
様式７
整理番号： 1

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 三八上北 森林計画区（さんぱちかみきた） 事業主体：東北森林管理局

三八上北 森林管理署

（単位:千円）

備考

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 5.43

総便益（Ｂ） 30,354,029

総費用（Ｃ） 5,586,277

森林整備経費縮減等便益

造林作業経費縮減便益 192,695

森林管理等経費縮減便益 1,686

森林整備促進便益 71,667

木材生産便益 生産確保・促進便益 1,967,001

山地保全便益 土砂流出防止便益 11,283,792

環境保全便益 炭素固定便益 2,072,402

水源かん養便益

洪水防止便益 8,403,912

流域貯水便益 2,638,828

水質浄化便益 3,722,046

便　益　集　計　表

大区分 中区分 評価額



様式７
整理番号： 2

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 大槌・気仙川 森林計画区（おおづち・けせんがわ） 事業主体：東北森林管理局

三陸中部 森林管理署

（単位:千円）

備考

水質浄化便益

炭素固定便益

1,904,087

利用増進便益 384,361

生産確保・促進便益

4,915,739

生産等経費縮減便益 93,198

土砂流出防止便益山地保全便益

環境保全便益

木材生産便益

評価額

4,881,493洪水防止便益

流域貯水便益 1,815,921

中区分

2,561,336

総費用（Ｃ）

便　益　集　計　表

1,285,690

造林作業経費縮減便益

森林管理等経費縮減便益 1,055

森林整備促進便益

水源かん養便益

2,371,344

57,829

大区分

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 7.56

総便益（Ｂ） 17,929,305

森林整備経費縮減等便益

28,596



様式７
整理番号： 3

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 雄物川 森林計画区（おものがわ） 事業主体：東北森林管理局

秋田 森林管理署

（単位:千円）

備考

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 8.89

総便益（Ｂ） 36,130,035

総費用（Ｃ） 4,062,057

森林整備経費縮減等便益

造林作業経費縮減便益 239,412

森林管理等経費縮減便益 2,047

森林整備促進便益 111,455

木材生産便益

生産等経費縮減便益 65,929

利用増進便益 15,960

生産確保・促進便益 5,320,211

山地保全便益 土砂流出防止便益 8,902,913

環境保全便益 炭素固定便益 3,685,144

水源かん養便益

洪水防止便益 8,840,890

流域貯水便益 3,711,373

水質浄化便益 5,234,701

便　益　集　計　表

大区分 中区分 評価額



様式７
整理番号： 4

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 雄物川 森林計画区（おものがわ） 事業主体：東北森林管理局

秋田 森林管理署湯沢支署

（単位:千円）

備考

便　益　集　計　表

大区分 中区分 評価額

水源かん養便益

洪水防止便益 2,141,756

流域貯水便益 876,365

水質浄化便益 1,236,087

山地保全便益 土砂流出防止便益 2,464,877

環境保全便益 炭素固定便益 935,668

木材生産便益

生産等経費縮減便益 3,142

利用増進便益 12,337

生産確保・促進便益 844,869

森林整備経費縮減等便益

造林作業経費縮減便益 63,964

森林管理等経費縮減便益 717

森林整備促進便益 64,225

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 8.79

総便益（Ｂ） 8,644,006

総費用（Ｃ） 982,973



様式７
整理番号： 5

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 最上・村山 森林計画区（もがみ・むらやま） 事業主体：東北森林管理局

山形 森林管理署

（単位:千円）

備考

便　益　集　計　表

大区分 中区分 評価額

水源かん養便益

洪水防止便益 2,495,704

流域貯水便益 917,396

水質浄化便益 1,293,984

山地保全便益 土砂流出防止便益 3,350,940

環境保全便益 炭素固定便益 977,052

木材生産便益

生産等経費縮減便益 6,742

利用増進便益 878

生産確保・促進便益 1,041,826

森林整備経費縮減等便益

造林作業経費縮減便益 160,176

森林管理等経費縮減便益 1,289

森林整備促進便益 70,508

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 6.40

総便益（Ｂ） 10,316,495

総費用（Ｃ） 1,612,816



様式７
整理番号： 6

事業名 森林環境保全整備事業費

事業実施地区： 最上・村山 森林計画区（もがみ・むらやま） 事業主体：東北森林管理局

山形 森林管理署最上支署

（単位:千円）

備考

費用便益比 （Ｂ）／（Ｃ）＝ 7.50

総便益（Ｂ） 30,443,251

総費用（Ｃ） 4,057,984

森林整備経費縮減等便益

造林作業経費縮減便益 183,103

森林管理等経費縮減便益 1,358

森林整備促進便益 107,859

木材生産便益

生産等経費縮減便益 8,292

利用増進便益 124

生産確保・促進便益 2,951,223

山地保全便益 土砂流出防止便益 8,792,310

環境保全便益 炭素固定便益 2,345,284

水源かん養便益

洪水防止便益 6,548,313

流域貯水便益 3,943,386

水質浄化便益 5,561,999

便　益　集　計　表

大区分 中区分 評価額
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