
６－１　国有林治山事業
単位（金額：千円）

(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             

(3,467,967)               (3,023,196)             (2,821,421)                                                                           (201,775)                                  (444,771)           
2,768,477                2,445,749             1,845,480         -                    -                    -                    600,269           -                    322,728           

(82,262)                   (59,216)                 (59,216)            (23,046)            
津軽 青森 154,054                    120,508                 120,508             33,546              

(81,000)                   (74,000)                 (74,000)            (7,000)              
（金木） 〃 35,122                     34,022                   25,058              8,964                1,100                

(82,768)                   (58,968)                 (58,968)            (23,800)            
青森 〃 34,153                     30,694                   8,716                21,978              3,459                

(35,089)                   (29,797)                 (799)                (28,998)            (5,292)              
下北 〃 44,788                     41,764                   41,764              3,024                

(893,801)                  (837,641)               (837,641)           (56,160)            
三八上北 〃 69,840                     45,540                   2,815                42,725              24,300              

(165,202)                  (154,294)               (125,605)           (28,689)            (10,908)            
岩手北部 岩手 89,718                     86,834                   86,834              2,884                

(48,000)                   (48,000)                 (48,000)            
三陸北部 〃 121,745                    121,745                 69,774              51,971              

(66,600)                   (28,400)                 (28,400)            (38,200)            
（久慈） 〃 36,670                     36,670                   22,306              14,364              

(45,684)                   (45,684)                 (45,684)            
三陸中部 〃 52,591                     52,591                   432                  52,159              

(163,771)                  (160,758)               (160,758)           (3,013)              
盛岡 〃 80,370                     68,490                   33,662              34,828              11,880              

(199,031)                  (150,463)               (150,463)           (48,568)            
岩手南部 〃 230,104                    227,804                 200,804             27,000              2,300                

                                                          
（遠野） 〃 73,548                     73,548                   73,548              

(155,484)                  (81,864)                 (81,864)            (73,620)            
宮城北部 宮城 492,621                    433,245                 416,376             16,870              59,376              

(422,999)                  (356,951)               (356,951)           (66,048)            
仙台 〃 68,099                     44,854                   20,516              24,338              23,245              

(29,504)                   (20,000)                 (20,000)            (9,504)              
米代東部 秋田 130,811                    126,361                 121,737             4,624                4,450                

(15,228)                   (15,228)                 (15,228)            
（上小阿仁） 〃 42,412                     38,459                   1,490                36,968              3,953                

(13,032)                                               (13,032)            
米代西部 〃 84,972                     69,018                   46,878              22,140              15,954              

                                                          
秋田 〃 91,473                     86,667                   86,667              4,806                

(55,629)                   (55,629)                 (55,629)            
(湯沢） 〃 47,350                     43,300                   33,429              9,871                4,050                

(7,860)                     (4,860)                  (4,860)              (3,000)              
由利 〃 140,262                    138,310                 138,310             1,952                

(69,910)                   (59,910)                 (59,910)            (10,000)            
庄内 山形 205,762                    177,746                 93,938              83,808              28,016              

(178,020)                  (172,020)               (141,020)           (31,000)            (6,000)              
山形 〃 161,359                    126,891                 126,139             752                  34,468              

(522,358)                  (482,778)               (482,778)           (39,580)            
（最上） 〃 214,124                    182,045                 156,460             25,585              32,079              

(134,735)                  (126,735)               (53,735)            (73,000)            (8,000)              
置賜 〃 61,846                     38,644                   32,632              6,013                23,201              

                                                          
本局 秋田 4,686                       -                          4,686                

県別再掲 (1,174,920)               (1,059,622)             (1,030,624)                                                                             (28,998)                                  (115,298)           
青森 337,956                    272,527                 157,096             -                      -                      -                      115,430             -                      65,429              

(688,288)                  (587,599)               (558,910)                                                                                (28,689)                                  (100,689)           
岩手 684,745                    667,682                 413,812             -                      -                      -                      253,870             -                      17,064              

(578,483)                  (438,815)               (438,815)                                                                                                                             (139,668)           
宮城 560,720                    478,099                 436,891             -                      -                      -                      41,208              -                      82,621              

(121,253)                  (95,717)                 (55,629)                                                                                 (40,088)                                  (25,536)            
秋田 541,966                    502,115                 428,511             -                      -                      -                      73,604              -                      39,850              

(905,023)                  (841,443)               (737,443)                                                                                (104,000)                                 (63,580)            
山形 643,091                    525,327                 409,169             -                      -                      -                      116,158             -                      117,764             

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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