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森林管理局別配分額
（単位：百万円）

森林管理局名 国有林直轄治山事業 国有林森林整備事業 所管する都道府県名

北海道 2,848 10,770 北海道

東北 2,355 11,027 青森、岩手、宮城、秋田、山形

関東 2,584 6,427
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、静岡

中部 3,258 4,862 富山、長野、岐阜、愛知

近畿中国 1,308 2,464
石川、福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国 915 4,068 徳島、香川、愛媛、高知

九州 1,542 7,049
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児
島、沖縄

計 14,810 46,667

（注）「配分額」は、単位未満を四捨五入している。
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直轄事業等（平成２２年度予算）

（北海道森林管理局） （単位：百万円）

1 北海道 復旧治山事業 白岩 72 山腹工0.23ha 4.75

2 北海道 復旧治山事業 丸山 121 山腹工0.85ha 2.29

3 北海道 復旧治山事業 真谷地 20 土留工51m、渓間工1基ほか 4.48

4 北海道 復旧治山事業 サンゴの沢 155 山腹工0.20ha、渓間工8基 2.52

5 北海道 復旧治山事業 戸津川の沢 19 渓間工2基 9.43

6 北海道 復旧治山事業 真野の沢 30 渓間工2基 2.02

7 北海道 復旧治山事業 樺奴東沢 45 渓間工1基 2.18

8 北海道 復旧治山事業
ウエンテシカン下
右沢

98 渓間工7基ほか 1.26

9 北海道 復旧治山事業 ヌモトル川 27 渓間工１基 5.15

10 北海道 復旧治山事業 アブカシャンベ沢 57 渓間工3基 1.89

11 北海道 復旧治山事業 高嶺沢 53 渓間工１基 1.80

12 北海道 復旧治山事業 幌立地区 43 山腹工0.01ha、渓間工2基 1.12

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

13 北海道 復旧治山事業 大空沢川 1,009 渓間工36基ほか 1.40

14 北海道 復旧治山事業 仙法志 1,071
渓間工36基、護岸工 1,440m、
管理車道4,000ｍ 1.44

15 北海道 復旧治山事業 湾内地区 13 山腹工0.05ha 6.43

16 北海道 復旧治山事業 加須美峠 158 山腹工1.00ha、渓間工2基ほか 1.16

17 北海道 復旧治山事業 真言寺裏山地区 12 山腹工0.10ha、渓間工3基ほか 10.09

18 北海道 復旧治山事業 黒岳沢 891 渓間工40基ほか 4.73

19 北海道 復旧治山事業 １４線沢 143 渓間工12基 3.46

20 北海道 復旧治山事業 ニセパオマナイ 53 山腹工0.20ha、渓間工1基 7.97

21 北海道 復旧治山事業 御料沢 74 渓間工4基 2.14

22 北海道 復旧治山事業 上製品の沢 12 渓間工2基 6.75

23 北海道 復旧治山事業 アマリナイの沢 24 山腹工0.06ha、渓間工1基 7.70

24 北海道 復旧治山事業 二八二点沢 45 渓間工1基ほか 8.78

25 北海道 復旧治山事業 ミタラショコツの沢 116 渓間工7基 3.08
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

26 北海道 復旧治山事業 上鴻の舞の沢 91 山腹工0.19ha、渓間工１基 1.99

27 北海道 復旧治山事業 赤松の沢 112 渓間工6基 1.81

28 北海道 復旧治山事業 武華岳の沢 32 渓間工3基 1.89

29 北海道 復旧治山事業 ４２号沢 126 渓間工9基 2.95

30 北海道 復旧治山事業 玉石沢 9 渓間工2基 5.66

31 北海道 復旧治山事業 新縫別 70 渓間工3基 1.08

32 北海道 復旧治山事業 阿寒 40 渓間工3基 12.84

33 北海道 復旧治山事業 栄町 14 山腹工0.48ha 2.51

34 北海道 復旧治山事業 神居山 5 山腹工0.06ha 11.83

35 北海道 復旧治山事業 糠南 30 山腹工0.50ha 1.44

36 北海道 復旧治山事業 ツツミの沢 20 渓間工1基 4.79

37 北海道 復旧治山事業 ルベシベツ 4 山腹工0.04ha 7.92

38 北海道 復旧治山事業 鈴木裏山 47 山腹工1.00ha 6.24
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

39 北海道 復旧治山事業 ニペソツ四の沢 16 渓間工1基 1.32

40 北海道 復旧治山事業 １１７９林班 10 山腹工0.07ha 4.77

41 北海道 復旧治山事業 ユトルクシュナイ 12 渓間工1基 2.49

42 北海道 復旧治山事業 神恵内 80 山腹工1.00ha 6.60

43 北海道 復旧治山事業 有珠山 1,539 渓間工56基ほか 5.52

44 北海道 復旧治山事業 島牧海岸 5 山腹工0.08ha 24.05

45 北海道 復旧治山事業 泊地区 64 渓間工5基 1.93

46 北海道 復旧治山事業 栄浜地区 47 渓間工3基 3.33

47 北海道 復旧治山事業 登別温泉 189 山腹工0.45ha 1.15

48 北海道 復旧治山事業 奥尻島 38 山腹工0.16ha、渓間工１基 10.35

49 北海道 復旧治山事業 上の沢右流域 162 渓間工3基 12.16

50 北海道 復旧治山事業 奥尻島地区 85 山腹工0.21ha 7.34

51 北海道 復旧治山事業 水無沢 33 渓間工嵩上工1基 3.24
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

52 北海道 復旧治山事業 北島歌 51 山腹工0.04ha 6.87

53 北海道 復旧治山事業 島歌地区 39 山腹工0.44ha 8.61

54 北海道 予防治山事業 尻無川 15 渓間工1基 7.53

55 北海道 予防治山事業 栄浜地区 27 山腹工0.38ha 7.85

56 北海道 治山施設機能強化事業 奥尻 123 山腹工0.33ha 1.33

57 北海道
地域防災対策総合治山
事業

十勝岳 2,957
植栽工4.0ha、渓間工87基、導
流堤工1,610mほか 1.50

58 北海道
地域防災対策総合治山
事業

駒ヶ岳 9,661
山腹工1.32ha、渓間工361基、
植栽工9.52ha、管理車道
7,451mほか

5.52

59 北海道
山地災害対策総合減災
治山事業

有珠山 315 渓間工10基ほか 9.54

60 北海道 防災林造成事業 小樽海岸 18 植栽工1.00ha、木柵工2,000m 4.21

61 北海道 防災林造成事業 えりも 2,843
地拵・植付60ha、下刈1,288ha、
つる切7haほか 5.14

62 北海道 防災林造成事業 天塩地区 1 下刈・つる切り・除伐5.4haほか 9.53

63 北海道 防災林造成事業 上平・昭和地区 4 地拵・植付0.18ha、保育6.1ha 7.10
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

64 北海道 防災林造成事業 宗谷地区 31
植栽工2.8ha、下刈・つる切り・
除伐14.7haほか 16.04

65 北海道 防災林造成事業 紋別海岸 3,000 防潮護岸工2,200ｍ 1.66

66 北海道 防災林造成事業 兜野 12 植栽工0.5ha 9.95

67 北海道
生活環境保全林整備事
業

南小の森 450
植栽工62.0ha、本数調整伐
11.0ha、管理車道7,000m、管理
歩道2,000mほか

7.56

68 北海道
生活環境保全林整備事
業

水堀 250
前砂丘造成600m、防風柵1,500
基、植栽工14.02ha、本数調整
伐40.60haほか

3.75

69 北海道 水源流域広域保全事業 幾春別川上流 176
本数調整伐120ha、山腹工
1.24ha、渓間工6基 6.14

70 北海道 水源流域広域保全事業 沙流川中流 259
地拵・植栽工3.27ha、保育
76.17ha、本数調整伐61.36ha、
渓間工7基

2.58

71 北海道 水源流域広域保全事業 鵡川源流 250
植栽工125.0ha、渓間工8基ほ
か 5.01

72 北海道 水源流域広域保全事業 糠平湖北岸 147
植栽工75.00ha、木柵工500ｍ、
渓間工6基ほか 7.33

73 北海道
奥地保安林保全緊急対
策事業

水源の沢 218 山腹工0.63ha、渓間工7基 3.38

74 北海道
奥地保安林保全緊急対
策事業

１０８４林班沢 40 渓間工2基 3.07

75 北海道 保安林整備促進事業 石狩川源流地区 224
山腹工0.1ha、植栽工113.2ha、
渓間工4基、管理車道4,500mほ
か

7.61



国有林　-　8

（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

76 北海道 保安林整備促進事業 仁々志別地区 188
植栽工101.22ha、防風垣
12,000m、管理車道2,400ｍほか 7.44

77 北海道 特定流域総合治山事業 ヤムナイ沢 223 渓間工10基 11.25

78 北海道 特定流域総合治山事業
奥尻島（烏頭川・
赤石川）

150 山腹工0.50ha、渓間工8基 3.73

79 北海道 森林環境保全整備事業
留萌（留萌北部
署）

825            
更新面積322ha、保育面積
7,415ha、路網整備開設延長
14.3km

8.86

80 北海道 森林環境保全整備事業
留萌（留萌南部
署）

1,176         
更新面積1,462ha、保育面積
6,076ha、路網整備開設延長
16.8km

7.89

81 北海道 森林環境保全整備事業
上川北部（上川北
部署）

1,256         
更新面積103ha、保育面積
14,693ha、路網整備開設延長
14.1km

12.91

82 北海道 森林環境保全整備事業 宗谷（宗谷署） 1,065         
更新面積148ha、保育面積
4,548ha、路網整備開設延長
36.0km

7.92

83 北海道 森林環境保全整備事業
石狩空知（石狩
署）

2,350         
更新面積4,841ha、保育面積
41,979ha、路網整備開設延長
41.5km

4.59

84 北海道 森林環境保全整備事業
石狩空知（空知
署、北空知支署）

1,399         
更新面積194ha、保育面積
21,087ha、路網整備開設延長
56.4km

7.83

85 北海道 森林環境保全整備事業
上川南部（上川中
部署）

281            
更新面積100ha、保育面積
9,325ha、路網整備開設延長
17.2km

9.14

86 北海道 森林環境保全整備事業
上川南部（上川南
部署）

599            
更新面積17ha、保育面積
12,275ha、路網整備開設延長
11.9km

8.36

87 北海道 森林環境保全整備事業
網走西部（網走西
部署、西紋別支
署）

2,613         
更新面積92ha、保育面積
9,586ha、路網整備開設延長
85.0km

6.45
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（北海道森林管理局） （単位：百万円）

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

88 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走中
部署）

1,186         
更新面積681ha、保育面積
1,355ha、路網整備開設延長
31.8km

8.00

89 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走南
部署）

1,180         
更新面積204ha、保育面積
3,866ha、路網整備開設延長
31.0km

8.51

90 北海道 森林環境保全整備事業
釧路根室（根釧西
部署）

5,124         
更新面積3,963ha、保育面積
19,147ha、路網整備開設延長
32.9km

9.13

91 北海道 森林環境保全整備事業
釧路根室（根釧東
部署）

2,061         
更新面積755ha、保育面積
12,264ha、路網整備開設延長
11.2km

10.17

92 北海道 森林環境保全整備事業
十勝（十勝東部
署）

1,100         
更新面積1,472ha、保育面積
14,467ha、路網整備開設延長
23.6km

7.81

93 北海道 森林環境保全整備事業
十勝(十勝西部
署、東大雪支署）

1,133         
更新面積596ha、保育面積
18,493ha、路網整備開設延長
66.0km

9.46

94 北海道 森林環境保全整備事業
胆振東部（胆振東
部署）

1,805         
更新面積782ha、保育面積
8,094ha、路網整備開設延長
50.7km

7.39

95 北海道 森林環境保全整備事業
日高（日高北部
署）

696
更新面積31ha、保育面積
3,509ha、路網整備開設延長
28.1km

12.58

96 北海道 森林環境保全整備事業
日高(日高南部
署）

3,241         
更新面積60ha、保育面積
9,595ha、路網整備開設延長
25.0km

4.83

97 北海道 森林環境保全整備事業
後志胆振（後志
署）

232            
更新面積50ha、保育面積
1,662ha、路網整備開設延長
8.5km

6.76

98 北海道 森林環境保全整備事業
渡島檜山（檜山
署）

4,254         
更新面積584ha、保育面積
13,068ha、路網整備開設延長
45.3km

9.37

99 北海道 森林環境保全整備事業
渡島檜山（渡島
署）

5,677         
更新面積223ha、保育面積
14,552ha、路網整備開設延長
36.0km

9.45
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

1 青森県 復旧治山事業 上宇鉄 55 山腹工0.2haほか 4.14

2 岩手県 復旧治山事業 三崎地区 452
防潮護岸工118ｍ、山腹工
0.75haほか 2.18

3 岩手県 復旧治山事業 松沢 100 渓間工2基ほか 2.51

4 岩手県 復旧治山事業 真湯 6,189
渓間工46基、山腹工36.6haほ
か 2.03

5 宮城県 復旧治山事業 トサ沢 52 渓間工3基ほか 2.86

6 宮城県 復旧治山事業 放森上流 2,178
渓間工13基、山腹工18.2haほ
か 3.47

7 宮城県 復旧治山事業 柳沢 2,178
渓間工13基、山腹工18.2haほ
か 3.47

8 宮城県 復旧治山事業 水無沢 8,133 渓間工61基、山腹工47haほか 2.24

9 秋田県 復旧治山事業 八幡平西 320 山腹工1.85haほか 1.89

10 秋田県 復旧治山事業 深沢Ⅱ 200 渓間工5基、山腹工0.25haほか 3.58

11 秋田県 復旧治山事業 欠田沢 34 渓間工2基ほか 3.93

12 秋田県 復旧治山事業 上朝日沢 17 渓間工1基ほか 2.53

13 秋田県 復旧治山事業 黒　沢 72 渓間工6基ほか 2.38

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

14 秋田県 復旧治山事業 水無沢 20 渓間工1基、水路工150mほか 8.51

15 秋田県 復旧治山事業 小相沢 36 渓間工2基ほか 5.29

16 秋田県 復旧治山事業 玉川 54 渓間工1基、山腹工0.13haほか 7.75

17 秋田県 復旧治山事業 袖田代沢 269 渓間工9基、山腹工0.80haほか 3.54

18 秋田県 復旧治山事業 奈曽川 154 渓間工1基、護岸工50mほか 3.15

19 山形県 復旧治山事業 立谷沢川 142 渓間工3基ほか 3.16

20 山形県 復旧治山事業 ヨツメ沢 16 渓間工1基ほか 5.63

21 山形県 復旧治山事業 月山地区 1,624
集水井工30基、鋼管杭打工
94haほか 3.67

22 山形県 復旧治山事業 鍋倉沢 80 渓間工3基ほか 3.27

23 山形県 復旧治山事業 小藤九郎沢 61 渓間工4基ほか 1.20

24 山形県 復旧治山事業 根積場沢 258 渓間工9基、山腹工0.60haほか 2.15

25 山形県 復旧治山事業 横根沢 22 渓間工2基ほか 3.54

26 青森県 予防治山事業 あいのり 15 山腹工0.12haほか 2.11
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

27 岩手県 予防治山事業 湯草沢 43 渓間工3基ほか 1.37

28 岩手県 予防治山事業 タラッポ沢 57 渓間工5基ほか 1.96

29 秋田県 予防治山事業 地森沢 29 渓間工2基ほか 4.19

30 岩手県
地域防災対策総合治山
事業

熊沢 3,007
渓間工20基、本数調整伐250ha
ほか 8.55

31 岩手県 地すべり防止事業 産女川 6,189
渓間工46基、山腹工36.6haほ
か 2.03

32 宮城県 地すべり防止事業 保野川 72
渓間工1基
山腹工0.28haほか 1.20

33 宮城県 地すべり防止事業 荒砥沢Ⅱ 10,971
渓間工16基、山腹工122.7haほ
か 1.95

34 山形県 地すべり防止事業 漬場沢 560 渓間工8基、山腹工0.75haほか 9.51

35 青森県
山地災害総合減災対策
事業

四枚橋 415 山腹工1.3haほか 2.18

36 宮城県
山地災害総合減災対策
事業

小島地区 70 渓間工6基、山腹工0.24haほか 3.19

37 宮城県
山地災害総合減災対策
事業

大浜地区 70 渓間工6基、山腹工0.24haほか 3.19

38 秋田県 治山先進技術実証事業 澄川 9 地拵0.77haほか 7.61

39 青森県 防災林造成事業 五月女萢 12 植栽工1.2haほか 4.80
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

40 青森県 防災林造成事業 屏風山第二 30 植栽工3.0haほか 5.77

41 青森県 防災林造成事業 通行道 30 植栽工3.0haほか 7.19

42 宮城県 防災林造成事業 金華山第二 10 植栽工12haほか 2.97

43 宮城県 防災林造成事業 矢本地区 9 下刈20haほか 4.08

44 秋田県 防災林造成事業 大開浜 69 本数調整伐44haほか 7.27

45 秋田県 防災林造成事業 水林海岸 36 下刈111haほか 9.96

46 秋田県 防災林造成事業 水林海岸Ⅱ 36 下刈111haほか 9.96

47 秋田県 保安林管理道整備事業 白雪川地区 337
下刈り85ha、保安林管理道
3,485mほか 9.95

48 山形県
生活環境保全林整備事
業

千歳山地区 270 本数調整伐68haほか 8.32

49 宮城県 水源流域広域保全事業 光明滝沢 281 渓間工6基、山腹工0.68haほか 3.29

50 青森県
奥地保安林保全緊急対
策事業

三ツ目ノ沢 199 渓間工6基ほか 3.34

51 青森県
奥地保安林保全緊急対
策事業

青荷沢 2 山腹工0.1haほか 7.65

52 青森県
奥地保安林保全緊急対
策事業

左又沢・大幌内川
第一

859 渓間工6基、山腹工0.2haほか 3.05
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

53 岩手県
奥地保安林保全緊急対
策事業

安比川 449
渓間工15基、山腹工0.26haほ
か 8.49

54 岩手県
奥地保安林保全緊急対
策事業

鷲合森沢 30 渓間工2基ほか 1.88

55 宮城県
奥地保安林保全緊急対
策事業

湯ノ倉上流 8,133 渓間工61基、山腹工47haほか 2.24

56 秋田県
水源の里保全緊急整備
事業

大作沢 60 渓間工4基ほか 2.87

57 青森県 特定地域総合治山事業 焼山沢 254 渓間工6基、山腹工0.48haほか 1.62

58 岩手県 特定地域総合治山事業 上左草 256
山腹工0.43ha、本数調整伐
63haほか 2.01

59 秋田県 特定流域総合治山事業 作沢ﾉ沢 241
渓間工6基、資材運搬路1500m
ほか 2.17

60 山形県 特定流域総合治山事業 酒田海岸 506
植栽工・下刈・本数調整伐
185haほか 15.61

61 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（津軽署） 2,308
更新面積435ha、保育面積
4,172ha、路網整備開設延長
28.2km

4.63

62 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（金木支署） 745            
 更新面積153ha、保育面積
1,257ha、路網整備開設延長
13.7km

3.86

63 青森県 森林環境保全整備事業 東青 1,333         
 更新面積390ha、保育面積
2,449ha、路網整備開設延長
21.5km

4.26

64 青森県 森林環境保全整備事業 下北 3,000         
 更新面積1,233ha、保育面積
5,805ha、路網整備開設延長
59.1km

4.20

65 青森県 森林環境保全整備事業 三八上北 5,586         
 更新面積746ha、保育面積
13,487ha、路網整備開設延長
17.6km

5.43
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

66 岩手県 森林環境保全整備事業
馬淵川上流（岩手
北部署）

2,239
更新面積332ha、保育面積
2,590ha、路網整備開設延長
56.1km

3.43

67 岩手県 森林環境保全整備事業
馬淵川上流（盛岡
署）

494            
 更新面積164ha、保育面積
1,043ha、路網整備開設延長
8.2km

5.42

68 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川（三
陸北部署）

1,052         
 更新面積340ha、保育面積
1,630ha、路網整備開設延長
13.4km

2.28

69 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川（久
慈支署）

457            
 更新面積133ha、保育面積
624ha、路網整備開設延長
8.9km

2.04

70 岩手県 森林環境保全整備事業 大槌・気仙川 2,371         
 更新面積301ha、保育面積
6,079ha、路網整備開設延長
5.0km

7.56

71 岩手県 森林環境保全整備事業 北上川上流 1,928
更新面積316ha、保育面積
1,247ha、路網整備開設延長
42.9km

3.25

72 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流（岩手
南部署）

1,120         
 更新面積191ha、保育面積
2,741ha、路網整備開設延長
15.8km

4.37

73 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流（遠野
支署）

1,805         
 更新面積212ha、保育面積
3,041ha、路網整備開設延長
32.8km

4.17

74 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城北部 1,512         
 更新面積398ha、保育面積
3,758ha、路網整備開設延長
44.6km

4.39

75 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部 729            
 更新面積153ha、保育面積
1,140ha、路網整備開設延長
11.0km

4.16

76 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（米代東部
署）

2,401
更新面積274ha、保育面積
3,871ha、路網整備開設延長
50.7km

4.50

77 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（上小阿仁
支署）

1,093         
 更新面積239ha、保育面積
2,139ha、路網整備開設延長
18.2km

3.32

78 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（米代西部
署）

805            
 更新面積85ha、保育面積
2,786ha、路網整備開設延長
11.4km

4.26
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（東北森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

79 秋田県 森林環境保全整備事業 雄物川（秋田署） 4,062         
 更新面積126ha、保育面積
11,230ha、路網整備開設延長
19.2km

8.89

80 秋田県 森林環境保全整備事業
雄物川（湯沢支
署）

983            
 更新面積110ha、保育面積
2,305ha、路網整備開設延長
1.5km

8.79

81 秋田県 森林環境保全整備事業 子吉川 605
更新面積60ha、保育面積
1,391ha、路網整備開設延長
7.4km

4.68

82 山形県 森林環境保全整備事業 庄内 567            
 更新面積90ha、保育面積
1,039ha、路網整備開設延長
9.8km

3.66

83 山形県 森林環境保全整備事業
最上・村山（山形
署）

1,613         
 更新面積178ha、保育面積
3,919ha、路網整備開設延長
14.2km

6.40

84 山形県 森林環境保全整備事業
最上・村山（最上
支署）

4,058         
 更新面積227ha、保育面積
11,502ha、路網整備開設延長
16.9km

7.50

85 山形県 森林環境保全整備事業 置賜 238            
 更新面積45ha、保育面積
866ha、路網整備開設延長
2.9km

3.78
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

1 福島県 復旧治山事業 姥神 105 山腹工0.31ha、渓間工1基 4.29

2 福島県 復旧治山事業 久保 16 山腹工0.35ha 13.25

3 福島県 復旧治山事業 札上沢 198
山腹工1.06ha、渓間工5基、管
理車道2,000m 4.03

4 福島県 復旧治山事業 入定 93 山腹工0.04ha、渓間工3基 5.69

5 福島県 復旧治山事業 菱川 5 山腹工0.05ha 14.32

6 福島県 復旧治山事業 石黒 2 山腹工0.01ha 9.89

7 福島県 復旧治山事業 大峠 60 山腹工0.22ha 3.19

8 福島県 復旧治山事業 横道 5 山腹工0.04ha 16.26

9 福島県 復旧治山事業 小白布沢 41 山腹工0.40ha 8.16

10 福島県 復旧治山事業 越虫 140 山腹工0.50ha 1.37

11 福島県 復旧治山事業 ﾑﾗｻｷ沢 5 山腹工0.04ha 8.38

12 福島県 復旧治山事業 北湯沢 40 山腹工0.05ha、渓間工2基 6.95

13 福島県 復旧治山事業 細木沢 615 渓間工10基ほか 3.66

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

14 福島県 復旧治山事業 安越岐 300 渓間工5基ほか 8.77

15 栃木県 復旧治山事業 ﾂﾙ沢 72 山腹工0.60ha、渓間工1基 8.00

16 栃木県 復旧治山事業 屋敷内 5 山腹工0.05ha 5.90

17 栃木県 復旧治山事業 三人立 348 山腹工2.00ha、渓間工1基ほか 1.80

18 栃木県 復旧治山事業 五色沢 170 山腹工1.00ha 1.98

19 栃木県 復旧治山事業 十一番掘 50 山腹工0.16ha、渓間工2基 3.94

20 栃木県 復旧治山事業 深沢 25 山腹工0.20ha 7.29

21 栃木県 復旧治山事業 湯川 20 山腹工0.10ha、水路工200m 4.98

22 群馬県 復旧治山事業 大穴 225 山腹工0.67ha 4.37

23 群馬県 復旧治山事業 熊の平 90 山腹工0.24ha、渓間工2基 2.56

24 群馬県 復旧治山事業 高立 41 山腹工0.86ha 3.90

25 新潟県 復旧治山事業 大松沢 283 山腹工2.43ha、渓間工2基 2.00

26 新潟県 復旧治山事業 真川 18 山腹工0.10ha 2.04
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

27 新潟県 復旧治山事業 神戸川支流 11 渓間工1基 3.08

28 新潟県 復旧治山事業 藤沢川 80 渓間工4基 5.94

29 新潟県 復旧治山事業 姥沢 90 渓間工1基 9.77

30 埼玉県 復旧治山事業 日野 200 山腹工2.20ha、渓間工4基 4.30

31 千葉県 復旧治山事業 花立山 10 山腹工0.20ha 15.38

32 山梨県 復旧治山事業 塚原 45 山腹工0.50ha 29.46

33 東京都 復旧治山事業 高尾 100 山腹工0.70ha、渓間工3基 29.18

34 静岡県 復旧治山事業 那賀川 145 山腹工0.40ha、渓間工1基 2.33

35 静岡県 復旧治山事業 白田川 177 山腹工0.78ha、渓間工6基 5.38

36 静岡県 復旧治山事業 山ノ神崩 1,993 山腹工22.63ha、渓間工20基 4.11

37 静岡県 復旧治山事業 ヨモギ崩 2,905 山腹工23.85ha、渓間工23基 2.33

38 静岡県 復旧治山事業 西日影沢 1,993 山腹工22.63ha、渓間工20基 4.11

39 静岡県 復旧治山事業 ヤグラ沢 2,905 山腹工23.85ha、渓間工23基 2.33
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

40 静岡県 復旧治山事業 下西出沢 1,005 山腹工5.92ha、渓間工4基 1.59

41 静岡県 復旧治山事業 大平大小屋沢 250 山腹工1.31ha、渓間工5基 11.45

42 静岡県 復旧治山事業 鎌ナギ崩 847 山腹工7.20ha、渓間工12基 2.09

43 静岡県 復旧治山事業 杉川 450 山腹工11.20ha 2.82

44 静岡県 復旧治山事業 宮ヶ原 300 山腹工0.60ha、渓間工10基 4.57

45 静岡県 復旧治山事業 片瀬川 177 山腹工0.78ha、渓間工6基 5.38

46 静岡県 復旧治山事業 狩野川 215 山腹工0.91ha、渓間工4基 5.33

47 静岡県 復旧治山事業 富士山大沢 793 渓間工15基 8.78

48 福島県 予防治山事業 町分 20 山腹工0.06ha 5.85

49 群馬県 予防治山事業 小塩沢 70 山腹工0.60ha 3.80

50 栃木県 治山施設機能強化事業 大川右岸 37 渓間工1基 2.28

51 静岡県 治山施設機能強化事業 東俣 847 山腹工2.20ha、渓間工4基 2.09

52 新潟県
地域防災対策総合治山
事業

妙高 1,771
山腹工22.73ha、渓間工26基、
管理車道1,500mほか 9.76
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

53 群馬県 地すべり防止事業 万座 780
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ排水工1箇所、山腹工
0.52ha、管理車道1,810mほか 3.58

54 群馬県 治山先進技術実証事業 茂倉沢 130 渓間工5基ほか 2.96

55 群馬県 治山先進技術実証事業 北榛名 27 山腹工0.10ha、植栽工ha 9.03

56 新潟県
山地災害総合減災対策
治山事業

ﾄｳｹﾞﾉ沢 90 渓間工3基ほか 6.99

57 福島県 防災林造成事業 安達太良 3 本数調整伐20.00ha 11.18

58 福島県 防災林造成事業 富岡海岸 3,228 防潮護岸工2,265m 1.53

59 群馬県 保安林管理道整備事業 わらび 132
管理車道1,170m、管理車道補
修2,400㎡ 1.70

60 栃木県
重要自然維持地域保安
林整備事業

光徳 351
山腹工1.50ha、渓間工5基、管
理車道976mほか 5.44

61 福島県 水源流域広域保全事業 摺上川 578
本数調整伐699ha、渓間工14基
ほか 19.98

62 栃木県 水源流域広域保全事業 足尾 5,258
山腹工320ha、渓間工30基、植
栽工40ha、本数調整伐115haほ
か

3.50

63 福島県
奥地保安林保全緊急対
策事業

手倉森 20 山腹工0.13ha 7.96

64 福島県
奥地保安林保全緊急対
策事業

濡子沢 9 山腹工0.01ha、渓間工3基 17.57

65 栃木県
奥地保安林保全緊急対
策事業

ｼﾄﾞｷ 20 山腹工0.10ha、渓間工1基 3.16
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

66 群馬県
奥地保安林保全緊急対
策事業

母狸沢 44 渓間工4基、流路工200m 3.87

67 新潟県
奥地保安林保全緊急対
策事業

二居 118 山腹工2.0ha 2.37

68 静岡県
奥地保安林保全緊急対
策事業

中尾根 600 山腹工4.16ha、渓間工14基 4.97

69 福島県
水源の里保全緊急整備
事業

小白布沢 41 山腹工0.88ha 8.16

70 福島県 保安林整備促進事業 曲山 104
本数調整伐200ha、山腹工
0.30ha、管理車道1,500m 16.20

71 群馬県 特定流域総合治山事業 吉平沢 77
本数調整伐45.0ha、渓間工4基
ほか 7.51

72 群馬県 特定流域総合治山事業 猿川 410 山腹工1.67ha、渓間工7基ほか 1.70

73 福島県 森林環境保全整備事業
阿武隈川（福島
署）

2,202
更新面積117ha、保育面積
4,459ha、路網開設延長19.4km 5.93

74 福島県 森林環境保全整備事業
阿武隈川（白河支
署）

3,638
更新面積334ha、保育面積
3,904ha、路網開設延長17.2km 4.53

75 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 2,189
更新面積538ha、保育面積
4,039ha、路網開設延長19.2km 3.15

76 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 5,423
更新面積1,569ha、保育面積
14,061ha、路網開設延長33.9km 3.08

77 福島県 森林環境保全整備事業 会津(会津署) 852
更新面積72ha、保育面積
737ha、路網開設延長1.0km 2.69

78 福島県 森林環境保全整備事業
会津(南会津支
署)

1,614
更新面積10ha、保育面積
240ha、路網開設延長7.6km 1.55
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

79 茨城県 森林環境保全整備事業 八溝多賀 2,977
更新面積720ha、保育面積
5,675ha、路網開設延長22.6km 3.63

80 茨城県 森林環境保全整備事業 水戸那珂 435
更新面積21ha、保育面積
981ha、路網開設延長2.0km 6.26

81 茨城県 森林環境保全整備事業 霞ヶ浦 107
更新面積26ha、保育面積
272ha、路網開設延長1.0km 6.42

82 栃木県 森林環境保全整備事業 那珂川 2,670
更新面積382ha、保育面積
3,271ha、路網開設延長9.0km 2.82

83 栃木県 森林環境保全整備事業 鬼怒川 645
更新面積69ha、保育面積
832ha、路網開設延長9.3km 6.00

84 栃木県 森林環境保全整備事業 渡良瀬川 193
更新面積41ha、保育面積
329ha、路網開設延長2.5km 4.30

85 群馬県 森林環境保全整備事業 利根上流 2,532
更新面積261ha、保育面積
2,125ha、路網開設延長11.0km 3.13

86 群馬県 森林環境保全整備事業 吾妻 964
更新面積237ha、保育面積
1,985ha、路網開設延長16.2km 4.72

87 群馬県 森林環境保全整備事業 利根下流 653
更新面積104ha、保育面積
1,342ha、路網開設延長5.7km 3.85

88 群馬県 森林環境保全整備事業 西毛 2,631
更新面積205ha、保育面積
3,584ha、路網開設延長12.2km 5.14

89 埼玉県 森林環境保全整備事業 埼玉 110 更新面積26ha、保育面積252ha 3.85

90 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 4.82

91 東京都 森林環境保全整備事業 多摩 34 更新面積3ha、保育面積102ha 6.27
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（関東森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

92 神奈川県 森林環境保全整備事業 神奈川 145 更新面積36ha、保育面積311ha 4.77

93 新潟県 森林環境保全整備事業 下越（下越署） 760
更新面積49ha、保育面積
1,649ha、路網開設延長4.3km 6.82

94 新潟県 森林環境保全整備事業 下越(村上支署) 836
更新面積18ha、保育面積
1,606ha、路網開設延長5.0km 7.57

95 新潟県 森林環境保全整備事業 中越 345
更新面積25ha、保育面積
407ha、路網開設延長3.5km 13.39

96 新潟県 森林環境保全整備事業 上越 223
更新面積8ha、保育面積78ha、
路網開設延長0.9km 5.26

97 新潟県 森林環境保全整備事業 佐渡 5 更新面積3ha、保育面積9ha 9.12

98 山梨県 森林環境保全整備事業 山梨東部 0.0 保育面積0.3ha 12.88

99 山梨県 森林環境保全整備事業 富士川上流 36 更新面積2ha、保育面積318ha 28.16

100 山梨県 森林環境保全整備事業 富士川中流 157 更新面積9ha、保育面積185ha 4.11

101 静岡県 森林環境保全整備事業 静岡 190 更新面積15ha、保育面積274ha 5.90

102 静岡県 森林環境保全整備事業 富士 426
更新面積29ha、保育面積
1,192ha、路網開設延長2.4km 7.56

103 静岡県 森林環境保全整備事業 伊豆 1,069
更新面積62ha、保育面積
1,061ha、路網開設延長1.3km 10.72

104 静岡県 森林環境保全整備事業 天竜 847
更新面積149ha、保育面積
846ha、路網開設延長8.5km 3.36
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

1 富山県 復旧治山事業 松尾谷 919            渓間工15基、管理車道1,000m 5.96

2 富山県 復旧治山事業 白萩川 585            山腹工1.44ha、渓間工5基ほか 5.35

3 富山県 復旧治山事業 大牧 351            山腹工0.52ha、渓間工7基ほか 3.66

4 富山県 復旧治山事業 阿部木谷 913            渓間工9基 1.31

5 長野県 復旧治山事業 小赤沢 76             渓間工3基 12.58

6 長野県 復旧治山事業
保科山
（ゴロコバ沢）

301            山腹工0.49ha、渓間工3基 3.24

7 長野県 復旧治山事業 湯ノ入川 586            山腹工3.34ha、渓間工7基 3.15

8 長野県 復旧治山事業 中ノ湯 350            山腹工 2.30ha 5.30

9 長野県 復旧治山事業 白沢 58             渓間工4基 2.77

10 長野県 復旧治山事業 初谷沢２ 349            山腹工 1.79ha、渓間工 22基 2.20

11 長野県 復旧治山事業 鍋割沢川 354            山腹工 0.98ha、渓間工 18基 1.55

12 長野県 復旧治山事業 胡桃沢 68             山腹工 0.15ha、渓間工 7基 5.52

13 長野県 復旧治山事業 笹ヶ平 390            
山腹工2.84ha、渓間工4基、資
材運搬路150ｍ 1.55

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

14 長野県 復旧治山事業 藪沢 141            山腹工0.67ha、渓間工7基 2.99

15 長野県 復旧治山事業 船形沢 893            山腹工2.35ha、渓間工10基 3.05

16 長野県 復旧治山事業 ヒル久保 264            山腹工1.91ha、渓間工6基 3.17

17 長野県 復旧治山事業 糠沢 557            
本数調整伐46.03ha、山腹工
2.55ha、渓間工6基 1.48

18 長野県 復旧治山事業 蜂淵 121            山腹工0.33ha、渓間工2基 2.52

19 長野県 復旧治山事業 田立の滝 274            山腹工0.17ha 1.15

20 長野県 復旧治山事業 奥市沢 308            山腹工0.41ha 1.98

21 長野県 復旧治山事業 丸山沢 41             山腹工0.13ha 1.58

22 長野県 復旧治山事業 下山沢上流 64             山腹工0.29ha 1.24

23 長野県 復旧治山事業 樽ヶ沢第一支渓 147            山腹工0.32ha 2.67

24 長野県 復旧治山事業 北股沢 1,745         山腹工11.39ha、渓間工13基 2.36

25 長野県 復旧治山事業 園原川 287            山腹工1.79ha、渓間工3基 2.10

26 長野県 復旧治山事業 陣ヶ沢 93             山腹工0.20ha、渓間工3基 2.28
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

27 長野県 復旧治山事業 日向沢 150            山腹工1.49ha、渓間工4基 3.38

28 長野県 復旧治山事業 沢尻川 314            山腹工0.55ha、渓間工9基 2.74

29 長野県 復旧治山事業 上村蛇洞沢 260            山腹工1.34ha、渓間工9基 2.03

30 長野県 復旧治山事業 トチボラ沢 320            山腹工2.13ha、渓間工4基 2.27

31 長野県 復旧治山事業 赤なぎ沢 247            山腹工0.63ha、渓間工4基 2.01

32 岐阜県 復旧治山事業
穂高
（白出沢）

358            渓間工6基ほか 1.68

33 岐阜県 復旧治山事業 モトメ谷上流 50             山腹工0.22ha、渓間工2基 1.20

34 岐阜県 復旧治山事業 大白川右岸 331            山腹工1.31ha、渓間工6基ほか 1.60

35 岐阜県 復旧治山事業
穂高
(広サコ)

130            山腹工1.22ha 2.47

36 岐阜県 復旧治山事業
舟原山
（栃洞谷）

138            渓間工4基 2.20

37 岐阜県 復旧治山事業
池ヶ洞
（塩蔵谷）

224            山腹工0.34ha、渓間工3基 2.41

38 岐阜県 復旧治山事業
阿多野郷
（黒谷）

259            山腹工0.73ha、渓間工6基 1.51

39 岐阜県 復旧治山事業
三方崩
（弓ヶ洞）

442            渓間工5基、管理車道2,460m 2.53
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

40 岐阜県 復旧治山事業
大白川
(大ハゲ谷)

331            山腹工1.31ha、渓間工6基ほか 1.60

41 岐阜県 復旧治山事業
池本山
（下津野）

153            渓間工5基ほか 1.54

42 岐阜県 復旧治山事業
濁河
（オリシキ谷）

150            山腹工0.35ha、渓間工7基 2.11

43 岐阜県 復旧治山事業
馬瀬
（北俣谷）

264            山腹工0.94ha、渓間工7基 2.69

44 岐阜県 復旧治山事業
乗政
（本谷）

225            山腹工0.93ha、渓間工2基 2.74

45 岐阜県 復旧治山事業
大洞
(日面谷支流)

237            山腹工1.03ha、渓間工6基 2.32

46 岐阜県 復旧治山事業
大河原
(越山谷)

157            渓間工6基、管理車道1,120m 2.77

47 岐阜県 復旧治山事業
鮎立中山
（ミチガ洞支渓）

100            山腹工0.18ha、渓間工2基 2.39

48 岐阜県 復旧治山事業
大河原
(下津巻谷)

216            渓間工7基 4.36

49 岐阜県 復旧治山事業
西股
（高時谷）

180            山腹工0.35ha、渓間工7基 3.34

50 岐阜県 復旧治山事業
東股
（タツガヒゲ谷）

387            山腹工0.80ha、渓間工6基 2.65

51 岐阜県 復旧治山事業
川上
（久手沢支渓）

293            山腹工0.76ha、渓間工10基 2.53

52 岐阜県 復旧治山事業
西股
（ガケガ沢）

250            山腹工0.96ha、渓間工5基 8.45
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

53 岐阜県 復旧治山事業
湯舟沢
（コハ清水）

450            山腹工0.75ha、渓間工8基 4.84

54 岐阜県 復旧治山事業
中津川
（落合）

598            山腹工2.03ha、渓間工6基 1.62

55 岐阜県 復旧治山事業
中津川
（焼山沢）

225 山腹工1.01ha、渓間工9基 2.98

56 岐阜県 復旧治山事業
上矢作
（阿岳谷）

144 山腹工0.59ha、渓間工3基 4.67

57 岐阜県 復旧治山事業
上矢作
（ホコロ沢）

306 山腹工0.94ha、渓間工5基 2.29

58 岐阜県 復旧治山事業
中津川
（平山洞）

225 山腹工1.0１ha、渓間工9基 2.98

59 愛知県 復旧治山事業
段戸
（澄川）

60 渓間工3基 2.60

60 愛知県 復旧治山事業
段戸
（バラゴ沢）

29 山腹工0.10ha、渓間工1基 2.93

61 愛知県 復旧治山事業
大ヶ蔵連
（松井沢）

65 山腹工0.02ha、渓間工3基 1.93

62 愛知県 復旧治山事業
闇苅
（男川）

37 渓間工2基 2.26

63 愛知県 復旧治山事業
段戸
（本谷）

128            山腹工0.12ha、渓間工7基 1.57

64 長野県 予防治山事業 万郡沢 22             渓間工1基 7.25

65 長野県 治山施設機能強化事業
高山
（窓沢）

157            山腹工2.09ha、渓間工6基 5.12
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

66 長野県 治山先進技術実証事業 初谷沢 349            山腹工 1.79ha、渓間工 22基 2.20

67 長野県
山地災害総合減災対策
事業

朝日山 66             山腹工1.60ha、渓間工2基 14.32

68 長野県
生活環境保全林整備事
業

深沢川 154            
本数調整伐ほか28.25ha、渓間
工2基、管理歩道2,790mほか 5.09

69 長野県
重要自然維持地域保安
林整備事業

上高地平 180            山腹工 0.77ha 4.85

70 岐阜県
森林水環境総合整備事
業

山之口川 404            
本数調整伐ほか84.00ha、山腹
工1.77ha、渓間工13基ほか 2.22

71 岐阜県
森林水環境総合整備事
業

池ヶ谷
（平兵衛谷）

829            
本数調整伐ほか83.00ha、山腹
工4.02ha、渓間工7基ほか 4.95

72 長野県
奥地保安林保全緊急対
策事業

横川 500            山腹工 1.60ha 2.32

73 長野県
水源の里保全緊急整備
事業

瀬戸沢 918            山腹工7.59ha、渓間工2基 1.24

74 長野県 特定流域総合治山事業 贄川 191            山腹工1.01ha、渓間工9基 4.07

75 岐阜県 特定流域総合治山事業
黒内
（ふくろ洞支渓）

167            山腹工0.03ha、渓間工6基 6.94

76 岐阜県 特定流域総合治山事業 上矢作（船岩洞） 269 山腹工0.67ha、渓間工5基ほか 5.47

77 富山県 森林環境保全整備事業 神通川 46
更新面積ｈａ、保育面積96ha、
路網開設延長ｋｍ 8.89

78 富山県 森林環境保全整備事業 庄川 92 保育面積462ha 22.49
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（中部森林管理局） （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

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
全体事業費 主要工事計画

費用対効果
(B/C)等

79 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川下流 1830
更新面積17ｈａ、保育面積
3,159ha、路網開設延長2.0ｋｍ 6.96

80 長野県 森林環境保全整備事業 中部山岳 476
更新面積21ｈａ、保育面積
1,909ha、路網開設延長2.5ｋｍ 5.47

81 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川上流 1603
更新面積100ｈａ、保育面積
4,645ha、路網開設延長6.9ｋｍ 14.04

82 長野県 森林環境保全整備事業 伊那谷 893
更新面積211ｈａ、保育面積
1,167ha、路網開設延長4.6ｋｍ 6.23

83 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷 3788
更新面積1,412ｈａ、保育面積
3,009ha、路網開設延長13.1ｋｍ 3.93

84 岐阜県 森林環境保全整備事業 宮・庄川 3329
更新面積531ｈａ、保育面積
7,022ha、路網開設延長2.5ｋｍ 7.74

85 岐阜県 森林環境保全整備事業 飛騨川 301
更新面積59ｈａ、保育面積
395ha 7.83

86 岐阜県 森林環境保全整備事業 長良川 75
更新面積10ｈａ、保育面積
277ha 6.32

87 岐阜県 森林環境保全整備事業 揖斐川 117
更新面積10ｈａ、保育面積
167ha、路網開設延長0.3km 9.48

88 岐阜県 森林環境保全整備事業 木曽川 653
更新面積120ｈａ、保育面積
1,249ha、路網開設延長0.6km 7.77

89 愛知県 森林環境保全整備事業 尾張西三河 206 保育面積218ha 3.20

90 愛知県 森林環境保全整備事業 東三河 464
更新面積50ｈａ、保育面積
784ha、路網開設延長2.8km 4.02
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

1 石川県 復旧治山事業 山伏山 552 山腹工3.57ha、渓間工1基 1.71

2 福井県 復旧治山事業 一ﾂ谷 284 山腹工0.62ha、渓間工9基 1.60

3 福井県 復旧治山事業 下打波 434
山腹工0.49ha、渓間工12基ほ
か 1.50

4 福井県 復旧治山事業 熊河 43 山腹工0.30ha、渓間工1基 1.66

5 三重県 復旧治山事業 大杉谷 50 山腹工0.53ha、渓間工1基 2.41

6 滋賀県 復旧治山事業 川原谷 957 山腹工2.04ha、渓間工4基 3.06

7 滋賀県 復旧治山事業 大河原 599 山腹工1.68ha、渓間工2基 2.10

8 滋賀県 復旧治山事業 清水谷 35 山腹工0.12ha 1.55

9 京都府 復旧治山事業 大谷 163
山腹工1.13ha、渓間工3基、工
事道路1,860m 2.60

10 兵庫県 復旧治山事業 赤西 51 山腹工0.10ha、渓間工1基 1.27

11 奈良県 復旧治山事業 白谷山 70 山腹工0.25ha、渓間工1基 1.56

12 奈良県 復旧治山事業 高取山 200 山腹工0.6ha、渓間工3基ほか 1.59

13 和歌山県 復旧治山事業 高野山 20 山腹工0.14ha 1.45

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

14 和歌山県 復旧治山事業 笠塔山 95 山腹工0.11ha、渓間工5基 2.01

15 和歌山県 復旧治山事業 津俣 68 山腹工0.17ha、渓間工3基 1.84

16 和歌山県 復旧治山事業 野々川 203 山腹工0.05ha、渓間工4基ほか 1.15

17 鳥取県 復旧治山事業 大山 2,556 山腹工3.52ha、渓間工55基 1.80

18 島根県 復旧治山事業 明ヶ原 32 山腹工0.14ha、渓間工1基 1.71

19 島根県 復旧治山事業 今山 207 山腹工0.27ha、渓間工9基 3.04

20 島根県 復旧治山事業 鹿足河内 100 山腹工0.03ha、渓間工5基 2.07

21 岡山県 復旧治山事業 霰ヶ仙 28 山腹工0.37ha 2.50

22 広島県 復旧治山事業 指谷山 120 渓間工1基 3.57

23 広島県 復旧治山事業 釜ヶ峰山 15 渓間工1基 3.28

24 広島県 復旧治山事業 赤滝山 85 山腹工0.43ha、渓間工1基 2.01

25 広島県 復旧治山事業 押手山 32 山腹工0.19ha 1.89

26 山口県 復旧治山事業 物見 39 渓間工2基 1.54
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

27 兵庫県 予防治山事業 鶏籠山 57 山腹工0.70ha 1.54

28 兵庫県 予防治山事業 剱谷 17 山腹工1.05ha 10.36

29 兵庫県
地域総合防火対策治山
事業

別所奥山 37
植栽工73.6ha、補植14.3ha、管
理歩道6,000m 12.39

30 京都府
山地災害総合減災対策
事業

鞍馬山･貴船山 357 山腹工1.7ha、渓間工2基ほか 3.62

31 和歌山県
山地災害総合減災対策
事業

権現山 44 山腹工0.18ha 2.97

32 山口県
山地災害総合減災対策
事業

城山 273 山腹工9.81ha、渓間工1基 2.05

33 京都府
生活環境保全林整備事
業

嵐山 220
山腹工3.6ha、本数調整伐
1.0ha、渓間工8基ほか 1.44

34 京都府 環境防災林整備事業 観喜山 86 山腹工2.19ha 3.36

35 山口県
水源流域広域保全整備
事業

滑山 671
山腹工0.03ha、渓間工6基、管
理車道3,773mほか 1.30

36 三重県
森林水環境総合整備事
業

大杉谷 248
山腹工0.4ha、本数調整伐
166.0ha、除伐9.0ha、渓間工2基
ほか

8.10

37 滋賀県
森林水環境総合整備事
業

荒谷山 185
山腹工0.5ha、本数調整伐
269.0ha、渓間工2基ほか 8.28

38 鳥取県
森林水環境総合整備事
業

山王谷 190
本数調整伐77.4ha、渓間工5基
ほか 11.54

39 石川県
奥地保安林保全緊急対
策事業

大汝 666 山腹工2.70ha、渓間工3基 1.18
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

40 三重県
奥地保安林保全緊急対
策事業

冠山･入道ヶ岳 250 渓間工8基 1.29

41 奈良県
奥地保安林保全緊急対
策事業

赤谷 269 山腹工0.75ha、渓間工5基 1.92

42 岡山県
奥地保安林保全緊急対
策事業

加茂山 163
被害木整理5.46ha、山腹工
1.16ha、渓間工1基ほか 2.10

43 鳥取県 水源の里緊急整備事業 神戸布瀬山 80
本数調整伐46.89ha、山腹工
0.1ha、渓間工2基 16.10

44 岡山県 水源の里緊急整備事業 越畑山 107
本数調整伐73.58ha、山腹工
0.23ha、渓間工1基 19.07

45 三重県 特定流域総合治山事業 清水谷 114 除伐10.0ha、渓間工5基 1.97

46 和歌山県 特定流域総合治山事業 公門谷 358 山腹工2.85ha、渓間工3基 13.02

47 島根県 特定流域総合治山事業 鈴ノ大谷 139
本数調整伐ほか215.2ha、渓間
工2基、管理車道1000ｍ 6.15

48 石川県 森林環境保全整備事業 加賀 109 更新面積なし、保育面積362ha 6.26

49 福井県 森林環境保全整備事業 越前 175
更新面積なし、保育面積
371ha、路網整備開設延長
1.0km

5.20

50 福井県 森林環境保全整備事業 若狭 70 更新面積なし、保育面積237ha 5.93

51 滋賀県 森林環境保全整備事業 湖北 157 更新面積なし、保育面積438ｈａ 8.50

52 滋賀県 森林環境保全整備事業 湖南 183
更新面積１ｈａ、保育面積
262ha、路網整備開設延長
4.6km

4.23
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

53 大阪県 森林環境保全整備事業 大阪 118 更新面積4ha、保育面積233ha 6.65

54 京都府 森林環境保全整備事業 由良川 51
更新面積4ha、保育面積73ha、
路網整備開設延長0.9km 2.89

55 京都府 森林環境保全整備事業 淀川上流 70
更新面積15ha、保育面積
149ha、路網整備開設延長
3.5km

6.01

56 奈良県 森林環境保全整備事業 北山・十津川 351
更新面積2ha、保育面積
391ha、路網整備開設延長
4.9km

4.64

57 奈良県 森林環境保全整備事業 大和･木津川 72
更新面積8ha、保育面積
179ha、路網整備開設延長
1.0km

3.96

58 奈良県 森林環境保全整備事業 吉野 50 更新面積1ha、保育面積118ha 12.42

59 三重県 森林環境保全整備事業 北伊勢 121 更新面積14ha、保育面積383ha 5.95

60 三重県 森林環境保全整備事業 伊賀 13 更新面積なし、保育面積50ha 8.76

61 三重県 森林環境保全整備事業 尾鷲熊野 746
更新面積24ha、保育面積
1,024ha、路網整備開設延長
6.7km

5.17

62 三重県 森林環境保全整備事業 南伊勢 234
更新面積5ha、保育面積
315ha、路網整備開設延長
0.9km

8.19

63 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀北 269
更新面積68ha、保育面積
493ha、路網整備開設延長
1.3km

2.48

64 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀中 272
更新面積26ha、保育面積
626ha、路網整備開設延長
2.0km

3.92

65 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀南 587
更新面積57ha、保育面積
1,457ha、路網整備開設延長
1.5km

12.47
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

66 兵庫県 森林環境保全整備事業 円山川 149 更新面積なし、保育面積500ha 8.89

67 兵庫県 森林環境保全整備事業 加古川 142
更新面積17ha、保育面積
240ha、路網整備開設延長
0.7km

2.79

68 兵庫県 森林環境保全整備事業 揖保川 974
更新面積131ha、保育面積
2,729ha、路網整備開設延長
4.6km

9.21

69 鳥取県 森林環境保全整備事業 日野川 248
更新面積なし、保育面積
383ha、路網整備開設延長
3.8km

4.87

70 鳥取県 森林環境保全整備事業 千代川 475
更新面積10ha、保育面積
987ha、路網整備開設延長
5.0km

4.23

71 鳥取県 森林環境保全整備事業 天神川 385
更新面積4ha、保育面積
685ha、路網整備開設延長
5.5km

9.10

72 島根県 森林環境保全整備事業 江の川下流 959
更新面積67ha、保育面積
2,480ha、路網整備開設延長
1.0km

9.24

73 島根県 森林環境保全整備事業 斐伊川 249
更新面積9ha、保育面積
693ha、路網整備開設延長
4.3km

5.32

74 島根県 森林環境保全整備事業 高津川 517
更新面積16ha、保育面積
1,916ha、路網整備開設延長
1.0km

16.42

75 岡山県 森林環境保全整備事業 高梁川下流 1,016
更新面積89ha、保育面積
2,473ha、路網整備開設延長
6.9km

3.93

76 岡山県 森林環境保全整備事業 吉井川 895
更新面積47ha、保育面積
1,470ha、路網整備開設延長
13.7km

3.34

77 岡山県 森林環境保全整備事業 旭川 660
更新面積86ha、保育面積
1,613ha、路網整備開設延長
4.6km

7.71

78 広島県 森林環境保全整備事業 江の川上流 1,727
更新面積101ha、保育面積
4,033ha、路網整備開設延長
3.5km

7.99
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（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
全体事業費

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

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画

79 広島県 森林環境保全整備事業 高梁川上流 257
更新面積19ha、保育面積
756ha、路網整備開設延長
1.8km

4.66

80 広島県 森林環境保全整備事業 太田川 277
更新面積6ha、保育面積
1,166ha、路網整備開設延長
0.6km

19.62

81 広島県 森林環境保全整備事業 瀬戸内 706
更新面積106ha、保育面積
1,353ha、路網整備開設延長
9.4km

3.39

82 山口県 森林環境保全整備事業 山口 376 更新面積35ha、保育面積843ha 8.89

83 山口県 森林環境保全整備事業 岩徳 33 更新面積9ha、保育面積83ha 3.12
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（四国森林管理局） （単位：百万円）

1 愛媛県 復旧治山事業 梅ヶ谷山 748 山腹工1.5ha、渓間工12基 4.74

2 愛媛県 復旧治山事業 相名山 230 山腹工0.8ha、渓間工5基 2.11

3 愛媛県 復旧治山事業 ホリノ山 128 渓間工8基ほか 1.82

4 高知県 復旧治山事業 勝間２ 17 渓間工１基 5.55

5 高知県 復旧治山事業 ウツオノ川 80 渓間工3基ほか 3.45

6 高知県 復旧治山事業 釣石山 70 渓間工3基 2.13

7 高知県 復旧治山事業 日見須山 28 渓間工１基 1.31

8 高知県 復旧治山事業 東川山 13 山腹工0.1ha 3.32

9 高知県 復旧治山事業 安居山 460 山腹工1.8ha、渓間工9基 2.66

10 高知県 復旧治山事業 桑ノ川山 60 渓間工3基ほか 4.23

11 高知県 復旧治山事業 岩茸山 78 山腹工0.3ha、渓間工3基 2.04

12 高知県 復旧治山事業 西熊山 2,896
山腹工8．0ha、集水井8基、渓
間工8基 2.27

13 高知県 復旧治山事業 後ロ山 130 山腹工0.3ha、渓間工3基 2.56

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費
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（四国森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

14 高知県 復旧治山事業 野根山大道北山 116 山腹工0.5ha、渓間工4基 2.70

15 高知県 復旧治山事業 谷山北平山 510 山腹工2.3ha、渓間工12基 3.75

16 高知県 治山先進技術実証事業 千ヶ谷 30 山腹工0.1ha 6.54

17 徳島県
山地災害総合減災対策
事業

菅生３ 483 山腹工8．0ha、渓間工10基 1.64

18 高知県 保安林管理道整備事業 奥南川 250 管理車道2,500m 4.71

19 高知県
重要自然維持地域保安
林整備事業

白髪山 340
山腹工0.2ha、本数調整伐
82.0ha、除伐44.0ha、 管理車道
300ｍ、渓間工8基

2.51

20 高知県
水源流域広域保全整備
事業

伊尾木川 446 山腹工1.2ha、渓間工14基 4.18

21 高知県
水源流域広域保全整備
事業

東川 841 山腹工460.0ha、渓間工49基 2.27

22 愛媛県
奥地保安林保全緊急対
策事業

元山２ 165 山腹工1.5ha、渓間工2基 1.33

23 高知県
水源の里保全緊急整備
事業

別府山 186 山腹工1.5ha、渓間工5基 3.80

24 徳島県 特定流域総合治山事業 祖谷 150 山腹工0.5ha、渓間工3基ほか 5.52

25 香川県 特定流域総合治山事業 末美谷山 203 山腹工0.5ha、渓間工5基 2.46

26 愛媛県 特定流域総合治山事業 木地奥山１ 224
山腹工0.8ha、本数調整伐
143ha、管理車道1,000ｍ、渓間
工6基

6.57
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（四国森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

27 高知県 特定流域総合治山事業 十八川山 334 山腹工0.1ha、渓間工12基 3.89

28 徳島県 森林環境保全整備事業 吉野川 433
更新面積33ha、保育面積
353ha、路網整備開設延長
4.3km

2.86

29 徳島県 森林環境保全整備事業 那賀・海部川 83
更新面積4ha、保育面積36ha、
路網整備開設延長1.0km 3.15

30 香川県 森林環境保全整備事業 香川 692
更新面積16ha、保育面積
233ha、路網整備開設延長
8.1km

3.32

31 愛媛県 森林環境保全整備事業 今治松山 300
更新面積5ha、保育面積
113ha、路網整備開設延長
2.5km

3.43

32 愛媛県 森林環境保全整備事業 東予 474
更新面積31ha、保育面積
481ha、路網整備開設延長
3.5km

3.81

33 愛媛県 森林環境保全整備事業 肱川 380
更新面積59ha、保育面積
523ha、路網整備開設延長
2.3km

2.69

34 愛媛県 森林環境保全整備事業 中予山岳 542
更新面積38ha、保育面積
507ha、路網整備開設延長
4.8km

1.64

35 愛媛県 森林環境保全整備事業 南予 459
更新面積51ha、保育面積
371ha、路網整備開設延長
8.5km

2.96

36 高知県 森林環境保全整備事業 嶺北仁淀 1,382
更新面積213ha、保育面積
1,699ha、路網整備開設延長
9.7km

2.13

37 高知県 森林環境保全整備事業 四万十川 2,726
更新面積390ha、保育面積
2,278ha、路網整備開設延長
24.1km

3.26

38 高知県 森林環境保全整備事業 高知 907
更新面積56ha、保育面積
978ha、路網整備開設延長
7.7km

6.10

39 高知県 森林環境保全整備事業 安芸 2,182
更新面積343ha、保育面積
2,493ha、路網整備開設延長
17.0km

3.09
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（四国森林管理局） （単位：百万円）

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 事業名 地区名

実施
都道府県名

費用対効果
(B/C)等

主要工事計画全体事業費

40 香川県 森林居住環境整備事業 香川 17 更新面積5ha、保育面積54ha 3.18

41 愛媛県 森林居住環境整備事業 南予 334 路網整備開設延長4.0km 1.26

42 高知県 森林居住環境整備事業 安芸 107
更新面積103ha、保育面積
160ha 3.29
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（九州森林管理局） （単位：百万円）

1 長崎県 復旧治山事業 萱瀬 72 渓間工4基 3.30

2 熊本県 復旧治山事業 源太園 265 山腹工0.22ha、渓間工9基 5.31

3 大分県 復旧治山事業 長者原 47 渓間工5基 4.25

4 大分県 復旧治山事業 大江灘 30 山腹工0.08ha 2.29

5 宮崎県 復旧治山事業 松原 120 山腹工1,01ha、渓間工3基 1.63

6 宮崎県 復旧治山事業 片井野 552 渓間工10基、護岸工1,000ｍ 1.87

7 宮崎県 復旧治山事業 東嶽 104 山腹工0,16ha、渓間工5基 4.81

8 宮崎県 復旧治山事業 巣之浦 273 山腹工0.47ha、渓間工7基 1.73

9 宮崎県 復旧治山事業 永久井野 56 山腹工0.13ha、渓間工2基 3.94

10 宮崎県 復旧治山事業 東嶽 104 山腹工0,16ha、渓間工5基 4.81

11 宮崎県 復旧治山事業 山仮屋 38 山腹工0.60ha 4.82

12 宮崎県 復旧治山事業 池ﾉ河原 96 山腹工0.17ha、渓間工5基 3.33

13 鹿児島県 復旧治山事業 平八重 229 山腹工0.48ha、渓間工12基 2.69

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費
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（九州森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費

14 鹿児島県 復旧治山事業 吉原 14 渓間工1基 7.36

15 鹿児島県 復旧治山事業 永田 228 渓間工6基 8.82

16 鹿児島県 復旧治山事業 宮之浦 177 渓間工3基、護岸工130ｍ 5.23

17 鹿児島県 復旧治山事業 平山 63 山腹工0.50ha 5.92

18 鹿児島県 復旧治山事業 小瀬田 80 渓間工4基 6.20

19 鹿児島県 復旧治山事業 西阿木名 104 山腹工0.01ha、渓間工3基 5.94

20 沖縄県 復旧治山事業 大富 56 山腹工0.14ha、渓間工2基 1.77

21 沖縄県 復旧治山事業 上原 20 山腹工0.21ha 8.45

22 福岡県
地域防災対策総合治山
事業

草崎 288 山腹工0.53ha 3.60

23 大分県
地域防災対策総合治山
事業

境川 500 山腹工6.00ha、渓間工10基 4.17

24 宮崎県
地域防災対策総合治山
事業

本田野 501
山腹工0.35ha、渓間工17基、護
岸工656ｍ 2.57

25 宮崎県 治山先進技術実証事業 持田 5 山腹工0.05ha 3.76

26 長崎県
山地災害総合減災対策
治山事業

島原 581 渓間工12基、護岸工80ｍほか 7.16
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（九州森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費

27 鹿児島県 防災林造成事業 板ケ山 414
護岸工460ｍ、防風垣工140ｍ、
植栽工0.18haほか 2.04

28 鹿児島県 防災林造成事業 現和 120 護岸工190ｍ 6.66

29 鹿児島県 防災林造成事業 西之 23 静砂垣工300ｍほか 4.96

30 沖縄県 防災林造成事業 南風見 29 護岸工130ｍ 3.11

31 宮崎県 保安林管理道整備事業 東仙谷 315 保安林管理道4,500m 4.16

32 熊本県 水源流域広域保全事業 樅木 462
本数調整伐420.10ha、除伐
260.85ha、山腹工1.00ha、渓間
工10基

3.51

33 宮崎県 水源流域広域保全事業 椎葉 430
本数調整伐280ha、除伐
300ha、植栽工30ha、山腹工
0.12ha、渓間工12基

6.23

34 鹿児島県 水源流域広域保全事業 大箆柄 489
本数調整伐60.27ha、除伐
46.33ha、山腹工4.35ha、渓間工
15基

6.39

35 福岡県
水源の里保全緊急整備
事業

畦原 23 山腹工0.20ha 2.41

36 福岡県 特定流域総合治山事業 古処山 170
本数調整伐50.00ha、山腹工
0.20ha、渓間工4基 3.19

37 熊本県 特定流域総合治山事業 猪鹿倉山 345
本数調整伐26.20ha、除伐
14.48ha、山腹工0.56ha、渓間工
7基

3.23
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（九州森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費

38 熊本県 特定流域総合治山事業 朴木 226
本数調整伐33.00ha、除伐
4.30ha、山腹工3.82ha、渓間工4
基

1.40

39 大分県 特定流域総合治山事業 湧出山 311 山腹工0.23ha、渓間工15基 6.18

40 大分県 特定流域総合治山事業 由布岳 455
山腹工7.20ha、渓間工11基、導
流堤200mほか 8.20

41 宮崎県 特定流域総合治山事業 祝子川 395
本数調整伐13.56ha、山腹工
1.06ha、渓間工7基 2.39

42 福岡県 森林環境保全整備事業 遠賀川 546
更新面積114ha、保育面積
561ha、開設延長5,5km 4.80

43 福岡県 森林環境保全整備事業 福岡 730
更新面積78ha、保育面積
2,234ha、開設延長3,5km 7.10

44 福岡県 森林環境保全整備事業 筑後・矢部川 742
更新面積70ha、保育面積
343ha、開設延長7.3km 5.01

45 佐賀県 森林環境保全整備事業 佐賀東部 462
更新面積56ha、保育面積
350ha、開設延長4.7km 5.93

46 佐賀県 森林環境保全整備事業 佐賀西部 441
更新面積32ha、保育面積
827ha、開設延長3.9km 5.64

47 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎北部 219
更新面積51ha、保育面積
681ha、開設延長0.0km 8.44

48 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎南部 415
更新面積109ha、保育面積
303ha、開設延長3.5km 7.52

49 長崎県 森林環境保全整備事業 五島壱岐 37
更新面積0ha、保育面積4ha、
開設延長0.7km 2.11
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（九州森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費

50 長崎県 森林環境保全整備事業 対馬 367
更新面積25ha、保育面積
1,136ha、開設延長3.3km 7.73

51 熊本県 森林環境保全整備事業 白川・菊池川 1,316
更新面積179ha、保育面積
509ha、開設延長5.9km 6.82

52 熊本県 森林環境保全整備事業 緑川 946
更新面積65ha、保育面積
495ha、開設延長6.4km 9.86

53 熊本県 森林環境保全整備事業 球磨川 3,900
更新面積497ha、保育面積
11,350ha、開設延長19.3km 5.54

54 熊本県 森林環境保全整備事業 天草 139
更新面積0ha、保育面積24ha、
開設延長2.0km 4.31

55 大分県 森林環境保全整備事業 大分北部 559
更新面積56ha、保育面積
313ha、開設延長3.4km 10.32

56 大分県 森林環境保全整備事業 大分中部 524
更新面積59ha、保育面積
458ha、開設延長3.8km 7.32

57 大分県 森林環境保全整備事業 大分南部 1,740
更新面積107ha、保育面積
845ha、開設延長8.9km 6.65

58 大分県 森林環境保全整備事業 大分西部 553
更新面積38ha、保育面積
1,750ha、開設延長1.7km 8.09

59 宮崎県 森林環境保全整備事業 五ヶ瀬川 531
更新面積143ha、保育面積
203ha、開設延長3.0km 11.15

60 宮崎県 森林環境保全整備事業 耳川 332
更新面積116ha、保育面積
317ha、開設延長1.8km 9.83

61 宮崎県 森林環境保全整備事業 一ツ瀬川 1,102
更新面積199ha、保育面積
1,694ha、開設延長5,5km 7.34

62 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川(宮崎署） 2,886
更新面積884ha、保育面積
9,584ha、開設延長7.4km 6.96



国有林　-　48

（九州森林管理局） （単位：百万円）

番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
費用対効果

(B/C)等

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
主要工事計画全体事業費

63 宮崎県 森林環境保全整備事業
大淀川(都城支
署）

1,877
更新面積589ha、保育面積
6,815ha、開設延長4.7km 7.52

64 宮崎県 森林環境保全整備事業 広渡川 5,685
更新面積1,166ha、保育面積
4,153ha、開設延長11.2km 6.43

65 鹿児島県 森林環境保全整備事業 北薩 3,213
更新面積410ha、保育面積
900ha、開設延長6.6km 8.86

66 鹿児島県 森林環境保全整備事業 姶良 429
更新面積70ha、保育面積
397ha、開設延長1.8km 5.55

67 鹿児島県 森林環境保全整備事業 南薩 743
更新面積208ha、保育面積
265ha、開設延長2.5km 7.45

68 鹿児島県 森林環境保全整備事業 大隅 2,511
更新面積185ha、保育面積
7,308ha、開設延長5.9km 7.16

69 鹿児島県 森林環境保全整備事業 熊毛 445
更新面積31ha、保育面積
120ha、開設延長1.5km 8.70

70 鹿児島県 森林環境保全整備事業 奄美大島 25
更新面積0ha、保育面積5ha、
開設延長0,5km 3.23

71 熊本県 森林居住環境整備事業 球磨川 72
 更新面積15ha、保育面積
352ha、開設延長0.0km 9.56

72 鹿児島県 森林居住環境整備事業 大隅 239
 更新面積6ha、保育面積
226ha、開設延長2.4km 2.60

（注） 「全体事業費」は、単位未満を四捨五入している。


	局配分
	北海道
	東北
	関東
	中部
	近畿中国
	四国
	九州

