
④環境整備事業等

環境整備、水質浄化等のＢ／Ｃによる経済性の評価を一般になされてこなかった

事業については、試行的に算定したＢ／Ｃ（費用対効果分析）により経済性を評価。

○環境整備事業等における費用対効果分析の試行方法

事 業 種 計 測 方 法 （ 概 要 ）

１．河川事業（環境整備） ＣＶＭ調査等により、河川環境の改善による便益

（総便益）を算定し、これを全体事業費で除するこ

とによりＢ／Ｃを算定。

２．ダム貯水池の水質保全等 代替法による浄化処理に係るコスト低減効果やＣ

ＶＭ調査等によるダム環境の改善による便益（総便

益）を算定し、これを全体事業費で除することによ

りＢ／Ｃを算定。

．海岸事業（環境整備） 海岸の景観・環境等が存在することによって享受で３

きる便益または海岸を利用することによる便益をＣＶ

Ｍなどで評価算定。

３．新規事業採択箇所

上記評価手法を用いて検討を行った結果、平成20年度河川局関係予算配分における新規

事業箇所の採択箇所数は以下のとおり。

種 別 採択箇所数

直轄 補助 合計

３ ５ ８河川事業

１ １ ２ダム事業

うち建設事業 ０ ０ ０

０ ４８ ４８砂防事業等

１ １０ １１海岸事業

合 計 ５ ６４ ６９
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様式Ａ

○河川局関係新規事業箇所について
事　　　業　　　名 事業主体 事業箇所

(1)河川事業

　①河川事業

【直轄河川改修事業】

千曲川土地利用一体型水防災事業 北陸地方整備局 長野県中野市

物部川特定構造物改築事業 四国地方整備局 高知県香南市

2事業

【河川改修事業（補助）】

・広域基幹河川改修事業（基幹河川改修事業）

柿川広域基幹河川改修事業 新潟県 新潟県長岡市

・広域基幹河川改修事業（鉄道橋・道路橋緊急対策事業）

右支夏井川鉄道橋・道路橋緊急対策事業 福島県 福島県田村郡小野町

2事業

・土地利用一体型水防災事業

馬淵川土地利用一体型水防災対策事業 青森県 青森県三戸郡南部町、三戸町

耳川（諸塚）土地利用一体型水防災事業 宮崎県 宮崎県東臼杵郡諸塚村

2事業

　②都市河川事業

【都市河川改修事業（補助）】

・都市基盤河川改修事業

奈坪川都市基盤河川改修事業 宇都宮市 栃木県宇都宮市

1事業

　③都市水環境整備事業

【総合水系環境整備事業】

相模川水系総合水系環境整備事業 関東地方整備局 神奈川県平塚市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町

1事業

(2)ダム事業

【水資源機構事業】

木曾川水系連絡導水路事業
中部地方整備局
独立行政法人水資源機
構

岐阜県揖斐郡揖斐川町、加茂郡坂祝町
岐阜県岐阜市、羽島市*・海津市*
　（*今後の詳細設計により確定）

1事業

【河川総合開発事業（補助）】

最上小国川ダム建設事業 山形県 山形県最上郡最上町

1事業

(3)砂防事業等

【砂防事業（補助）】

子熊の沢川通常砂防事業 北海道 北海道北斗市

小川平沢通常砂防事業 青森県 青森県青森市

似鳥の沢火山砂防事業 岩手県 岩手県二戸市

谷地沢通常砂防事業 秋田県 秋田県雄勝郡東成瀬村

小杉崎沢川通常砂防事業 秋田県 秋田県仙北郡美郷町

和合沢通常砂防事業 長野県 長野県上田市

穴山川通常砂防事業 長野県 長野県上伊那郡辰野町

下宮入沢火山砂防事業 長野県 長野県南佐久郡佐久穂町

前田川通常砂防事業　 兵庫県 兵庫県神崎郡市川町

冬野川通常砂防事業 奈良県 奈良県高市郡明日香村

菖蒲谷川通常砂防事業 和歌山県 和歌山県日高郡由良町

奈古川通常砂防事業 山口県 山口県阿武郡阿武町

西猫谷川通常砂防事業 香川県 香川県丸亀市

宇佐川通常砂防事業 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市

14事業

【地すべり対策事業】

端野忠志地区地すべり対策事業 北海道 北海道北見市

上畑地区地すべり対策事業 千葉県 千葉県富津市

開窪地区地すべり対策事業 長野県 長野県下伊那郡阿南町

懸札地区地すべり対策事業 富山県 富山県氷見市

上地地区地すべり対策事業 鳥取県 鳥取県鳥取市

上那久地区地すべり対策事業 島根県 島根県隠岐郡隠岐の島町

小角地区地すべり対策事業 岡山県 岡山県高梁市

本村地区地すべり対策事業 愛媛県 愛媛県大洲市

黒田地区地すべり対策事業 愛媛県 愛媛県大洲市

神崎地区地すべり対策事業 愛媛県 愛媛県西宇和郡伊方町8



様式Ａ

○河川局関係新規事業箇所について
事　　　業　　　名 事業主体 事業箇所

緑ヶ丘地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県遠賀郡水巻町

玄界島地区地すべり対策事業 福岡県 福岡県福岡市西区

筒井地区地すべり対策事業 熊本県 熊本県八代市

熱田地区地すべり対策事業 沖縄県 沖縄県中頭郡 北中城村

14事業

【急傾斜地崩壊対策事業（補助）】

宮ノ内Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業 栃木県 栃木県佐野市多田町

道木地区急傾斜地崩壊対策事業 群馬県 群馬県根郡みなかみ町

御蔭ＡＢ地区急傾斜地崩壊対策事業 群馬県 群馬県渋川市

西坊田地区急傾斜地崩壊対策事業 千葉県 千葉県南房総市西坊田

森戸町２地区急傾斜地崩壊対策事業 千葉県 千葉県銚子市森戸町

岡田(２)地区急傾斜地崩壊対策事業 東京都 東京都大島町岡田

転石地区急傾斜地崩壊対策事業 長野県 長野県南佐久郡川上村

大熊地区急傾斜地崩壊対策事業 長野県 長野県諏訪市

神代地区急傾斜地崩壊対策事業 長野県 長野県諏訪郡富士見町

京ヶ峰１丁目地区急傾斜地崩壊対策事業 新潟県 新潟県糸魚川市京ヶ峰１丁目

茶屋垣内地区急傾斜地崩壊対策事業 三重県 三重県津市美杉町

五幡地区急傾斜地崩壊対策事業 福井県 福井県敦賀市

下小田急傾斜地崩壊対策事業 京都府 福知山市下小田

宝持山地区急傾斜地崩壊対策事業 大阪府 大阪府箕面市箕面一丁目

新家地区急傾斜地崩壊対策事業 大阪府 泉南市新家

赤浜東地区急傾斜地崩壊対策事業 岡山県 岡山県総社市

惣田谷下地区急傾斜地崩壊対策事業 愛媛県 愛媛県東温市

小才角（西）地区急傾斜地崩壊対策事業 高知県 高知県幡多郡大月町

伏原（１）地区急傾斜地崩壊対策事業 福岡県 福岡県田川郡福智町

中道地区急傾斜地崩壊対策事業 熊本県 熊本県葦北郡芦北町

20事業

(4)海岸事業

【直轄海岸保全施設整備事業】

宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業 九州地方整備局 宮崎県宮崎市

1事業

【海岸保全施設整備事業（補助）】

・高潮対策事業（補助）

白木海岸高潮対策事業 新潟県 新潟県佐渡市

出走海岸高潮対策事業 愛媛県 愛媛県今治市

東高塩海岸高潮対策事業 長崎県 長崎県南島原市

3事業

・侵食対策事業（補助）

押水・羽咋海岸侵食対策事業 石川県 石川県羽咋郡宝達志水町

田原・豊橋海岸侵食対策事業 愛知県 愛知県田原市、豊橋市

2事業

・海岸耐震対策緊急事業（補助）

三重県海岸耐震対策緊急事業（国府海岸） 三重県 三重県志摩市

徳島県海岸耐震対策緊急事業（宍喰浦海岸） 徳島県 徳島県海部郡海陽町

2事業

・海岸堤防等老朽化対策緊急事業（補助）

広島県海岸堤防等老朽化対策緊急事業（深江海岸） 広島県 広島県廿日市市

鹿児島県海岸堤防等老朽化対策緊急事業（東方海岸） 鹿児島県 鹿児島県指宿市

2事業

【海岸環境整備事業（補助）】

・海岸環境整備事業（補助）

南九十九里海岸環境整備事業 千葉県
千葉県山武郡九十九里町、山武郡大網白里
町、長生郡白子町、長生郡長生村、長生郡
一宮町

1事業
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