
６－１　国有林治山事業
単位（金額：千円）

(2,580,416)                (2,467,772)             (744,102)                                (39,520)                      (141,582) (1,542,568)                              (112,644)          
4,943,532                  4,390,148               2,267,150          242,183            147,317            3,675               1,641,792          88,032              553,384            
(490,290)                   (486,120)                (346,680)                                                                               (139,440)                                 (4,170)             
2,985,494                  2,803,256               1,746,086          67,011              176,655            47,355              636,390            129,759            182,238            

(1,963,012)                (1,820,535)             (1,406,335)                                                                             (414,201)                                 (142,477)          
2,980,922                  2,692,077               2,355,132          -                     -                     -                     336,945            -                     288,846            

(1,673,548)                (1,611,583)             (1,119,013)                                                                             (492,570)                                 (61,965)            
1,643,718                  1,458,705               1,208,168          -                     -                     -                     250,537            -                     185,014            

(4,934,032)                (4,085,917)             (3,864,371)                                                                           (221,547)                                 (848,114)          
2,634,513                 2,298,638              1,754,894        -                    -                    -                    543,744           -                    335,875           
(221,701)                   (89,523)                 (89,523)            (132,178)          

津軽 青森 16,455                      6,318                     6,318               10,137              
(53,183)                    (35,595)                 (35,595)            (17,588)            

（金木） 〃 1,680                        1,680                     1,680               
(253,551)                   (216,489)                (216,489)          (37,063)            

青森 〃 15,856                      15,856                   1,471               14,385              
(65,804)                    (65,804)                 (65,804)            

下北 〃 22,342                      22,342                   22,342              
(141,145)                   (94,556)                 (94,556)            (46,589)            

三八上北 〃 102,928                     45,493                   45,493              57,435              
(192,590)                   (185,450)                (185,450)          (7,140)             

岩手北部 岩手 60,469                      55,639                   4,189               51,450              4,830               
(95,948)                    (75,000)                 (75,000)            (20,948)            

三陸北部 〃 135,497                     135,497                  2,070               133,427            
(115,440)                   (80,745)                 (80,745)            (34,695)            

（久慈） 〃 12,219                      -                           12,219              
(51,675)                    (46,530)                 (46,530)            (5,145)             

三陸中部 〃 54,197                      54,197                   14,150              40,047              
(214,304)                   (201,882)                (201,882)          (12,422)            

盛岡 〃 29,520                      18,484                   11,323              7,161               11,036              
(240,516)                   (151,238)                (151,238)          (89,278)            

岩手南部 〃 533,330                     527,929                  519,897            8,033               5,401               
(26,986)                    (17,000)                 (17,000)            (9,986)             

（遠野） 〃 73,295                      73,295                   1,480               71,815              
(720,552)                   (665,697)                (665,697)          (54,855)            

宮城北部 宮城 424,937                     386,827                  369,769            17,058              38,110              
(191,535)                   (166,923)                (166,923)          (24,612)            

仙台 〃 330,073                     266,077                  205,859            60,218              63,996              
(193,050)                   (107,370)                (107,370)          (85,680)            

米代東部 秋田 89,057                      73,234                   73,234              15,824              
(216,352)                   (154,352)                (59,516)            (94,836)            (62,000)            

（上小阿仁） 〃 1,671                        1,458                     1,458               213                  
(165,103)                   (141,548)                (141,548)          (23,555)            

米代西部 〃 47,403                      34,691                   16,841              17,850              12,712              
(247,536)                   (164,103)                (164,103)          (83,433)            

秋田 〃 60,435                      50,250                   33,660              16,590              10,185              
(116,757)                   (85,628)                 (85,628)            (31,130)            

(湯沢） 〃 108                          -                           108                  
(52,435)                    (48,970)                 (36,055)            (12,915)            (3,465)             

由利 〃 48,386                      31,691                   14,209              17,483              16,695              
(193,679)                   (180,180)                (180,180)          (13,499)            

庄内 山形 102,483                     91,124                   63,656              27,468              11,359              
(704,828)                   (696,472)                (696,472)          (8,356)             

山形 〃 305,301                     291,220                  281,812            9,408               14,082              
(300,305)                   (266,305)                (247,065)          (19,240)            (34,000)            

（最上） 〃 116,882                     104,577                  98,718              5,859               12,305              
(159,060)                   (148,560)                (148,560)          (10,500)            

置賜 〃 24,567                      10,759                   10,759              13,808              
                                                           

本局 秋田 25,423                      -                           25,423              
県別再掲 (735,383)                   (501,967)                (407,411)                                                                               (94,556)                                  (233,417)          

青森 159,261                     91,689                   31,811              -                     -                     -                     59,878              -                     67,572              
(937,457)                   (757,844)                (757,844)                                                                                                                            (179,613)          

岩手 898,528                     865,042                  553,109            -                     -                     -                     311,933            -                     33,486              
(912,087)                   (832,620)                (832,620)                                                                                                                            (79,467)            

宮城 755,010                     652,904                  575,628            -                     -                     -                     77,276              -                     102,106            
(991,233)                   (701,970)                (594,220)                                                                               (107,751)                                (289,263)          

秋田 272,482                     191,324                  139,401            -                     -                     -                     51,923              -                     81,159              
(1,357,872)                (1,291,517)             (1,272,277)                                                                             (19,240)                                  (66,355)            

山形 549,232                     497,680                  454,945            -                     -                     -                     42,735              -                     51,553              
１　本表は，治山事業業務資料により作成した。
２　本表は，治山事業費、北海道開発事業費、離島振興事業費及び沖縄開発事業費による実行分を合算掲上した。
３　平成２３年度より，東日本大震災復興事業費による実行分を含めて掲上した。
４　本表は，森林管理局関係分のみ掲上した。
５　（　）は前年度からの繰越明許費で外書した。
６　事業体系の見直しにより、平成２３年度から「山地治山」と「水源地域等保安林整備」に集約した。
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