                        

95 福岡県 行橋市 保安林整備事業 稲童外 4               - 4                        

96 福岡県 豊前市 保安林整備事業 岩屋外 7               - 6                        

97 福岡県 苅田町 保安林整備事業 新津外 5               - 5                        

98 福岡県 みやこ町 保安林整備事業 犀川帆柱外 2               - 2                        

99 福岡県 上毛町 保安林整備事業 東上外 7               - 6                        

100 福岡県 築上町 保安林整備事業 高塚外 5               - 5                        

101 福岡県 添田町 林業専用道整備事業 戸立・坂谷線 106            - 52                      

102 福岡県
北九州市、中
間市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

遠賀川 3,243         3.61           392                    
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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

103 福岡県
福岡市、筑紫
野市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

福岡 993            - 120                    

104 福岡県
久留米市、小
郡市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

筑後・矢部川 3,777         10.05         457                    

（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）

105 福岡県 宗像市 水産流通基盤整備事業 鐘崎 4,116         1.30           203                    
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

106 福岡県 福岡市 水産流通基盤整備事業 博多 2,598         2.69           51                      工事着手

107 福岡県 糸島市 漁港施設機能強化事業 加布里 152             - 49                      

108 福岡県 北九州市 漁港施設機能強化事業 柄杓田 320             - 74                      

109 福岡県 柳川市 漁港施設機能強化事業 沖端 456             - 20                      

110 福岡県 糸島市 漁港施設機能強化事業 岐志 90              - 9                        

111 福岡県 福岡市 漁港施設機能強化事業 小呂島 600             - 160                    

112 福岡県
大牟田市、柳
川市　ほか

水産環境整備事業 福岡有明海 15,260        1.89           1,951                  

113 福岡県
北九州市、福
岡市　ほか

水産環境整備事業 福岡筑前海 3,927         1.50           486                    
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

114 福岡県
北九州市、苅
田町　ほか

水産環境整備事業 豊前中南部 1,411         1.27           144                    
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

115 福岡県 行橋市 水産生産基盤整備事業 沓尾 3,893         1.12           254                    
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

 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）

　水産基盤整備事業 （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

116 福岡県 糸島市 水産生産基盤整備事業 船越 2,262         1.25           128                    

117 福岡県 柳川市 水産生産基盤整備事業 中島 2,338         1.15           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２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 福岡県 農山漁村地域整備交付金 2,656                   

2 福岡県 美しい森林づくり基盤整備交付金 16                       

（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）

福岡　交付金 - 1



（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-1
福岡県

（佐賀県）
国営かんがい排水事業 筑後川下流

大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町
（佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、武雄市、吉野ヶ里町、みやき町、
上峰町、大町町、江北町、白石町）

直-11 福岡県 森林環境保全整備事業 遠賀川
北九州市、直方市、飯塚市、豊前市、宮若市、嘉麻市、芦屋町、岡垣町、遠賀
町、鞍手町、香春町、添田町、福智町、みやこ町、上毛町、築上町、小竹町

直-12 福岡県 森林環境保全整備事業 福岡
福岡市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、那珂川町、宇
美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、糸島市

直-13 福岡県 森林環境保全整備事業 筑後・矢部川 朝倉市、みやま市、筑前町、東峰村、八女市

補-4 福岡県
農業競争力強化基盤整備
事業

両筑第1 小郡市、朝倉市、筑前町、大刀洗町

補-9
福岡県

（佐賀県）
農業競争力強化基盤整備
事業

三養基 久留米市、（みやき町、上峰町）

補-10
福岡県

（佐賀県）
農業競争力強化基盤整備
事業

佐賀東部 久留米市、大川市（佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、みやき町、上峰町）

補-102 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

遠賀川

北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、直方市、飯塚市、田川
市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川﨑
町、大任町、赤村、福智町、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、上毛町、築上
町

補-103 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

福岡
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸
島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

補-104 福岡県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

筑後・矢部川
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大牟田市、八女市、み
やま市、広川町

補-112 福岡県 水産環境整備事業 福岡有明海 柳川市、大川市、みやま市、大牟田市

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２７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-113 福岡県 水産環境整備事業 福岡筑前海 福岡市、北九州市、宗像市、福津市、新宮町、糸島市、芦屋町、岡垣町

補-114 福岡県 水産環境整備事業 豊前中南部 北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、築上町、吉富町

福岡　参考 - 2


