
千葉　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 千葉県 国営かんがい排水事業 北総中央 50,400        
揚水機場 2ヶ所
用水路 147.1km
取水口 2ヶ所

1.03 232                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：2,000百
万円

2 千葉県 国営かんがい排水事業 両総 108,900      
揚水機場 5ヶ所
用水路Ｌ＝88.9ｋｍ
排水路Ｌ＝5.9ｋｍ　ほか

1.03 1,121               
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：2,900百
万円

3 千葉県 国営かんがい排水事業 印旛沼二期 33,200        
用水機場 3ヶ所
用排水機場 3ヶ所
用水路 L=52.9km　ほか

1.22 315                 
東日本大震災復興特別
会計分を含む額：3,800百
万円

（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。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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 主要工事計画



千葉　直轄 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 千葉県 保安林整備事業 老川 18             森林整備80ha - 6                     

5 千葉県 保安林整備事業 君ヶ浜 25             森林整備40ha - 3                     

6 千葉県
森林環境保全整備事
業

千葉南部 750
更新面積105ha、保育面積
912ha

- 151

（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。

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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 主要工事計画



 千葉　補助 - 1

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 千葉県 旭市
農業競争力強化基盤整備
事業

万力Ⅱ期 1,608         1.09           16                      

2 千葉県 横芝光町
農業競争力強化基盤整備
事業

篠本新井 3,804         1.02           601                    

3 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           62                      

4 千葉県
茂原市、白子
町、長生村

農業競争力強化基盤整備
事業

両総茂原南 1,940         1.05           94                      

5 千葉県 富里市
農業競争力強化基盤整備
事業

北総中央Ⅰ期 8,000         1.07           123                    

6 千葉県 富里市
農業競争力強化基盤整備
事業

北総中央Ⅱ期 8,719         1.38           30                      

7 千葉県 柏市 農業基盤整備促進事業 布瀬 10             - 10                      事業着手

8 千葉県 佐倉市 農業基盤整備促進事業 臼井第一 8               - 8                        事業着手

9 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

10 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 上佐久間 259            - 11                      

11 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 大崩 180            - 8                        

12 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 成川 196            - 10                      

 当該予算の
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 - 2

補助事業（平成２５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

13 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 西条中 250            - 10                      

14 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 下小原 130            - 11                      

15 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 遣水 135            - 8                        

16 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 二子 179            - 10                      

17 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 田子山田 306            - 11                      

18 千葉県 鋸南町 地すべり対策事業 瀬高 162            - 7                        

19 千葉県 鴨川市 地すべり対策事業 房田 216            - 13                      

20 千葉県 南房総市 地すべり対策事業 平久里下吉沢 205            - 30                      事業着手

21 千葉県 富津市 地すべり対策事業 鹿原 410            - 30                      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。



 千葉　補助 - 3

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

22 千葉県 鴨川市 地すべり防止事業 奈良林 174            - 37                      

23 千葉県 匝瑳市 保安林緊急改良事業 野手 54             - 31                      

24 千葉県 横芝光町 保安林緊急改良事業 木戸 143            - 31                      

25 千葉県 白子町 防災林造成事業 中里 97             - 21                      事業着手

26 千葉県 一宮町 防災林造成事業 一宮 291            - 25                      事業着手

27 千葉県 南房総市 保安林緊急改良事業 和田町海発 外 43             - 43                      事業着手

28 千葉県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千葉北部 166            - 17                      

29 千葉県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

千葉南部 613            - 64                      

（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。

 当該予算の
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 - 4

補助事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

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

 当該予算の
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　交付金等 - 1

交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 千葉県 農山漁村地域整備交付金 844                      

（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）
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