
千葉　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 千葉県 旭市
農業競争力強化基盤整備
事業

飯岡西部 2,530         1.13           54                      

2 千葉県 富里市 農業基盤整備促進事業 中沢（第４工区） 7               - 7                        事業着手

3 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 上佐久間 259            - 16                      

4 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 大崩 180            - 10                      

5 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 成川 196            - 40                      

6 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 西条中 180            - 40                      

7 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 下小原 130            - 29                      

8 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 遣水 115            - 30                      

9 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 二子 160            - 12                      

10 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 田子山田 185            - 29                      

11 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 瀬高 117            - 9                        

12 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 房田 196            - 17                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度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

（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。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等



千葉　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

13 千葉県 南房総市 地すべり防止事業 荒川 284            - 151                    

14 千葉県 白子町 防災林造成事業 剃金 91             - 49                      事業着手

15 千葉県 一宮町 防災林造成事業 東浪見 162            - 51                      事業着手

16 千葉県 館山市 防災林造成事業 布沼 190            - 43                      

17 千葉県 館山市 保安林緊急改良事業 坂井　外 875            - 82                      

18 千葉県 白子町 保安林整備事業 剃金　外 18             - 18                      事業着手

19 千葉県 富津市 保安林整備事業 富津　外 3               - 3                        事業着手

20 千葉県 富津市 防災林造成事業 篠部　外 77             - 45                      

21 千葉県 富津市 保安林緊急改良事業 川名 28             - 13                      

22 千葉県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千葉北部 166             - 16                        

23 千葉県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千葉南部 613             - 59                        

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度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

（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。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等



千葉　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

24 千葉県 鴨川市 水産生産基盤整備事業 小湊 1,222         1.37           140                    

25 千葉県 漁港施設機能強化事業 船形等沿岸 309            － 144                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度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



千葉　補助（ゼロ国）　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 千葉県 鴨川市 地すべり防止事業 奈良林 168            － 128                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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。

 当該補正予算の
事業費

前年度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 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



千葉　補助（ゼロ国）　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

2 千葉県 漁港施設機能強化事業 船形等沿岸 309  － 138

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」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

 当該補正予算の
事業費

前年度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 全体事業費



千葉　交付金等　-　1

交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 千葉県 農山漁村地域整備交付金 2,315                   

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）
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