
平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費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 所管する都道府県名

北海道 203 北海道

東北 345 青森、岩手、宮城、秋田、山形

関東 96
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 100 富山、長野、岐阜、愛知

近畿中国 10
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 72 徳島、香川、愛媛、高知

九州 256
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児
島、沖縄

計 1,082

（注）「配分額」は、単位未満を四捨五入している。
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直轄等事業（平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費）

（北海道森林管理局） （単位：百万円）

1 北海道 復旧治山事業 奥尻島 115 山腹工0.05ha 5.43

2 北海道 復旧治山事業 白岩 115 山腹工0.43ha 2.97

3 北海道 復旧治山事業 丸山 201 山腹工0.85ha 1.38

4 北海道 復旧治山事業 ワッカケ 61 山腹工0.12ha 1.49

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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（東北森林管理局） （単位：百万円）

1 青森県 復旧治山事業 四枚橋 350 山腹工0.1ｈａ 2.18

2 青森県 復旧治山事業 元宇田 45 山腹工0.1ｈａ 2.58

3 青森県 復旧治山事業 上ノ畑 10 山腹工0.1ｈａ 1.25

4 青森県 防災林造成事業 牛潟 70 防潮工210ｍ 1.79

5 宮城県 復旧治山事業 金華山 91 山腹工0.2ｈａ 2.62

6 秋田県 復旧治山事業 白山 30 渓間工1基 15.56

7 秋田県 復旧治山事業 抱き返り 10 渓間工3基 1.79

8 山形県 地すべり防止事業 漬場沢 499 山腹工2.0ｈａ 9.51

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

主要工事計画番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
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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 前川 129 山腹工0.34ha、渓間工3基 1.85

2 福島県 復旧治山事業 大芦沢 40 渓間工1基 5.76

3 群馬県 復旧治山事業 鳥居川 133 山腹工0.5ha、渓間工4基 3.26

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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（中部森林管理局） （単位：百万円）

1 長野県 復旧治山事業 城山 35 山腹工0.45ha 4.52

2 長野県 復旧治山事業 大井戸沢 124 山腹工1.2ha、渓間工2基 1.71

3 岐阜県 復旧治山事業 フジ小屋 290            山腹工1.39ha 3.44

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

国有林　-　5



（近畿中国森林管理局） （単位：百万円）

1 広島県 復旧治山事業 牛田山 10 山腹工0.04ha 9.23

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

主要工事計画番号 事業名 地区名
実施

都道府県名
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（四国森林管理局） （単位：百万円）

1 高知県 復旧治山事業 黒尊山 35 渓間工1基 3.73

2 高知県 復旧治山事業 日見須山 152 山腹工0.3ha、渓間工5基 1.31

3 高知県 保安林改良事業 盛山 24 森林整備87ha 28.57

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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（九州森林管理局） （単位：百万円）

1 福岡県 復旧治山事業 亀ﾉ尾 15 渓間工1基 1.73

2 福岡県 復旧治山事業 市野 22 山腹工0.1ha 2.33

3 佐賀県 復旧治山事業 岩越 65 山腹工0.03ha 1.73

4 佐賀県 復旧治山事業 大河内 15 山腹工0.15ha 1.74

5 熊本県 復旧治山事業 北向本谷 17 山腹工0.2ha 1.58

6 熊本県 復旧治山事業 水無川 110 山腹工0.39ha、渓間工3基 1.95

7 宮崎県 復旧治山事業 津々志 17 山腹工0.15ha 1.43

8 鹿児島県 復旧治山事業 高松 30 山腹工0.15ha、渓間工1基 1.85

9 鹿児島県 復旧治山事業 市野々(1088) 118 山腹工0.47ha、渓間工4基 2.24

10 鹿児島県 復旧治山事業 市野々(1089) 118 山腹工0.47ha、渓間工4基 2.24

11 鹿児島県 復旧治山事業 茶円ｹ段 22 渓間工1基 1.39

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番号 事業名 地区名

実施
都道府県名
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