
平成15年度　　完了後の評価実施地区一覧

１　直轄事業

（１）国有林直轄治山事業 国有林野部　業務課

1 北海道 復旧治山 小滝の沢 こたきのさわ 北海道局 石狩署

2 北海道 復旧治山 白井川 しらいがわ 北海道局 石狩署

3 北海道 復旧治山 藻岩山 もいわやま 北海道局 石狩署

4 北海道 復旧治山 ツツジの沢 つつじのさわ 北海道局 空知署

5 北海道 復旧治山 雄冬岬 おふゆみさき 北海道局 空知署

6 北海道 復旧治山 上巻沢向 かみまきさわむかい 北海道局 空知署

7 北海道 予防治山 南の沢 みなみのさわ 北海道局 空知署

8 北海道 復旧治山 林班界の沢 りんぱんかいのさわ 北海道局 胆振東部署

9 北海道 復旧治山 唐沢 からさわ 北海道局 胆振東部署

10 北海道 復旧治山 ７０５点沢 ７０５てんさわ 北海道局 胆振東部署

11 北海道 復旧治山 岩石の沢 がんせきのさわ 北海道局 日高北部署

12 北海道 復旧治山 シュットク下の沢 しゅっとくしたのさわ 北海道局 日高南部署

13 北海道 復旧治山 ペンケウクッライ沢 ぺんけうくっらいさわ 北海道局 日高南部署

14 北海道 復旧治山 オビウ沢 おびうさわ 北海道局 日高南部署

15 北海道 復旧治山 節婦 せっぷ 北海道局 日高南部署

16 北海道 復旧治山 美河３の沢 みかわ３のさわ 北海道局 日高南部署浦河事務所

17 北海道 復旧治山 添松２の沢 そえまつ２のさわ 北海道局 日高南部署浦河事務所

18 北海道 復旧治山 カミナイ２の沢 かみない２のさわ 北海道局 日高南部署浦河事務所

19 北海道 復旧治山 樽山沢 たるやまさわ 北海道局 旭川分局 留萌南部署

20 北海道 復旧治山 １７０林班界の沢 １７０りんぱんかいのさわ 北海道局 旭川分局 留萌南部署

21 北海道 復旧治山 ８６林班沢 ８６りんぱんさわ 北海道局 旭川分局 留萌南部署

22 北海道 復旧治山 コッチラホチナイ沢 こっちらほちないさわ 北海道局 旭川分局 上川北部署

23 北海道 復旧治山 右一の沢 みぎいちのさわ 北海道局 旭川分局 上川北部署朝日事務所

24 北海道 保安林整備促進 含鉄地区 がんてつちく 北海道局 旭川分局 上川北部署朝日事務所

25 北海道 生活環境保全林整備 白金地区 しろがねちく 北海道局 旭川分局 上川中部署

26 北海道 復旧治山 ４４６林班右沢 ４４６りんぱんみぎさわ 北海道局 旭川分局 空知署北空知支署

27 北海道 予防治山 白滝の沢 しらたきのさわ 北海道局 北見分局 網走中部署

28 北海道 復旧治山 オロピリカ川下流 おろぴりかがわかりゅう 北海道局 北見分局 網走西部署

29 北海道 復旧治山 六の沢 ろくのさわ 北海道局 北見分局 網走西部署

30 北海道 復旧治山 中二股 なかふたまた 北海道局 北見分局 網走西部署

31 北海道 復旧治山 上矢口の沢 かみやぐちのさわ 北海道局 北見分局 網走西部署西紋別支署

32 北海道 復旧治山 ３６線沢 ３６せんざわ 北海道局 北見分局 網走西部署西紋別支署

33 北海道 復旧治山 ポロナイ左の沢 ぽろないひだりのさわ 北海道局 北見分局 網走中部署佐呂間事務所

34 北海道 復旧治山 岩毛主 いわけしゅ 北海道局 北見分局 網走中部署佐呂間事務所

35 北海道 復旧治山 奥本流 おくほんりゅう 北海道局 北見分局 網走南部署

36 北海道 復旧治山 オショマオマップ川 おしょまおまっぷがわ 北海道局 北見分局 網走南部署

37 北海道 復旧治山 オトンベツ沢川 おとんべつさわがわ 北海道局 帯広分局 根釧西部署

38 北海道 復旧治山 カモイウンベ かもいうんべ 北海道局 帯広分局 根釧東部署

39 北海道 復旧治山 山渓閣の沢 さんけいかくのさわ 北海道局 帯広分局 十勝東部署

40 北海道 復旧治山 岩内１の沢 いわない１のさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署

41 北海道 復旧治山 崖の沢 がけのさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署東大雪支署

42 北海道 復旧治山 ６の沢 ろくのさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署東大雪支署
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43 北海道 復旧治山 花春内川 かしゅんないがわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署大樹センター

44 北海道 復旧治山 礫流の沢 れきながれのさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署大樹センター

45 北海道 復旧治山 ユーニペソツ川 ゆーにぺそつがわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署東大雪支署

46 北海道 復旧治山 崩れの沢 くずれのさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署東大雪支署

47 北海道 予防治山 野塚中の沢 のづかなかのさわ 北海道局 帯広分局 十勝西部署大樹センター

48 北海道 復旧治山 カイショ川支流 かいしょがわしりゅう 北海道局 帯広分局 根釧西部署

49 北海道 復旧治山 ホロナイ沢 ほろないざわ 北海道局 帯広分局 十勝東部署

50 北海道 復旧治山 螺湾川 らわんがわ 北海道局 帯広分局 十勝東部署

51 北海道 復旧治山 中の沢（湯ノ岱地区） なかのさわ（ゆのたいちく） 北海道局 函館分局 檜山署

52 北海道 水源地域緊急整備 豊部内川（江差地区） とよべないがわ（えさしちく） 北海道局 函館分局 檜山署

53 北海道 復旧治山 仏沢（奥尻地区） ほとけざわ（おくしりちく） 北海道局 函館分局 檜山署

54 北海道 復旧治山 鳥岩沢（厚沢部地区） とりいわさわ（あっさぶちく） 北海道局 函館分局 檜山署

55 北海道 復旧治山 ガロー沢（上磯） がろーさわ（かみいそ） 北海道局 函館分局 檜山署木古内事務所

56 北海道 復旧治山 ピシンペタヌ川（八雲） ぴしんぺたぬかわ（やくも） 北海道局 函館分局 渡島署

57 北海道 復旧治山 オチャラッペ川（今金） おちゃらっぺかわ（いまかね） 北海道局 函館分局 渡島署

58 北海道 復旧治山 浄水場の沢１（登別温泉）
じょうすいじょうのさわ１（の
ぼりべつおんせん） 北海道局 函館分局 後志署室蘭事務所

59 北海道 復旧治山 浄水場の沢２（登別温泉）
じょうすいじょうのさわ２（の
ぼりべつおんせん） 北海道局 函館分局 後志署室蘭事務所

60 秋田 復旧治山 丹瀬沢 たんせさわ 東北局 米代東部署上小阿仁支署

61 秋田 復旧治山 小入川 こいりかわ 東北局 米代西部署

62 秋田 復旧治山 谷地ノ沢 やちのさわ 東北局 米代西部署

63 秋田 復旧治山 上荒沢 かみあらさわ 東北局 秋田署

64 秋田 復旧治山 杉沢 すぎさわ 東北局 秋田署

65 秋田 復旧治山 石黒沢 いしぐろさわ 東北局 秋田署田沢湖事務所

66 秋田 復旧治山 先達川上流 せんだつかわじょうりゅう 東北局 秋田署田沢湖事務所

67 秋田 復旧治山 白岩 しらいわ 東北局 秋田署田沢湖事務所

68 山形 復旧治山 水ヶ沢 みずがさわ 東北局 山形署新庄事務所

69 山形 復旧治山 東又沢 ひがしまたさわ 東北局 山形署新庄事務所

70 山形 復旧治山 白川 しらかわ 東北局 置賜署

71 秋田 なだれ防止林造成 内高倉沢 うちたかくらさわ 東北局 米代東部署上小阿仁支署

72 山形 水源地域緊急整備 蟹ヶ沢 かにがさわ 東北局 置賜署

73 山形 生活環境保全林整備 金山 かねやま 東北局 山形署新庄事務所

74 秋田 重要自然維持地域保安林整備 大沼 おおぬま 東北局 米代東部署鹿角事務所

75 秋田 重要自然維持地域保安林整備 玉川 たまがわ 東北局 秋田署田沢湖事務所

76 青森 復旧治山 大白石沢 おおしろいしざわ 東北局 青森分局 津軽署

77 青森 復旧治山 朝日股沢 あさひまたざわ 東北局 青森分局 津軽署

78 青森 復旧治山 ゾベコ沢 そべこさわ 東北局 青森分局 津軽署

79 青森 復旧治山 赤根沢 あかねさわ 東北局 青森分局 津軽署

80 青森 復旧治山 嘉瀬子内沢 かせしないさわ 東北局 青森分局 青森署

81 青森 復旧治山 滝ノ沢 たきのさわ 東北局 青森分局 青森署

82 青森 復旧治山 西ノ股沢 にしのまたさわ 東北局 青森分局 青森署

83 青森 予防治山 太郎沢 たろうさわ 東北局 青森分局 下北署

84 青森 復旧治山 正津川 しょうずがわ 東北局 青森分局 下北署
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85 青森 復旧治山 大沢 おおさわ 東北局 青森分局 三八上北署

86 青森 復旧治山 石タカ沢 いしたかさわ 東北局 青森分局 三八上北署

87 岩手 生活環境保全林整備 矢巾地区 やはばちく 東北局 青森分局 盛岡署

88 岩手 復旧治山 昭和湖 しょうわこ 東北局 青森分局 岩手南部署

89 岩手 復旧治山 柳沢 やなぎさわ 東北局 青森分局 岩手南部署湯田事務所

90 宮城 復旧治山 鍛冶屋沢 かじやさわ 東北局 青森分局 宮城北部署気仙沼事務所

91 福島 復旧治山 谷室 やむろ 関東局 磐城署

92 福島 復旧治山 小田代 こたしろ 関東局 磐城署

93 福島 復旧治山 石森 いしもり 関東局 磐城署

94 福島 復旧治山 室原 むろはら 関東局 磐城署

95 福島 復旧治山 梅ノ木沢 うめのきさわ 関東局 磐城署原町事務所

96 福島 復旧治山 赤湯 あかゆ 関東局 福島署

97 福島 復旧治山 黒滝沢 くろたきさわ 関東局 福島署白河支署

98 福島 復旧治山 オッカナ沢 おっかなさわ 関東局 福島署白河支署

99 福島 復旧治山 舟岐川 ふなまたがわ 関東局 会津署南会津支署

100 福島 復旧治山 マタシロウ沢 またしろうさわ 関東局 会津署南会津支署

101 福島 復旧治山 八溝川 やみぞがわ 関東局 棚倉署

102 福島 予防治山 鎌田川 かまたざわ 関東局 棚倉署

103 栃木 復旧治山 馬坂沢 うまさかざわ 関東局 日光署

104 栃木 予防治山 モーキ山 もーきやま 関東局 日光署

105 群馬 復旧治山 ぶどう沢 ぶどうざわ 関東局 群馬署

106 群馬 復旧治山 中之沢 なかのさわ 関東局 群馬署

107 群馬 復旧治山 深沢 ふかさわ 関東局 群馬署

108 新潟 復旧治山 師走沢 いわすざわ 関東局 下越署

109 新潟 復旧治山 釜ヶ沢 かまがさわ 関東局 下越署

110 新潟 復旧治山 赤倉沢 あかくらざわ 関東局 下越署

111 新潟 復旧治山 カノマタ沢 かのまたさわ 関東局 下越署

112 茨城 復旧治山 高鈴 たかすず 関東局 東京分局 茨城署

113 茨城 復旧治山 小松沢 こまつざわ 関東局 東京分局 茨城署高萩事務所

114 茨城 復旧治山 花貫 はなぬき 関東局 東京分局 茨城署高萩事務所

115 茨城 復旧治山 金砂 かなさ 関東局 東京分局 茨城署大子事務所

116 神奈川 復旧治山 仙洞寺山 せんとうじさん 関東局 東京分局 東京神奈川署

117 長野 復旧治山 黒川上流（Ⅰ） くろかわじょうりゅう（Ⅰ） 中部局 中信署

118 長野 復旧治山 湯川（Ⅱ） ゆがわ（Ⅱ） 中部局 中信署

119 長野 復旧治山 上滝沢・下滝沢 かみたきさわ・しもたきさわ 中部局 中信署

120 長野 復旧治山 白骨 しらほね 中部局 中信署

121 長野 復旧治山 濁川 にごりがわ 中部局 東信署

122 長野 復旧治山 西股沢下流 にしまたさわかりゅう 中部局 東信署

123 長野 予防治山 阿鳥川 あどりかわ 中部局 東信署

124 長野 予防治山 石堂沢 いしどうさわ 中部局 東信署

125 長野 復旧治山 刈萱谷 かるかやだに 中部局 南信署

126 長野 復旧治山 抜沢① ぬけざわ① 中部局 南信署
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127 長野 復旧治山 渋川④ しぶかわ④ 中部局 南信署

128 長野 復旧治山 唐沢 からさわ 中部局 南信署

129 長野 水源地域緊急整備 三峰川 みぶがわ 中部局 南信署

130 長野 復旧治山 日向沢 ひなたざわ 中部局 南信署駒ヶ根センター

131 長野 復旧治山 岩本沢 いわもとざわ 中部局 南信署飯田事務所

132 長野 復旧治山 小木曽１９ おぎそ１９ 中部局 木曽署

133 長野 復旧治山 裏駒ヶ岳１ うらこまがたけ１ 中部局 木曽署

134 長野 復旧治山 立間ヶ沢本流 たつまがざわほんりゅう 中部局 木曽署王滝事務所

135 長野 復旧治山 割沢 わるさわ 中部局 木曽署王滝事務所

136 長野 復旧治山 崩沢３ くずさわ３ 中部局 木曽署王滝事務所

137 長野 復旧治山 南木曽２ なぎそ２ 中部局 木曽署南木曽支署

138 長野 復旧治山 南木曽２２ なぎそ２２ 中部局 木曽署南木曽支署

139 長野 予防治山 田立３ ただち３ 中部局 木曽署南木曽支署

140 長野 復旧治山 南蘭２１ みなみあららぎ２１ 中部局 木曽署南木曽支署

141 長野 復旧治山 伊奈川１０ いながわ１０ 中部局 木曽署南木曽支署

142 長野 復旧治山 阿寺１ あでら１ 中部局 木曽署南木曽支署

143 富山 予防治山 ヨロイ谷 よろいだに 中部局 名古屋分局 富山署

144 岐阜 予防治山 坂ノ谷 さかのたに 中部局 名古屋分局 飛騨署

145 岐阜 予防治山 上小鳥（月谷） かみおどり（つきだに） 中部局 名古屋分局 飛騨署

146 岐阜 復旧治山 ミソスリ谷 みそすりだに 中部局 名古屋分局 岐阜署

147 岐阜 復旧治山 飛石谷 とびいしだに 中部局 名古屋分局 岐阜署

148 岐阜 復旧治山 御厩野 みまいの 中部局 名古屋分局 岐阜署

149 岐阜 水源地域緊急整備 東股 ひがしまた 中部局 名古屋分局 東濃署

150 愛知 復旧治山 川合 かわい 中部局 名古屋分局 愛知森林管理事務所

151 愛知 復旧治山 桧原 ひばら 中部局 名古屋分局 愛知森林管理事務所

152 愛知 復旧治山 桶小屋 おけごや 中部局 名古屋分局 愛知森林管理事務所

153 愛知 予防治山 本谷 ほんたに 中部局 名古屋分局 愛知森林管理事務所

154 三重 復旧治山 西谷 にしたに 近畿中国局 三重署

155 三重 復旧治山 妙婦谷 みょうぶだに 近畿中国局 三重署

156 三重 復旧治山 八十谷 やそだに 近畿中国局 三重署

157 和歌山 復旧治山 大杉大小屋 おおすぎおおごや 近畿中国局 和歌山署

158 兵庫 復旧治山 一の谷 いちのたに 近畿中国局 兵庫署神戸事務所

159 兵庫 復旧治山 今宿 いまじゅく 近畿中国局 兵庫署神戸事務所

160 兵庫 復旧治山 和田谷 わだだに 近畿中国局 兵庫署神戸事務所

161 島根 復旧治山 吉田４ よしだ４ 近畿中国局 島根署

162 島根 復旧治山 ガクガク山 がくがくやま 近畿中国局 島根署日原事務所

163 岡山 復旧治山 樅木谷 もにのきだに 近畿中国局 岡山署

164 岡山 復旧治山 大谷山 おおたにやま 近畿中国局 岡山署

165 広島 復旧治山 大万木 おおまんぎ 近畿中国局 広島北部署

166 広島 復旧治山 鈩原山８１８ たたらばらやま８１８ 近畿中国局 広島北部署

167 兵庫 予防治山 上霞城 かみかじょう 近畿中国局 兵庫署

168 鳥取 予防治山 つく米 つくよね 近畿中国局 鳥取署
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１　直轄事業

（１）国有林直轄治山事業 国有林野部　業務課

整理
番号
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169 島根 予防治山 芦原中流北 あしはらちゅうりゅうきた 近畿中国局 島根署

170 京都 地域総合防火対策治山 東山 ひがしやま 近畿中国局 京都大阪森林管理事務所

171 和歌山 地域総合防火対策治山 権現山 ごんげんやま 近畿中国局 和歌山署

172 福岡 生活環境保全林整備 宇美 うみ 九州局 福岡署

173 長崎 復旧治山 五郎谷 ごろうたに 九州局 長崎署

174 長崎 復旧治山 瀬川 せがわ 九州局 長崎署

175 熊本 復旧治山 鉾ノ甲 ほこのこう 九州局 熊本署

176 熊本 復旧治山 丸岩 まるいわ 九州局 熊本南部署

177 熊本 復旧治山 大塚 おおつか 九州局 熊本南部署

178 宮崎 復旧治山 二股 ふたまた 九州局 宮崎北部署

179 宮崎 復旧治山 前奥 まえおく 九州局 宮崎北部署

180 宮崎 復旧治山 上の小屋 かみのこや 九州局 宮崎北部署

181 宮崎 復旧治山 重永 しげなか 九州局 宮崎署

182 宮崎 復旧治山 樫 かし 九州局 西都児湯署

183 熊本 復旧治山 木上大平 きのうえおおひら 九州局 宮崎署都城支署

184 鹿児島 復旧治山 小山田 おやまだ 九州局 大隅署

185 鹿児島 海岸防災林 川尻 かわしり 九州局 大隅署

186 鹿児島 復旧治山 国見平 くにみひら 九州局 大隅署

187 鹿児島 復旧治山 布計 ふけ 九州局 北薩署大口事務所

188 鹿児島 復旧治山 高松 たかまつ 九州局 鹿児島署

189 鹿児島 復旧治山 宮之浦 みやのうら 九州局 屋久島署


