
平成１５年度　　完了後の評価実施地区一覧

１　直轄事業

（２）森林環境保全整備事業 国有林野部　業務課

整理 都道府県 事業区分 事業実施主体

番号

1 北海道 造林事業 石狩空知 いしかりそらち 北海道局 空知署

2 北海道 林道事業 石狩空知 いしかりそらち 北海道局 石狩署

3 北海道 林道事業 日高 ひだか 北海道局 日高北部署

4 北海道 林道事業 日高 ひだか 北海道局 日高北部署

5 北海道 造林事業 留萌 るもい 北海道局旭川分局 留萌北部署

6 北海道 造林事業 留萌 るもい 北海道局旭川分局 留萌南部署

7 北海道 造林事業 上川南部 かみかわなんぶ 北海道局旭川分局 上川南部署

8 北海道 林道事業 上川南部 かみかわなんぶ 北海道局旭川分局 上川南部署

9 北海道 造林事業 網走西部 あばしりせいぶ 北海道局北見分局 網走西部署西紋別支署

10 北海道 造林事業 網走西部 あばしりせいぶ 北海道局北見分局 網走西部署

11 北海道 造林事業 網走東部 あばしりとうぶ 北海道局北見分局 網走中部署

12 北海道 造林事業 網走東部 あばしりとうぶ 北海道局北見分局 網走中部署佐呂間事務所

13 北海道 造林事業 網走東部 あばしりとうぶ 北海道局北見分局 網走南部署

14 北海道 造林事業 網走東部 あばしりとうぶ 北海道局北見分局 網走南部署津別事務所

15 北海道 造林事業 釧路根室 くしろねむろ 北海道局帯広分局 根釧西部署

16 北海道 造林事業 釧路根室 くしろねむろ 北海道局帯広分局 根釧西部署

17 北海道 造林事業 釧路根室 くしろねむろ 北海道局帯広分局 根釧東部署

18 北海道 造林事業 釧路根室 くしろねむろ 北海道局帯広分局 根釧東部署

19 北海道 造林事業 十勝 とかち 北海道局帯広分局 十勝東部署陸別事務所

20 北海道 造林事業 十勝 とかち 北海道局帯広分局 十勝東部署陸別事務所

21 北海道 造林事業 十勝 とかち 北海道局帯広分局 十勝西部署東大雪支署

22 北海道 造林事業 十勝 とかち 北海道局帯広分局 十勝西部署東大雪支署

23 北海道 造林事業 後志胆振 しりべしいぶり 北海道局函館分局 後志署

24 北海道 造林事業 渡島檜山 おしまひやま 北海道局函館分局 渡島署

25 秋田県 造林事業 米代川 よねしろがわ 東北局 米代東部署

26 秋田県 造林事業 米代川 よねしろがわ 東北局 米代東部署上小阿仁支署

27 秋田県 造林事業 米代川 よねしろがわ 東北局 米代西部署

28 秋田県 造林事業 雄物川 おものがわ 東北局 秋田署

29 秋田県 造林事業 子吉川 こよしがわ 東北局 由利署

30 山形県 造林事業 庄内 しょうない 東北局 庄内署酒田森林管理センター

31 秋田県 林道事業 米代川 よねしろがわ 東北局 米代東部署上小阿仁支署

32 秋田県 林道事業 米代川 よねしろがわ 東北局 米代東部署上小阿仁支署

33 青森県 造林事業 津軽 つがる 東北局青森分局 津軽署

34 青森県 造林事業 津軽 つがる 東北局青森分局 津軽署金木支署

35 青森県 造林事業 津軽 つがる 東北局青森分局 津軽署鰺ヶ沢事務所

36 青森県 造林事業 津軽 つがる 東北局青森分局 津軽署深浦森林管理センター

37 青森県 造林事業 東青 とうせい 東北局青森分局 青森署

38 青森県 造林事業 下北 しもきた 東北局青森分局 下北署

39 青森県 造林事業 下北 しもきた 東北局青森分局 下北署大間事務所

40 青森県 造林事業 三八上北 さんぱちかみきた 東北局青森分局 三八上北署

41 青森県 造林事業 三八上北 さんぱちかみきた 東北局青森分局 三八上北署三戸事務所

42 岩手県 造林事業 久慈閉伊川 くじへいがわ 東北局青森分局 三陸北部署

43 岩手県 造林事業 久慈閉伊川 くじへいがわ 東北局青森分局 三陸北部署川井森林管理センター

44 岩手県 造林事業 久慈閉伊川 くじへいがわ 東北局青森分局 三陸北部署久慈支署

45 岩手県 造林事業 大槌気仙川 おおつちけせんがわ東北局青森分局 三陸中部署

46 岩手県 造林事業 北上川上流 きたかみがわじょうりゅう 東北局青森分局 盛岡署

47 岩手県 造林事業 北上川上流 きたかみがわじょうりゅう 東北局青森分局 盛岡署雫石森林管理センター

48 岩手県 造林事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署

49 岩手県 造林事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署遠野支署

50 岩手県 造林事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署湯田事務所

事業実施地区名
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51 宮城県 造林事業 宮城北部 みやぎほくぶ 東北局青森分局 宮城北部署

52 宮城県 造林事業 宮城南部 みやぎなんぶ 東北局青森分局 仙台署

53 青森県 林道事業 津軽 つがる 東北局青森分局 津軽署金木支署

54 青森県 林道事業 三八上北 さんぱちかみきた 東北局青森分局 三八上北署三戸事務所

55 岩手県 林道事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署

56 岩手県 林道事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署遠野支署

57 岩手県 林道事業 北上川中流 きたかみがわちゅうりゅう 東北局青森分局 岩手南部署遠野支署

58 宮城県 林道事業 宮城北部 みやぎほくぶ 東北局青森分局 宮城北部署

59 福島県 造林事業 阿武隈川 あぶくまがわ 関東局 福島署

60 福島県 造林事業 阿武隈川 あぶくまがわ 関東局 福島署白河支署

61 福島県 造林事業 会津 あいづ 関東局 会津署

62 福島県 造林事業 会津 あいづ 関東局 会津署南会津支署

63 栃木県 造林事業 那珂川 なかがわ 関東局 塩那署

64 栃木県 造林事業 鬼怒川 きぬがわ 関東局 日光署

65 栃木県 造林事業 渡良瀬川 わたらせがわ 関東局 日光署

66 群馬県 造林事業 吾妻 あがつま 関東局 吾妻署

67 新潟県 造林事業 下越 かえつ 関東局 下越署

68 茨城県 造林事業 八溝多賀 やみぞたが 関東局東京分局 茨城署

69 茨城県 造林事業 八溝多賀 やみぞたが 関東局東京分局 茨城署大子事務所

70 茨城県 造林事業 水戸那珂 みとなか 関東局東京分局 茨城署

71 茨城県 造林事業 霞ヶ浦 かすみがうら 関東局東京分局 茨城署

72 埼玉県 造林事業 埼玉 さいたま 関東局東京分局 埼玉森林管理事務所

73 千葉県 造林事業 千葉南部 ちばなんぶ 関東局東京分局 千葉森林管理事務所

74 山梨県 造林事業 富士川中流 ふじがわちゅうりゅう 関東局東京分局 山梨森林管理事務所

75 神奈川県 造林事業 神奈川 かながわ 関東局東京分局 東京神奈川署

76 静岡県 造林事業 静岡 しずおか 関東局東京分局 静岡署

77 静岡県 造林事業 伊豆 いず 関東局東京分局 伊豆署

78 静岡県 造林事業 天竜 てんりゅう 関東局東京分局 天竜署

79 茨城県 林道事業 八溝多賀 やみぞたが 関東局東京分局 茨城署

80 茨城県 林道事業 八溝多賀 やみぞたが 関東局東京分局 茨城署

81 山梨県 林道事業 富士川中流 ふじがわちゅうりゅう 関東局東京分局 山梨森林管理事務所

82 静岡県 造林事業 伊豆 いず 関東局東京分局 伊豆署

83 静岡県 造林事業 天竜 てんりゅう 関東局東京分局 天竜署

84 長野県 造林事業 千曲川下流 ちくまがわかりゅう 中部局 北信署
85 長野県 造林事業 中部山岳 ちゅうぶさんがく 中部局 中信署
86 長野県 造林事業 千曲川上流 ちくまがわじょうりゅう中部局 東信署
87 長野県 造林事業 伊那谷 いなだに 中部局 南信署飯田事務所
88 長野県 造林事業 木曽谷 きそだに 中部局 木曽署
89 長野県 造林事業 木曽谷 きそだに 中部局 木曽署南木曽支署
90 長野県 林道事業 木曽谷 きそだに 中部局 木曽署

91 長野県 林道事業 木曽谷 きそだに 中部局 木曽署南木曽支署

92 長野県 林道事業 木曽谷 きそだに 中部局 木曽署王滝事務所

93 岐阜県 造林事業 宮・庄川 みやしょうかわ 中部局名古屋分局 飛騨署

94 岐阜県 造林事業 宮・庄川 みやしょうかわ 中部局名古屋分局 岐阜署荘川事務所

95 岐阜県 造林事業 飛騨川 ひだがわ 中部局名古屋分局 飛騨署

96 岐阜県 林道事業 宮・庄川 みやしょうかわ 中部局名古屋分局 岐阜署荘川事務所

97 岐阜県 林道事業 木曽川 きそがわ 中部局名古屋分局 東濃署

98 愛知県 林道事業 東三河 ひがしみかわ 中部局名古屋分局 愛知森林管理事務所

99 三重県 造林事業 伊賀 いが 近畿中国局 三重署

100 三重県 造林事業 北伊勢 きたいせ 近畿中国局 三重署
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101 三重県 造林事業 南伊勢 みなみいせ 近畿中国局 三重署

102 三重県 造林事業 尾鷲熊野 おわせくまの 近畿中国局 三重署

103 大阪府 造林事業 大阪 おおさか 近畿中国局 兵庫署神戸事務所

104 兵庫県 造林事業 揖保川 いぼがわ 近畿中国局 兵庫署

105 奈良県 造林事業 北山十津川 きたやまとつかわ 近畿中国局 奈良森林管理事務所

106 和歌山県 造林事業 紀南 きなん 近畿中国局 和歌山署

107 和歌山県 造林事業 紀北 きほく 近畿中国局 和歌山署

108 和歌山県 造林事業 紀中 きちゅう 近畿中国局 和歌山署

109 鳥取県 造林事業 日野川 ひのがわ 近畿中国局 鳥取署

110 鳥取県 造林事業 天神川 てんじんがわ 近畿中国局 鳥取署

111 鳥取県 造林事業 千代川 せんだいがわ 近畿中国局 鳥取署

112 島根県 造林事業 斐伊川 ひいがわ 近畿中国局 島根署

113 島根県 造林事業 高津川 たかつがわ 近畿中国局 島根署日原事務所

114 岡山県 造林事業 高梁川下流 たかはしがわ 近畿中国局 岡山署

115 岡山県 造林事業 旭川 あさひがわ 近畿中国局 岡山署

116 岡山県 造林事業 吉井川 よしいがわ 近畿中国局 岡山署

117 広島県 造林事業 江の川上流 ごうのかわじょうりゅう近畿中国局 広島北部署

118 山口県 造林事業 山口 やまぐち 近畿中国局 山口森林管理事務所

119 山口県 造林事業 萩 はぎ 近畿中国局 山口森林管理事務所

120 愛媛県 造林事業 南予 なんよ 四国局 愛媛署宇和島森林管理センター

121 高知県 造林事業 四万十川 しまんとがわ 四国局 四万十署

122 高知県 造林事業 四万十川 しまんとがわ 四国局 四万十署窪川事務所

123 高知県 造林事業 嶺北 れいほく 四国局 嶺北署

124 高知県 造林事業 高知 こうち 四国局 高知中部署

125 高知県 造林事業 安芸 あき 四国局 安芸署

126 高知県 造林事業 安芸 あき 四国局 安芸署魚梁瀬事務所

127 福岡県 造林事業 遠賀川 おんがかわ 九州局 福岡署直方森林管理センター

128 福岡県 造林事業 福岡 ふくおか 九州局 福岡署

129 佐賀県 造林事業 佐賀東部 さがとうぶ 九州局 佐賀署

130 長崎県 造林事業 長崎東部 ながさきとうぶ 九州局 長崎署

131 長崎県 造林事業 対馬 つしま 九州局 長崎署対馬森林経営センター

132 熊本県 造林事業 緑川 みどりかわ 九州局 熊本署矢部事務所

133 熊本県 造林事業 球磨川 くまがわ 九州局 熊本南部

134 大分県 造林事業 大分西部 おおいたせいぶ 九州局 大分西部署

135 大分県 造林事業 大分北部 おおいたほくぶ 九州局 大分西部署

136 大分県 造林事業 大分中部 おおいたちゅうぶ 九州局 大分署

137 宮崎県 造林事業 五ヶ瀬川 ごかせがわ 九州局 宮崎北部署

138 宮崎県 造林事業 耳川 みみかわ 九州局 宮崎北部署

139 宮崎県 造林事業 大淀川 おおよどがわ 九州局 宮崎署

140 宮崎県 造林事業 大淀川 おおよどがわ 九州局 宮崎署えびの森林管理センター

141 宮崎県 造林事業 大淀川 おおよどがわ 九州局 宮崎署西諸事務所

142 宮崎県 造林事業 大淀川 おおよどがわ 九州局 宮崎署都城支署

143 宮崎県 造林事業 広渡川 ひろとがわ 九州局 宮崎南部署

144 鹿児島県 造林事業 北薩 ほくさつ 九州局 北薩署大口事務所

145 鹿児島県 造林事業 北薩 ほくさつ 九州局 北薩署

146 鹿児島県 造林事業 南薩 なんさつ 九州局 鹿児島署

147 鹿児島県 造林事業 大隅 おおすみ 九州局 大隅署

148 鹿児島県 造林事業 熊毛 くまげ 九州局 屋久島署

149 長崎県 林道事業 対馬 つしま 九州局 長崎署対馬森林経営センター


