
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 神奈川県 山北町 水源地域整備事業 世附 255            
山腹工1.12ha、渓間工5基、
森林整備40ha

- 73                   

2 神奈川県
山北町、箱根町
ほか

森林環境保全整備事
業

神奈川 383            
更新面積35ha、保育面積
1,093ha

- 121                 

（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

神奈川　直轄 - 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）

1 神奈川県 小田原市 農村地域防災減災事業 曽我別所 486            - 18                      

2 神奈川県 伊勢原市 農村地域防災減災事業 筒川３期 220            - 18                      

3 神奈川県 愛川町 農村地域防災減災事業 北下谷 215            - 20                      

4 神奈川県
小田原市、大
井町

農村地域防災減災事業 鬼柳２期 800            - 40                      

（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

神奈川　補助 - 1



補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

5 神奈川県 山北町
奥地保安林保全緊急対策
事業

鬼石沢ほか 101            - 26                      

6 神奈川県 山北町 水源森林再生対策事業 山神山ほか 542            - 116                    

7 神奈川県 厚木市 復旧治山事業 前高取沢 173            - 58                      

8 神奈川県 山北町 復旧治山事業 芝安戸沢 132            - 34                      

9 神奈川県 山北町 復旧治山事業 細川沢 381            - 66                      

10 神奈川県 南足柄市 復旧治山事業 コヤバノ沢 88             - 37                      

11 神奈川県 相模原市 復旧治山事業 西原 129            - 4                        

12 神奈川県 山北町 復旧治山事業 峰の沢 476            - 56                      事業着手

13 神奈川県 小田原市 復旧治山事業 四ッ尾沢 74             - 38                      事業着手

14 神奈川県 清川村 保安林整備事業 女郎小屋沢 15             - 15                      事業着手

15 神奈川県 松田町 保安林整備事業 可難沢 13             - 7                        事業着手

16 神奈川県 松田町 保安林整備事業 ヒネゴ沢 3               - 3                        

 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

神奈川　補助 - 2



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

17 神奈川県 藤沢市 保安林整備事業 湘南海岸ほか 91             - 91                      

18 神奈川県
横浜市、川崎
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

神奈川 600            - 406                    

（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。

神奈川　補助 - 3



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）

19 神奈川県 三浦市 水産流通基盤整備事業 三崎 4,696         5.11           477                    
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

20 神奈川県 小田原市 水産流通基盤整備事業 小田原 11,777        1.09           367                    

21 神奈川県 横須賀市 水産流通基盤整備事業 長井 1,998         1.55           51                      

22 神奈川県 三浦市 水産環境整備事業 三崎 802            - 6                        事業着手

（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

神奈川　補助 - 4



交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 神奈川県 農山漁村地域整備交付金 560                      

（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）

神奈川　交付金 - 1



（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-2 神奈川県 森林環境保全整備事業 神奈川 相模原市、秦野市、山北町、箱根町、湯河原町

補-18 神奈川県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

神奈川

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、
茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座
間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、
松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

神奈川　参考 - 1


