
（事業費、補助金額　単位：千円）

事業費 備　　　　　　　考

20 332,700
(26) (1,211,778)

(1) (30,000)
2 68,500
(1) (88,528)
3 190,000
(2) (44,159)

3 14,700

(17) (1,030,800)
5 34,000
(1) (14,091)
1 12,000

3 5,500

1 4,000

1 4,000
(1) (4,200)
1

(3)

3 4,421
(1) (4,800)
40 1,589,375
(27) (1,216,578)

植栽 7.50 ha 23,942
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

保育 33.38 ha 10,968 〃

　　竹林拡大防止事業 伐竹 1.50 ha 5,632 〃

植栽 0.59 ha 684 〃

保育 26.35 ha 9,497 〃

間伐材
搬出 1,150 m3 5,405 〃

　　森林吸収源対策間伐促進事業 間伐 22.72 ha 31,782 〃

19.92 ha

( 4.77) ha

　　災害に強い森づくり事業
特殊地拵
え 15.62 ha 203,335 〃

132.35 ha 423,206

（注1）事業費は工事請負費、業務委託費、補助事業費で（　）は令和元年度繰越分である。

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり
実施内容は事業別内訳の
とおり

− −

市町村営県単補助事業

4 6,170

箇所

箇所

箇所

−

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

市町村営国庫補助事業

箇所

箇所

〃

〃

〃

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

⑤県営林事業

⑥県民の森整備事業

　　林道維持管理事業

③海岸県有林管理事業

④森林病害虫防除事業

計

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

　　県単林道事業

　　県単林道災害復旧事業

８

（注2）（　）は、繰越箇所数又は、面積で外数

⑦森林整備事業

　　国庫造林補助事業

　　県単森林整備事業

　　サンブスギ林総合対策事業
被害木伐
倒・植栽 131,961 〃

　　　　計

令和２年度計画
４　　事業総括表

事　　　　　　業　　　　　　名 箇所数

①治山事業

　　山地治山事業（緊急予防治山）

　　山地治山事業(予防治山)

　　山地治山事業(県単治山施設機能強化)

　　山地治山事業（山地災害危険地区調査）

　　保安林整備事業（防災林造成）

　　保安林整備事業（保安林緊急改良）

　　保安林整備事業（保育）

　　治山施設災害関連事業（災害関連緊急治山）

　　治山施設災害復旧事業
　　（県単林地荒廃防止施設災害復旧）

　　山地治山事業（治山維持管理）

　　山地治山事業（計画作成）

　　治山施設災害関連事業（林地崩壊防止）

②林道事業

　　山地治山事業（小規模治山緊急整備） 箇所 -

-

5 15,841

2 833

- -

3 5,560

1 610

箇所

箇所

箇所6 17,632

箇所



（事業費、補助金額　単位：円）

事業費 備　　　　　　　考

34 箇所 639,121,408

1 箇所 149,738,600

2 箇所 23,008,920
平成30年度繰越1箇所
令和元年度繰越1箇所

1 箇所 17,280,000 平成30年度繰越1箇所

1 箇所 7,150,000

- 箇所 -

13 箇所 345,989,780
平成30年度繰越4箇所
令和元年度繰越2箇所

1 箇所 49,384,500

- 箇所 -

5 箇所 15,029,568

4 箇所 4,050,000 令和元年度繰越4箇所

6 箇所 27,490,040
平成30年度繰越1箇所
令和元年度繰越1箇所

- 箇所 -

- 箇所 -

- 箇所 - 市町村営補助事業

2 箇所 581,900

- 箇所 -

1 箇所 141,900 県営林道夏目線支障枝条処理

1 箇所 440,000 県営林道夏目線維持管理

3 箇所 6,490,000 不法投棄防止柵の設置、刈払、塵芥処理、支障木伐採

7 箇所 12,499,680 薬剤散布・被害木駆除

1               箇所 462,000              支障木除去（東庄）

4 箇所 3,019,033
トイレ改修、支障木除去（東庄）
防犯灯改修、風倒木除去（船橋）

⑧教育の森事業 1 箇所 116,600 表示板制作設置　1基

52 箇所 662,290,621

事業費 備　　　　　　　考

施工箇所等内訳は事業別内訳のとおり

植栽 7.51 ha 18,883,396

保育 79.47 ha 23,431,357

竹林拡大防止事業 伐竹 ― ha ―

植栽 0.26 ha 247,220

保育 6.77 ha 1,686,644

間伐材搬
出 918 ㎥ 4,315,070

　　森林吸収源対策間伐促進事業 間伐 5.21 ha 9,078,590

　　サンブスギ林総合対策事業
被害木伐倒・
植栽 2.91 ha 9,570,580

102.13 ha 67,212,857

　　山地治山事業（小規模治山緊急整備）

事　　　　　　業　　　　　　名

①治山事業

　　山地治山事業（予防治山）

　　保安林整備事業（保育）

　　治山施設災害復旧事業
　　（県単林地荒廃防止施設災害復旧）

　　保安林整備事業（保安林緊急改良）

　　山地治山事業（緊急予防治山）

　　保安林整備事業（県単防災林造成）

　　治山施設災害関連事業（災害関連緊急治山）

    山地治山事業(県単治山施設機能強化)

事　　　　　　業　　　　　　名

②林道事業

９

計

 （注）事業費は、令和元年度執行額（平成３０年度からの繰越を含み、令和２年度への繰越を除く。）

　　県単森林整備事業

⑧森林整備事業

　　国庫造林補助事業

令和元年度実績

面積
延長

計

    山地治山事業(治山施設機能強化)

　　山地治山事業（山地災害総合減災対策治山）

　　保安林整備事業（防災林造成）

箇所数

④森林病害虫防除事業

⑥県営林事業

⑦県民の森整備事業

　　山地治山事業（治山維持管理）

　　山地治山事業（治山事業計画書作成）

　　県営県単林道事業（県営県単林道工事）

　　県単林道災害復旧事業（県単林道災害復旧工事）

　　県単林道維持管理事業

③海岸県有林管理事業


