
（事業費、補助金額　単位：千円）

事業費 備　　　　　　　考

①治山事業 30(7) 箇所 576,124

　　山地治山事業（緊急予防治山） 1 箇所 150,000 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業(予防治山) 2(1) 箇所 57,635 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業(治山施設機能強化) 2(1) 箇所 17,280 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業（山地災害総合減災対策治山） - 箇所 - -

　　保安林整備事業（防災林造成） 14(4) 箇所 302,800 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　保安林整備事業（保安林緊急改良） - 箇所 - -

　　保安林整備事業（保育） 4 箇所 20,250 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　治山施設災害復旧事業
　　（県単林地荒廃防止施設災害復旧） 4(1) 箇所 33,939 施工箇所等内訳は事業別

内訳のとおり

　　山地治山事業（治山維持管理） 1 箇所 2,000 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業(県単治山施設機能強化) 1 箇所 7,500 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業（計画作成） 1 箇所 2,000 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

　　山地治山事業（小規模治山緊急整備） - 箇所 - 市町村営補助事業

2 箇所 1,183

- 箇所 -

1 箇所 729

1 箇所 454 施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

6 箇所 18,405 実施内容は事業別内訳の
とおり

5 箇所 15,896 　〃

1 箇所 352 〃

3 箇所 4,333 〃

48(7) 箇所 616,293 繰越額　187,558千円

植栽 18.56 ha 62,451
施工箇所等内訳は事業別
内訳のとおり

保育 59.29 ha 27,804 〃

　　竹林拡大防止事業 伐竹 3.40 ha 13,629 〃

植栽 1.18 ha 1,682 〃

保育 23.99 ha 8,579 〃

間伐材
搬出 72.00 m3 324 〃

　　森林吸収源対策間伐促進事業 間伐 28.00 ha 36,452 〃

　　サンブスギ林総合対策事業
被害木伐
倒・植栽 33.95 ha 141,300 〃

168.37 ha 292,221

（注1）事業費は工事請負費、業務委託費、補助事業費で30年度繰越分を含む。

令和元年度計画
４　　事業総括表

事　　　　　　業　　　　　　名 箇所数

　　県単林道事業

②林道事業

７

④森林病害虫防除事業

　　県単林道災害復旧事業

　　林道維持管理事業

③海岸県有林管理事業

（注2）（　）は、繰越箇所数又は、面積で外数

　　　　計

⑤県営林事業

⑥県民の森整備事業

計

⑦森林整備事業

　　国庫造林補助事業

　　県単森林整備事業



（事業費、補助金額　単位：円）

事業費 備　　　　　　　考

35 箇所 547,868,520

1 箇所 12,090,000 平成30年度繰越1箇所

2 箇所 5,340,600

- 箇所 -

18 箇所 464,355,320
平成29年度繰越6箇所
平成30年度繰越4箇所

- 箇所 -

4 箇所 12,063,600

6 箇所 35,569,360 平成30年度繰越1箇所

2 箇所 8,902,440

1 箇所 2,808,000

1 箇所 6,739,200 市町村営補助事業

1 箇所 361,800

- 箇所 -

- 箇所 -

1 箇所 361,800 県営林道夏目線維持管理

6 箇所 15,111,360
不法投棄防止柵の設置、刈払、塵
芥処理、支障木伐採

7 箇所 12,778,560 薬剤散布・被害木駆除

1        箇所 259,200        保育（東庄）

3 箇所 1,724,360
見晴台手摺改修工事（東庄）
トイレ改修・修繕（船橋）

⑧教育の森事業 1 箇所 95,040 表示板制作設置　1基

54 箇所 578,198,840

事業費 備　　　　　　　考

施工箇所等内訳は事業別内訳の
とおり

植栽 4.30 ha 10,717,837

保育 69.59 ha 19,707,249

竹林拡大防止事業 伐竹 1.74 ha 8,987,390

植栽 ― ha ―

保育 13.87 ha 3,430,669

間伐材
搬出 568.00 ㎥ 2,556,000

　　森林吸収源対策間伐促進事業 間伐 22.88 ha 28,876,860

　　サンブスギ林再生・資源循環促進事業
被害木伐
倒・植栽 8.77 ha 54,029,192

121.15 ha 128,305,197

平成３０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

事　　　　　　業　　　　　　名

②林道事業

８

計

 （注）事業費は、平成３０年度執行額（平成２９年度からの繰越を含み、令和元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

　　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　外）

　　保安林整備事業（保安林緊急改良）


