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平成２５年度暫定予算　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 1,262 4,986 北海道

東北 908 5,754 青森、岩手、宮城、秋田、山形

関東 892 2,391
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 1,112 2,243 富山、長野、岐阜、愛知

近畿中国 499 755
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 335 2,721 徳島、香川、愛媛、高知

九州 568 1,998
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児
島、沖縄

計 5,576 20,847

（注1)　「配分額」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。
（注3)　「当該暫定予算の事業費」は、公表時における計画額であり、公表後の状況の変化により変更する場合があ
る。
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（北海道森林管理局） （単位：百万円）

1 北海道 復旧治山事業 丸山 215 山腹工2.00ha - 43                  

2 北海道 復旧治山事業 幌武意 142 山腹工1.22ha - 44                  

3 北海道 復旧治山事業 ヤムナイ沢 350 渓間工12基 - 13                  

4 北海道 復旧治山事業 黒岳沢 300 渓間工10基 - 29                  

5 北海道 復旧治山事業 ピシカチナイ川 185 渓間工5基 - 50                  

6 北海道 復旧治山事業 登別温泉地区 200 山腹工0.45ha - 22                  

7 北海道 復旧治山事業 奥尻島地区 300 山腹工0.30ha - 24                  

8 北海道 復旧治山事業 小から沢 120 渓間工10基 - 49                  

9 北海道 復旧治山事業 有珠山南面 315 渓間工10基 - 67                  

10 北海道 復旧治山事業 奥尻島（鳥頭川） 153 山腹工0.50ha、渓間工6基 - 49                  

11 北海道 復旧治山事業 ポンニコロ沢 94 山腹工0.60ha、渓間工6基 - 15                  

12 北海道 復旧治山事業 上河汲沢 180 山腹工0.30ha - 60                  

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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

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 館平地区 197 山腹工 0.80ha - 70                  

14 北海道
地域防災対策総合治山
事業

十勝岳 2,628 森林整備40ha、渓間工87基 1.87 40                  

15 北海道
地域防災対策総合治山
事業

駒ヶ岳地区 9,661 山腹工3.17ha、渓間工361基 5.52 36                  

16 北海道 防災林造成事業 枝幸 7 森林整備39ha - 7                    

17 北海道 防災林造成事業 猿払 12 森林整備50ha - 12                  

18 北海道 防災林造成事業 上平・昭和 11 森林整備5ha - 9                    

19 北海道 防災林造成事業 水堀 10 森林整備2ha - 10                  

20 北海道 防災林造成事業 紋別海岸 850 護岸工2,200ｍ - 58                  

21 北海道 水源地域整備事業 新太刀別 335 森林整備110ha、渓間工9基 - 73                  

22 北海道 水源地域整備事業 鵡川源流 250 森林整備125ha、渓間工8基 - 23

23 北海道 保安林整備事業 浜益地区 20 森林整備183ha - 8                    

24 北海道 保安林整備事業 余市川上流地区 25 森林整備1,709ha - 8                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

25 北海道 保安林整備事業 振内地区 12 森林整備96ha - 3

26 北海道 保安林整備事業 浅野 4 森林整備112ha - 4                    

27 北海道 保安林整備事業
下沼・川口・更岸・
羽幌・築別

31 森林整備36ha - 1                    

28 北海道 保安林整備事業 落合沢上流 12 森林整備10ha - 7                    

29 北海道 保安林整備事業
天塩岳・上士別・
多寄・東風連

10 森林整備41ha - 10                  

30 北海道 保安林整備事業 南丘 5 森林整備75ha - 4                    

31 北海道 保安林整備事業 上声問・緑 1 森林整備25ha - 1                    

32 北海道 保安林整備事業
鴛泊・鬼脇・仙法
志

6 森林整備66ha - 6                    

33 北海道 保安林整備事業 沓形 7 森林整備5ha - 7                    

34 北海道 保安林整備事業 船泊 17 森林整備25ha - 17                  

35 北海道 保安林整備事業
香深・知床・久種
湖

2 森林整備39ha - 2                    

36 北海道 保安林整備事業 小石 8 森林整備51ha - 2                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

37 北海道 保安林整備事業
問牧・音標・智福・
シュウマル

12 森林整備42ha - 2                    

38 北海道 保安林整備事業 山臼 5 森林整備21ha - 5                    

39 北海道 保安林整備事業 旭山 2 森林整備13ha - 2                    

40 北海道 保安林整備事業
茅刈別・石狩川源
流

13 森林整備55ha - 3                    

41 北海道 保安林整備事業
西占冠・富士循
環・奥落合

4 森林整備36ha - 4                    

42 北海道 保安林整備事業 湧別地区 5 森林整備5ha - 5                    

43 北海道 保安林整備事業 湧別川 80 森林整備171ha - 54                  

44 北海道 保安林整備事業 渚滑川 10 森林整備53ha - 6                    

45 北海道 保安林整備事業 止別海岸 50 森林整備19ha - 44                  

46 北海道 保安林整備事業 北見地区 20 森林整備16ha - 10                  

47 北海道 保安林整備事業 仁々志別 158 森林整備160ha - 19                  

48 北海道 保安林整備事業 釧路地区 74 森林整備174ha - 8                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

49 北海道 保安林整備事業 落石 277 森林整備9ha - 75                  

50 北海道 保安林整備事業 根室 51 森林整備20ha - 2                    

51 北海道 保安林整備事業 川北 89 森林整備422ha - 19                  

52 北海道 保安林整備事業 川北地区 10 森林整備107ha - 10                  

53 北海道 保安林整備事業 開陽地区 8 森林整備7ha - 2                    

54 北海道 保安林整備事業 足寄地区 31 森林整備84ha - 6                    

55 北海道 保安林整備事業 陸別その１ 72 森林整備229ha - 11                  

56 北海道 保安林整備事業 陸別その2 15 森林整備41ha - 8                    

57 北海道 保安林整備事業 石山 10 森林整備11ha - 3                    

58 北海道 保安林整備事業 上士幌地区 18 森林整備32ha - 4                    

59 北海道 保安林整備事業 倶知安 9 森林整備73ha - 9                    

60 北海道 保安林整備事業 岩内 8 森林整備87ha - 8                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

61 北海道 保安林整備事業 室蘭 6 森林整備67ha - 6                    

62 北海道 保安林整備事業 黒松内 4 森林整備63ha - 4                    

63 北海道 保安林整備事業 乙部 3 森林整備15ha - 3                    

64 北海道 保安林整備事業 木古内 13 森林整備184ha - 13                  

65 北海道 保安林整備事業 大野 15 森林整備69ha - 14                  

66 北海道 保安林整備事業 長万部 10 森林整備60ha - 10                  

67 北海道 保安林整備事業 森 2 森林整備32ha - 2                    

68 北海道 保安林整備事業 若松 5 森林整備75ha - 5                    

69 北海道 保安林整備事業 熊石 5 森林整備87ha - 5                    

70 北海道 森林環境保全整備事業
留萌（留萌北部
署）

1,600
更新面積1,158ha、保育面積
15,667ha、路網整備開設延長
45.4km

8.20 135                

71 北海道 森林環境保全整備事業
留萌（留萌南部
署）

1,731
更新面積1,924ha、保育面積
10,915ha、路網整備開設延長
30.1km

8.86 156                

72 北海道 森林環境保全整備事業
上川北部（上川北
部署）

3,299
更新面積283ha、保育面積
19,562ha、路網整備開設延長
71.2km

6.47 242                
上川北部森林計画区が今年
度樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

73 北海道 森林環境保全整備事業 宗谷（宗谷署） 7,784
更新面積1,378ha、保育面積
37,769ha、路網整備開設延長
19.9km

9.80 193                

74 北海道 森林環境保全整備事業
石狩空知（石狩
署）

4,833
更新面積217ha、保育面積
23,216ha、路網整備開設延長
104,0km

4.28 360                
石狩空知森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

75 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）

8,479
更新面積937ha、保育面積
18,985ha、路網整備開設延長
154.3km

3.81 346                
石狩空知森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

76 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

- 190                

77 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

- 181                

78 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

6.45 490                

79 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走中
部署）

3,373
更新面積166ha、保育面積
11,673ha、路網整備開設延長
81.3km

7.39 302                

80 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走南
部署）

3,823
更新面積340ha、保育面積
15,570ha、路網整備開設延長
83.2km

8.02 368                

81 北海道 森林環境保全整備事業
釧路根室（根釧西
部署）

7,256
更新面積5,680ha、保育面積
45,802ha、路網整備開設延長
15.1km

7.07 411                

82 北海道 森林環境保全整備事業
釧路根室（根釧東
部署）

2,631
更新面積1,074ha、保育面積
16,895ha、路網整備開設延長
33.3km

9.39 226                

83 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

7.81 309                

84 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

9.46 237                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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

 当該暫定予算の
事業費

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名

85 北海道 森林環境保全整備事業
胆振東部（胆振東
部署）

10,694
更新面積2,244ha、保育面積
40,641ha、路網整備開設延長
15.0km

12.16 170                

86 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

- 114                

87 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

4.83 157                

88 北海道 森林環境保全整備事業
後志胆振（後志
署）

1,386
更新面積662ha、保育面積
5,815ha、路網整備開設延長
19.4km

5.50 120                
後志胆振森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

89 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

9.37 126                

90 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

9.45 153                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（東北森林管理局） （単位：百万円）

1 岩手県 地すべり防止事業 尿前川 1,333 渓間工9基 2.97 275                

2 岩手県 水源地域整備事業 半崎 140 渓間工5基 - 35                  

3 宮城県 復旧治山事業 一迫川 8,133 渓間工61基 2.24 105                

4 宮城県 復旧治山事業 三迫川 2,178 山腹工18.2ha、渓間工13基 3.47 32                  

5 秋田県 復旧治山事業 深沢 408 山腹工1.9ha - 19                  

6 秋田県 復旧治山事業 黒湯沢 451 渓間工8基 - 77                  

7 秋田県 防災林造成事業 大開浜 69 森林整備44ha - 20                  

8 山形県 復旧治山事業 善人沢 40 渓間工2基 - 16                  

9 山形県 復旧治山事業 大沢 100 山腹工0.2ha - 37                  

10 山形県 復旧治山事業 紅葉川 252 山腹工1.2ha - 92                  

11 山形県 復旧治山事業 古道川 107 山腹工0.3ha - 28                  

12 山形県 復旧治山事業 寒風田沢 59 山腹工0.2ha - 7                    

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（東北森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

13 山形県 復旧治山事業 千歳山 513 山腹工45.0ha - 50                  

14 山形県 地すべり防止事業 石跳川 2,222 集水井工30基 2.74 115                

15 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（津軽署） 5,223
更新面積435ha、保育面積
11,211ha、路網整備開設延長
23.3km

4.19 450                

16 青森県 森林環境保全整備事業 津軽（金木支署） 1,684
更新面積105ha、保育面積
3,826ha、路網整備開設延長
27.5km

4.08 251                

17 青森県 森林環境保全整備事業 東青 4,205
更新面積892ha、保育面積
8,179ha、路網整備開設延長
34.1km

4.19 406                

18 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

4.20 478                

19 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

5.43 273                

20 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

3.43 129                

21 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川（三
陸北部署）

3,493
更新面積541ha、保育面積
8,011ha、路網整備開設延長
30.0km

4.71 79                  

22 岩手県 森林環境保全整備事業
久慈・閉伊川（久
慈支署）

1,781
更新面積95ha、保育面積
2,983ha、路網整備開設延長
44.4km

3.73 96                  

23 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

7.56 112                

24 岩手県 森林環境保全整備事業 北上川上流 3,754
更新面積386ha、保育面積
9412ha、路網整備開設延長
23.6km

4.47 126                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（東北森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

25 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流（岩手
南部署）

2,682
更新面積537ha、保育面積
7,609ha、路網整備開設延長
31.1km

6.30 96                  
北上川中流森林計画区が今年
度樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

26 岩手県 森林環境保全整備事業
北上川中流（遠野
支署）

2,615
更新面積589ha、保育面積
7,573ha、路網整備開設延長
35.3km

4.17 94                  
北上川中流森林計画区が今年
度樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

27 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

4.39 169                

28 宮城県 森林環境保全整備事業 宮城南部 1,692
更新面積209ha、保育面積
3,951ha、路網整備開設延長
11.7km

5.66 136                

29 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（米代東部
署）

4,867
更新面積341ha、保育面積
10,171ha、路網整備開設延長
34.8km

10.53 391                
米代川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

30 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（上小阿仁
支署）

1,758
更新面積257ha、保育面積
5,908ha、路網整備開設延長
24.3km

8.80 229                
米代川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

31 秋田県 森林環境保全整備事業
米代川（米代西部
署）

2,038
更新面積402ha、保育面積
7,061ha、路網整備開設延長
30.7km

7.77 421                
米代川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

32 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

8.89 638                

33 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

- 152                

34 秋田県 森林環境保全整備事業 子吉川 968
更新面積65ha、保育面積
2,350ha、路網整備開設延長
14.6km

- 142                

35 山形県 森林環境保全整備事業 庄内 1,191
更新面積429ha、保育面積
2,605ha、路網整備開設延長
18.7km

6.44 168                
庄内森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

36 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

6.40 179                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（東北森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

37 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

7.50 425                

38 山形県 森林環境保全整備事業 置賜 635
更新面積31ha、保育面積
1,308ha、路網整備開設延長
12.0km

- 114                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（関東森林管理局） （単位：百万円）

1 福島県 復旧治山事業 湯野 41 山腹工0.05ha - 29                  

2 福島県 復旧治山事業 高玉 16 山腹工0.01ha - 16                  

3 福島県 復旧治山事業 高平沢 60 山腹工0.42ha、渓間工2基 - 15                  

4 福島県 復旧治山事業 宇内地区 16 山腹工0.07ha - 16                  

5 福島県 復旧治山事業 大桃地区 76 渓間工2基 - 26                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

6 福島県 復旧治山事業 石住 35 山腹工0.15ha、渓間工1基 - 18                  

7 茨城県 復旧治山事業 袋田地区 120 山腹工0.74ha - 30                  

8 栃木県 復旧治山事業 淀沢支流 81 山腹工0.64ha - 19                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

9 栃木県 復旧治山事業 五色沢 149 山腹工0.12ha、渓間工2基 - 21                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

10 栃木県 復旧治山事業 シドキ 38 山腹工0.28ha、渓間工2基 - 14                  

11 群馬県 復旧治山事業 矢川 500 山腹工0.86ha、渓間工7基 - 21                  

12 群馬県 復旧治山事業 万座川上流 108 山腹工0.57ha - 12                  

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
 当該暫定予算の

事業費
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（関東森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

13 群馬県 復旧治山事業 湯ノ小屋 63 山腹工0.17ha、渓間工1基 - 51                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

14 群馬県 復旧治山事業 田代原 38 山腹工0.10ha、渓間工1基 - 28                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

15 群馬県 予防治山事業 湯ノ小屋 46 山腹工0.65ha - 9                    

16 埼玉県 水源地域整備事業 中川地区 281 山腹工1.38ha、渓間工4基 - 75                  

17 新潟県 復旧治山事業 五十沢 133 渓間工5基 - 30                  

18 新潟県 復旧治山事業 姥沢 198 渓間工3基 - 30                  

19 新潟県 復旧治山事業 湯ノ沢 127 山腹工1.29ha - 47                  

20 新潟県 復旧治山事業 釜ヶ沢 128 渓間工8基 - 12                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

21 新潟県 復旧治山事業 神戸川 71 渓間工11基 - 10                  
事業計画の変更による全体
事業費及び費用対効果（Ｂ／
Ｃ）等の改訂

22 新潟県 復旧治山事業 滝原地区 45 渓間工3基 - 14                  

23 新潟県
地域防災対策総合治山
事業

妙高山 1,771 山腹工22.73ha、渓間工26基 9.76 59                  

24 新潟県 予防治山事業 焼山地区 261 渓間工4基 - 15                  



国有林　-　16

直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（関東森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

25 静岡県 復旧治山事業 前ノ沢地区 120 山腹工2.50ha - 32                  

26 静岡県 復旧治山事業 大崩地区 985 山腹工4.63ha、渓間工4基 - 80                  

27 静岡県 復旧治山事業 湯舟地区 222 山腹工3.90ha、渓間工8基 - 44                  

28 静岡県 復旧治山事業 西俣～東俣地区 847 山腹工0.3ha、渓間工5基 - 100                

29 静岡県 復旧治山事業 瀬尻地区 100 山腹工2.37ha - 19                  

30 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 98                  

31 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 54                  

32 福島県 森林環境保全整備事業 奥久慈 5,231
更新面積631ha、保育面積
5,381ha、路網開設延長26.1km

3.67 91                  

33 福島県 森林環境保全整備事業 磐城 4,949
更新面積1,970ha、保育面積
9,804ha、路網開設延長43.8km

5.41 145                
磐城森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

34 福島県 森林環境保全整備事業 会津(会津署) 2,622
更新面積129ha、保育面積
4,628ha、路網開設延長30.8km

4.13 49                  

35 福島県 森林環境保全整備事業
会津(南会津支
署)

761
更新面積12ha、保育面積
74ha、路網開設延長10.0km

- 2                    

36 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

3.63 249                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（関東森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

37 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

- 24                  

38 茨城県 森林環境保全整備事業 霞ヶ浦 481
更新面積43ha、保育面積
182ha、路網開設延長2.8km

- 17                  

39 栃木県 森林環境保全整備事業 那珂川 4,245
更新面積299ha、保育面積
4,443ha、路網開設延長6.9km

3.24 97                  

40 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

- 66                  

41 栃木県 森林環境保全整備事業 渡良瀬川 673
更新面積57ha、保育面積
334ha、路網開設延長2.8km

- 57                  

42 群馬県 森林環境保全整備事業 利根上流 4,997
更新面積363ha、保育面積
4,625ha、路網開設延長11.3km

2.45 255                

43 群馬県 森林環境保全整備事業 吾妻 1,584
更新面積443ha、保育面積
5,106ha、路網開設延長23.6km

4.87 196                
吾妻森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

44 群馬県 森林環境保全整備事業 利根下流 2,540
更新面積104ha、保育面積
2,045ha、路網開設延長40.6km

4.31 104                

45 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

5.14 112                

46 埼玉県 森林環境保全整備事業 埼玉 283
更新面積24ha、保育面積
145ha、路網開設延長4.6km

- 56                  
埼玉森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

47 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

- 65                  

48 東京都 森林環境保全整備事業 多摩 77 保育面積269ha - 12                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（関東森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

49 神奈川県 森林環境保全整備事業 神奈川 383 更新面積35ha、保育面積133ha - 55                  
神奈川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

50 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

- 45                  

51 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

- 62                  

52 新潟県 森林環境保全整備事業 中越 660
更新面積100ha、保育面積
283ha、路網開設延長8.75km

- 21                  
中越森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

53 新潟県 森林環境保全整備事業 上越 186 更新面積8ha、保育面積592ha - 1                    

54 山梨県 森林環境保全整備事業 富士川上流 572
保育面積6ha、路網開設延長
1.9km

- 21                  

55 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 - 13                  

56 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 - 21                  

57 静岡県 森林環境保全整備事業 富士 888
更新面積101ha、保育面積
1,336ha、路網開設延長1.2km

- 94                  

58 静岡県 森林環境保全整備事業 伊豆 632
更新面積41ha、保育面積
206ha、路網開設延長4.2km

- 96                  

59 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

- 213                
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（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 - 32

2 富山県 復旧治山事業 大牧 350
渓間工７基
山腹工0.52ha

- 32

3 長野県 復旧治山事業 切明 70 山腹工0.40ha - 28

4 長野県 復旧治山事業 魚止沢 30 山腹工0.51ha - 12

5 長野県 復旧治山事業 大月川 349
山腹工1.64ha
渓間工7基

- 86

6 長野県 復旧治山事業 岩小屋沢 148
渓間工1基
護岸工2基

- 30

7 長野県 復旧治山事業
小木曽20(ヒル久
保)

324
山腹工0.91ha
渓間工6基

- 46

8 長野県 復旧治山事業
南木曽-31(奥市
沢)

369 山腹工3.70ha - 40

9 長野県 復旧治山事業 黒川中流 403
山腹工1.41ha
渓間工4基

- 35

10 長野県 復旧治山事業 ﾄﾁﾎﾞﾗ沢 320
山腹工　2.13ha
渓間工　4基

- 6

11 長野県 復旧治山事業 日向沢 150
山腹工　0.24ha
渓間工　4基

- 17

12 長野県 復旧治山事業 地蔵峠(大門沢) 60 山腹工0.46ha - 24

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
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
 当該暫定予算の

事業費
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（中部森林管理局） （単位：百万円）

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
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
 当該暫定予算の

事業費

13 長野県 地すべり防止事業 菰立沢 724 山腹工3.75ha - 44

14 長野県 水源地域整備事業 糠沢 255 山腹工1.63ha - 70

15 長野県 水源地域整備事業 東谷 230
山腹工0.37ha
渓間工1基

- 127

16 長野県 水源地域整備事業 藪沢 230 山腹工0.98ha - 61

17 長野県 共生保安林整備事業 深沢川 240
渓間工3基
森林整備28ha

- 8

18 岐阜県 復旧治山事業 横谷（ﾄｳｿﾞｳ谷) 340
山腹工1.16ha
渓間工6基

- 40

19 岐阜県 復旧治山事業 荒谷(白水谷） 302 渓間工10基 - 19

20 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

- 41

21 岐阜県 復旧治山事業 馬瀬（北俣谷） 290
山腹工0.94ha
渓間工7基

- 16

22 岐阜県 復旧治山事業 樫原谷(本谷) 355 渓間工19基 - 21

23 岐阜県 復旧治山事業 足打谷 347
山腹工0.33ha
渓間工8基

- 15

24 岐阜県 復旧治山事業 落合川 598
山腹工2.03ha
渓間工6基

- 20
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（中部森林管理局） （単位：百万円）

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
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
 当該暫定予算の

事業費

25 岐阜県 復旧治山事業 西股（高時谷） 387
山腹工0.35ha
渓間工　7基

- 31

26 岐阜県 復旧治山事業 タツガヒゲ 387
山腹工0.80ha
渓間工　6基

- 31

27 岐阜県 復旧治山事業 臼ヶ久保 450
山腹工 0.75ha
渓間工8基

- 15

28 岐阜県 復旧治山事業 姥ナギ沢 505
山腹工2.58ha
渓間工3基

- 32

29 岐阜県 復旧治山事業
湯舟沢(平兵衛
谷）

829
山腹工4.02ha
渓間工　7基

- 23

30 岐阜県 水源地域整備事業 阿岳谷 250
山腹工0.59ha
渓間工3基

- 57

31 愛知県 復旧治山事業 胡麻沢 36 山腹工0.19ha - 14

32 愛知県 復旧治山事業 澄川 131
山腹工0.27ha
渓間工4基

- 38

33 富山県 森林環境保全整備事業 神通川 184            
保育面積44ha、路網開設延長
2.0ｋｍ

- 29

34 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川下流 1,830         
更新面積17ｈａ、保育面積
3,159ha、路網開設延長2.0ｋｍ

6.96 39

35 長野県 森林環境保全整備事業 中部山岳 1,872         
更新面積26ｈａ、保育面積
3,249ha、路網開設延長7.2ｋｍ

7.56 109

36 長野県 森林環境保全整備事業 千曲川上流 1,603         
更新面積100ｈａ、保育面積
4,645ha、路網開設延長6.9ｋｍ

14.04 380
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（中部森林管理局） （単位：百万円）

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
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
 当該暫定予算の

事業費

37 長野県 森林環境保全整備事業 伊那谷 977            
更新面積45ｈａ、保育面積
2,495ha、路網開設延長38.7ｋｍ

- 183
伊那谷森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

38 長野県 森林環境保全整備事業 木曽谷(木曽署） 3,964         
更新面積407ｈａ、保育面積
4,420ha、路網開設延長10.4ｋｍ

9.79 553

39 長野県 森林環境保全整備事業
木曽谷(南木曽支
署)

2,208         
更新面積70ｈａ、保育面積
2,218ha、路網開設延長18.0ｋｍ

6.62 196

40 岐阜県 森林環境保全整備事業 宮・庄川 3,329         
更新面積531ｈａ、保育面積
7,022ha、路網開設延長2.5ｋｍ

7.74 275

41 岐阜県 森林環境保全整備事業 飛騨川 2,136         
更新面積318ｈａ、保育面積
2,268ha、路網開設延長8.0ｋｍ

9.74 155

42 岐阜県 森林環境保全整備事業 長良川 151            更新面積3ｈａ、保育面積247ha - 14

43 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

- 5

44 岐阜県 森林環境保全整備事業 木曽川 631            
更新面積164ｈａ、保育面積
1,424ha、路網開設延長4.8km

- 171
木曽川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

45 愛知県 森林環境保全整備事業 尾張西三河 217            
更新面積12ha、保育面積
208ha、路網開設延長2.2km

- 21

46 愛知県 森林環境保全整備事業 東三河 872            
更新面積177ｈａ、保育面積
1,226ha、路網開設延長11.5km

- 113
東三河森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

1 石川県 復旧治山事業 西俣谷 605 山腹工2.52ha - 76                  

2 石川県 水源地域整備事業 丸石谷下流 160 山腹工0.66ha - 24                  

3 福井県 防災林造成事業 北潟湖 596 突堤工3基 - 92                  

4 福井県 復旧治山事業 小沢川支流 100 山腹工0.62ha - 20                  

5 滋賀県 水源地域整備事業 荒谷山 196
森林整備269ha、山腹工0.5ha、
渓間工2基

- 25                  

6 京都府 共生保安林整備事業 嵐山 220
森林整備1ha、山腹工3.6ha、渓
間工8基

- 42                  

7 和歌山県 復旧治山事業 権現山 230 山腹工0.55ha - 37                  

8 鳥取県 復旧治山事業 一の沢 375 渓間工8基、山腹工1.11ha - 128                

9 鳥取県 水源地域整備事業 山王谷 210 森林整備79ha、渓間工6基 - 55                  

10 石川県 森林環境保全整備事業 加賀 159 保育面積526ha - 1                    

11 福井県 森林環境保全整備事業 越前 168
保育面積557ha、路網整備開設
延長1.0km

- 8                    

12 福井県 森林環境保全整備事業 若狭 194
更新面積3ha、保育面積
380ha、路網整備開設延長
3.5km

- 4                    
若狭森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

13 滋賀県 森林環境保全整備事業 湖北 157 保育面積438ha - 1                    

14 滋賀県 森林環境保全整備事業 湖南 214
更新面積8ha、保育面積
415ha、路網整備開設延長
4.3km

- 24                  
湖南森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

15 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 - 1                    

16 京都府 森林環境保全整備事業 由良川 186
保育面積337ha、路網整備開設
延長3.3km

- 7                    

17 京都府 森林環境保全整備事業 淀川上流 245
更新面積9ha、保育面積
338ha、路網整備開設延長
5.9km

- 17                  
淀川上流森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

18 奈良県 森林環境保全整備事業 北山・十津川 305
保育面積786ha、路網整備開設
延長4.5km

- 21                  

19 奈良県 森林環境保全整備事業 大和･木津川 129
更新面積9ha、保育面積
125ha、路網整備開設延長
3.0km

- 4                    
大和・木津川森林計画区が今年
度樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

20 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 - 1                    

21 三重県 森林環境保全整備事業 北伊勢 339
更新面積18ha、保育面積652ha
路網整備開設延長4.1km

- 18                  

22 三重県 森林環境保全整備事業 伊賀 15
保育面積35ha
路網整備開設延長0.3km

- 1                    

23 三重県 森林環境保全整備事業 尾鷲熊野 278
更新面積83ha、保育面積
990ha、路網整備開設延長
5.9km

- 25                  
尾鷲熊野森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

24 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

- 27                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

25 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀北 387
更新面積68ha、保育面積
706ha、路網整備開設延長
0.4km

- 10                  

26 和歌山県 森林環境保全整備事業 紀中 413
更新面積37ha、保育面積
587ha、路網整備開設延長
3.5km

- 15                  

27 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

- 8                    

28 兵庫県 森林環境保全整備事業 円山川 149 保育面積500ha - 22                  

29 兵庫県 森林環境保全整備事業 加古川 249
更新面積31ha、保育面積
377ha、路網整備開設延長
2.3km

- 2                    

30 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

- 90                  

31 鳥取県 森林環境保全整備事業 日野川 248
保育面積383ha、路網整備開設
延長3.8km

- 14                  

32 鳥取県 森林環境保全整備事業 千代川 795
更新面積22ha、保育面積
1,909ha、路網整備開設延長
11.0km

- 48                  

33 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

- 6                    

34 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

- 12                  

35 島根県 森林環境保全整備事業 斐伊川 474
更新面積70ha、保育面積
1,204ha、路網整備開設延長
5.7km

- 14                  
斐伊川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

36 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

- 25                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

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
 当該暫定予算の

事業費
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

37 岡山県 森林環境保全整備事業 高梁川下流 1,821
更新面積144ha、保育面積
3,344ha、路網整備開設延長
7.6km

3.73 57                  

38 岡山県 森林環境保全整備事業 吉井川 791
更新面積47ha、保育面積
2,298ha、路網整備開設延長
6.5km

- 55                  
吉井川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

39 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

- 30                  

40 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 59                  

41 広島県 森林環境保全整備事業 高梁川上流 461
更新面積36ha、保育面積
1031ha、路網整備開設延長
3.3km

- 8                    

42 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

- 53                  

43 広島県 森林環境保全整備事業 瀬戸内 1,509
更新面積139ha、保育面積
2,629ha、路網整備開設延長
10.5km

3.17 45                  

44 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 - 18                  

45 山口県 森林環境保全整備事業 岩徳 107 保育面積411ha - 3                    

46 山口県 森林環境保全整備事業 萩 16 保育面積80ha - 1                    
萩森林計画区が今年度樹立す
るため(H25.4.1～H30.3.31)
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（四国森林管理局） （単位：百万円）

1 徳島県 復旧治山事業 祖谷山５ 227
森林整備170ha、山腹工
1.00ha、渓間工3基

- 26                  

2 香川県 水源地域整備事業 柞多尾 153
森林整備11ha、山腹工0.30ha、
渓間工4基

- 25                  

3 愛媛県 復旧治山事業 木地奥山１ 224
森林整備143ha、山腹工
0.80ha、渓間工6基、管理車道
1,000m

- 28                  

4 高知県 復旧治山事業 女郎山 30 渓間工1基 - 12                  

5 高知県 復旧治山事業 上足川山 85 渓間工4基 - 19                  

6 高知県 復旧治山事業 十八川山 334 山腹工0.10ha、渓間工12基 - 56                  

7 高知県 復旧治山事業 坂瀬山 118 渓間工4基 - 28                  

8 高知県 復旧治山事業 楮佐古山 107 山腹工0.87ha、渓間工2基 - 21                  

9 高知県 復旧治山事業 後ロ山 520 山腹工2.20ha、渓間工8基 - 25                  

10 高知県 水源地域整備事業 黒尊山 195 渓間工4基 - 30                  

11 高知県 水源地域整備事業 伊尾木川 446
森林整備440ha、山腹工
1.20ha、渓間工14基

- 39                  

12 高知県 保安林管理道整備事業 奥南川山１ 250 保安林管理道2,500m - 27                  

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
 当該暫定予算の

事業費
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（四国森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

13 徳島県 森林環境保全整備事業 吉野川 907
更新面積59ha、保育面積
826ha、路網整備開設延長
8.5km

- 69                  

14 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

- 18                  

15 香川県 森林環境保全整備事業 香川 838
更新面積23ha、保育面積
347ha、路網整備開設延長
10.1km

- 88                  

16 愛媛県 森林環境保全整備事業 今治松山 342
更新面積9ha、保育面積89ha、
路網整備開設延長2.5km

- 19                  

17 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

- 88                  

18 愛媛県 森林環境保全整備事業 肱川 380
更新面積17ha、保育面積
776ha、路網整備開設延長
4.0km

- 141                
肱川森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

19 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

- 137                

20 愛媛県 森林環境保全整備事業 南予 992
更新面積81ha、保育面積
2,298ha、路網整備開設延長
6.9km

- 305                

21 愛媛県 森林居住環境整備事業 南予 38 路網整備開設延長0.3km - 0

22 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

2.13 267                

23 高知県 森林環境保全整備事業 四万十川 7,178
更新面積610ha、保育面積
9,585ha、路網整備開設延長
13.9km

6.72 841                

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

- 1                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（四国森林管理局） （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
 当該暫定予算の

事業費

25 高知県 森林環境保全整備事業
高知（高知中部
署）

907
更新面積56ha、保育面積
978ha、路網整備開設延長
7.7km

- 128                

26 高知県 森林環境保全整備事業 安芸 2,182
更新面積346ha、保育面積
5,734ha、路網整備開設延長
9.1km

5.10 617                
安芸森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

27 高知県 森林居住環境整備事業 安芸 107 更新面積14ha、保育面積239ha - 1                    
安芸森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

28 高知県 森林居住環境整備事業 四万十川 392 保育面積1,061ha - 1                    
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（九州森林管理局） （単位：百万円）

1 長崎県 復旧治山事業 島原 541 渓間工12基、護岸工80ｍ - 116                

2 長崎県 復旧治山事業 川原 34 渓間工2基 - 19                  

3 長崎県 保安林整備事業 五島 5 森林整備26ha - 5                    

4 長崎県 保安林整備事業 対馬 6 森林整備34ha - 6                    

5 熊本県 復旧治山事業 柏川 648 山腹工1.06ha、渓間工23基 - 15                  

6 熊本県 復旧治山事業 内大臣 196 山腹工0.19ha、渓間工6基 - 25                  

7 熊本県 水源地域整備事業 樅木 462 山腹工5ha、渓間工10基 - 41                  

8 大分県 復旧治山事業 石垣鶴見 131 山腹工5ha、渓間工3基 - 42                  

9 大分県 復旧治山事業 九重 107 山腹工0.43ha、渓間工3基 - 31                  

10 宮崎県 復旧治山事業 祝子川 369 山腹工0.50ha、渓間工7基 - 39                  

11 宮崎県 復旧治山事業 霧島３ 125 山腹工0.60ha、渓間工6基 - 26                  

12 宮崎県 復旧治山事業 青井岳 18 山腹工0.03ha、渓間工1基 - 7                    

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
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

主要工事計画全体事業費
 当該暫定予算の

事業費
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（九州森林管理局） （単位：百万円）

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
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

主要工事計画全体事業費
 当該暫定予算の

事業費

13 宮崎県
地域防災対策総合治山
事業

本田野 501 山腹工0.36ha、渓間工17基 - 52                  

14 宮崎県 防災林造成事業 岩山 190 防潮工430m - 33                  

15 宮崎県 保安林管理道整備事業 吹山 315 保安林管理道2800m - 45                  

16 鹿児島県 復旧治山事業 上流合 70 渓間工4基 - 11                  

17 鹿児島県 復旧治山事業 岩屋 92 山腹工0.08ha、渓間工5基 - 10                  

18 鹿児島県 復旧治山事業 大川（金作原） 28 渓間工2基 - 4                    

19 鹿児島県 水源地域整備事業 大篦柄 489
森林整備107ha、山腹工
4.35ha、渓間工15基

- 25                  

20 鹿児島県 保安林整備事業 種子島 10 森林整備45ha - 10                  

21 沖縄県 防災林造成事業 南風見 30 護岸工80m - 6                    

22 福岡県 森林環境保全整備事業 遠賀川 975
更新面積114ha、保育面積
561ha、路網整備開設延長
5.5km

- 49                  

23 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、路網整備開設延長
3.5km

- 44                  

24 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、路網整備開設延長
7.3km

- 15                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（九州森林管理局） （単位：百万円）

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
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

主要工事計画全体事業費
 当該暫定予算の

事業費

25 佐賀県 森林環境保全整備事業 佐賀東部 1,538
更新面積145ha、保育面積
1,668ha、路網整備開設延長
15.8km

5.31 30                  

26 佐賀県 森林環境保全整備事業 佐賀西部 1,079
更新面積149ha、保育面積
1,536ha、路網整備開設延長
19.4km

3.84 27                  
佐賀西部森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

27 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎北部 568
更新面積102ha、保育面積
951ha、路網整備開設延長
9.2km

- 19                  
長崎北部森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

28 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎南部 1,189
更新面積56ha、保育面積
2,873ha、路網整備開設延長
5.2km

6.60 17                  

29 長崎県 森林環境保全整備事業 五島壱岐 356
保育面積4ha、路網整備開設延
長0.7km

- 8                    

30 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、路網整備開設延長
3.3km

- 22                  

31 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、路網整備開設延長
5.9km

6.82 60                  

32 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、路網整備開設延長
6.4km

- 55                  

33 熊本県 森林環境保全整備事業 球磨川 3,349
更新面積487ha、保育面積
14,938ha、路網整備開設延長
34.1km

8.20 191                
球磨川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

34 熊本県 森林環境保全整備事業 天草 48
更新面積2ha、保育面積
186ha、路網整備開設延長
2.0km

- 0

35 熊本県 森林居住環境整備事業 球磨川 120 更新面積26ha、保育面積786ha - 9                    
球磨川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

36 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、路網整備開設延長
3.4km

- 23                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（九州森林管理局） （単位：百万円）

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
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

主要工事計画全体事業費
 当該暫定予算の

事業費

37 大分県 森林環境保全整備事業 大分中部 958
更新面積59ha、保育面積
458ha、路網整備開設延長
3.8km

- 24                  

38 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、路網整備開設延長
8.9km

6.65 87                  

39 大分県 森林環境保全整備事業 大分西部 2,370
更新面積107ha、保育面積
2,169ha、路網整備開設延長
63.6km

2.46 77                  
大分西部森林計画区が今年度
樹立するため(H25.4.1～
H30.3.31)

40 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、路網整備開設延長
3.0km

- 85                  

41 宮崎県 森林環境保全整備事業 耳川 1,399
更新面積140ha、保育面積
2,041ha、路網整備開設延長
8.1km

9.30 45                  

42 宮崎県 森林環境保全整備事業 一ツ瀬川 1,768
更新面積199ha、保育面積
1,694ha、路網整備開設延長
5.5km

9.40 136                

43 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川(宮崎署） 9,887
更新面積1,450ha、保育面積
21,112ha、路網整備開設延長
197.0km

5.75 241                
大淀川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

44 宮崎県 森林環境保全整備事業
大淀川(都城支
署）

9,887
更新面積1,450ha、保育面積
21,112ha、路網整備開設延長
197.0km

5.75 177                
大淀川森林計画区が今年度樹
立するため(H25.4.1～H30.3.31)

45 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、路網整備開設延長
11.2km

6.43 148                

46 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、路網整備開設延長
6.6km

8.86 165                

47 鹿児島県 森林環境保全整備事業 姶良 2,965
更新面積184ha、保育面積
2,772ha、路網整備開設延長
36.9km

4.20 62                  

48 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、路網整備開設延長
2.5km

- 24                  
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直轄事業（平成２５年度暫定予算）

（九州森林管理局） （単位：百万円）

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
番号 事業名 地区名

実施
都道府県名

主要工事計画全体事業費
 当該暫定予算の

事業費

49 鹿児島県 森林環境保全整備事業 大隅 3,654
更新面積453ha、保育面積
10,676ha、路網整備開設延長
43.4km

5.45 114                
大隅森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)

50 鹿児島県 森林環境保全整備事業 熊毛 910
更新面積21ha、保育面積
4,008ha、路網整備開設延長
2.7km

- 42                  

51 鹿児島県 森林環境保全整備事業 奄美大島 85
保育面積5ha、路網整備開設延
長0.5km

- 0

52 鹿児島県 森林居住環境整備事業 大隅 70 更新面積14ha、保育面積330ha - 2                    
大隅森林計画区が今年度樹立
するため(H25.4.1～H30.3.31)
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