
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 大阪府
高槻市、箕面市
ほか

森林環境保全整備事
業

大阪 52             
更新面積20ha、保育面積
221ha

- 25                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

（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。

 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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

大阪　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 大阪府
吹田市、高槻
市ほか

農村地域防災減災事業 泉州 441            - 84                      

2 大阪府 八尾市 農村地域防災減災事業 玉串川 944            - 81                      

3 大阪府 泉佐野市 農村地域防災減災事業 七ノ池 31             - 5                        

4 大阪府 堺市 農村地域防災減災事業 下車谷池 90             - 15                      

5 大阪府 泉大津市 農村地域防災減災事業 小寺池 90             - 11                      

6 大阪府 泉佐野市 農村地域防災減災事業 東ノ池 23             - 3                        

7 大阪府
大阪狭山市、
豊能町ほか

農村地域防災減災事業 東池尻新池 263            - 25                      

8 大阪府
大阪狭山市、
泉南市ほか

農村地域防災減災事業 今池七池 300            - 28                      

9 大阪府 岸和田市 農村地域防災減災事業 濁池 151            - 18                      

10 大阪府
和泉市、熊取
町

農村地域防災減災事業 平井新池 86             - 21                      

11 大阪府 阪南市 農村地域防災減災事業 井関池 104            - 8                        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

大阪　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）

12 大阪府 四條畷市 復旧治山事業 南野 142            - 25                      

13 大阪府 和泉市
奥地保安林保全緊急対策
事業

父鬼 90             - 18                      

14 大阪府 能勢町
奥地保安林保全緊急対策
事業

地黄 100            - 19                      

15 大阪府 交野市
奥地保安林保全緊急対策
事業

倉治神宮寺 88             - 23                      

16 大阪府 熊取町
奥地保安林保全緊急対策
事業

久保 28             - 16                      

17 大阪府 千早赤阪村 復旧治山事業 水分池ノ谷 82             - 23                      

18 大阪府 枚方市
奥地保安林保全緊急対策
事業

尊延寺 93             - 15                      

19 大阪府 和泉市
奥地保安林保全緊急対策
事業

父鬼町白川 50             - 15                      

20 大阪府 能勢町 復旧治山事業 地黄 104            - 46                      事業着手

21 大阪府 枚方市 復旧治山事業 津田 104            - 26                      事業着手

22 大阪府 東大阪市
奥地保安林保全緊急対策
事業

上石切町 86             - 27                      事業着手

23 大阪府 千早赤阪村
奥地保安林保全緊急対策
事業

水分篠峰山 33             - 28                      事業着手

 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

大阪　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

24 大阪府 茨木市 保安林整備事業 泉原 1               - 1                        

25 大阪府 能勢町 保安林整備事業 山辺 3               - 3                        

26 大阪府 河南町 保安林整備事業 平石 8               - 8                        

27 大阪府 千早赤坂村 保安林整備事業 千早 9               - 9                        

28 大阪府 河内長野市 保安林整備事業 天見 3               - 3                        

29 大阪府 河内長野市 保安林整備事業 滝畑 9               - 9                        

30 大阪府 岬町 保安林整備事業 孝子 5               - 5                        

31 大阪府
高槻市、河内
長野市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

大阪 395            - 143                    

（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。

大阪　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）

32 大阪府
岸和田市・
泉南市

水産環境整備事業 大阪府 510             - 47                      

（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

大阪　補助 - 4



交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 大阪府 農山漁村地域整備交付金 405                      

2 大阪府 美しい森林づくり基盤整備交付金 6                         

（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）

大阪　交付金 - 1



（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-1 大阪府 森林環境保全整備事業 大阪 高槻市、箕面市、阪南市、岬町

補-1 大阪府 農村地域防災減災事業 泉州

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、
能勢町、八尾市、柏原市、東大阪市、枚方市、寝屋川市、大東市、四條畷市、交
野市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太
子町、河南町、千早赤阪村、堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町、岸和田
市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

補-7 大阪府 農村地域防災減災事業 東池尻新池 大阪狭山市、豊能町、能勢町

補-8 大阪府 農村地域防災減災事業 今池七池 大阪狭山市、泉南市、阪南市

補-31 大阪府
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大阪

豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、高槻市、茨木市、島本町、
枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、東大阪市、四條畷市、交野市、大
阪市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、太子町、河南町、千早赤阪村、堺市、
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、熊取町、岬町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

大阪　参考 - 1


