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青岳国有林（伊賀市）



○個々の森林を重点的に発揮すべき機能に応じて類型化し、そ
れぞれの機能類型ごとに適切な管理経営を行います。特に、
主伐・再造林や間伐の推進により地球温暖化対策へ貢献する
とともに、災害に強い森林づくりを推進します。

次期森林計画の検討方向
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○木材の供給に当たっては、列状間
伐、路網、高性能林業機械を組み合
わせた低コストで効率的な間伐を推
進するとともに、多様で健全な森林
づくりを通して生産される木材の計
画的な供給に取り組みます。

大又トガサワラ植物群落保護林

○植物群落の保護等を目的とした「保
護林」の適切な保護管理を行います。

大又国有林（熊野市）



○森林共同施業団地においては、協定団体との連携を図りつ
つ、計画的な事業の実施に努めます。

○国民参加による森林づくりへ
のフィールド提供や森林環境
教育への支援を行います。

次期森林計画の検討方向
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大又森林共同施業団地

○野生鳥獣による被害対策の推進を図るため、防護柵等の鳥
獣害防止施設の整備や、野生鳥獣の捕獲による鳥獣害防止を
推進します。

大又国有林(熊野市)

現行計画は、別添を参照



○尾鷲熊野森林計画区は、三重県南部
に位置し、国有林野は西側の奈良
県境界付近に大きな団地が点在。
熊野灘に面して七里御浜国有林が
ある。

○計画区の森林面積は約８５千ha そ
のうち国有林野は約１０千a（１
２％）

○下流部において、過去に大規模な水
害が発生。上流部の国有林野は、
水源かん養保安林や土砂流出防備
保安林などとして、公益的機能の
発揮に重要な役割を担っている。

尾鷲熊野森林計画区の概況
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（該当市）尾鷲市、熊野市、紀北町
紀宝町、御浜町

【尾鷲熊野森林計画区位置図】

別添



森林資源の状況

【人工林・天然林の面積割合】 【人工林齢級構成】

○面積割合は人工林が５２％、天然
林が４８％

○人工林の樹種別の蓄積割合は、ス
ギ５３％、ヒノキ４０％、アカマ
ツ・クロマツ３％等

5

○人工林の齢級は9～1２齢級
に集中

４，６９４㏊ ４，９８８㏊

※齢級とは、森林の年齢を一定の幅
(5年)をひとくくりにし、林齢1～5
年生を1齢級、6～10年生を2齢
級、以下3齢級・・・と称する。

※本頁以降のデータは平成24年3月31日時点の数値です。



機能類型に応じた管理経営

○個々の森林を、重点的に発揮すべき機能に応じて、
５つの機能類型（５タイプ）に区分し適切な管理経営を行っています。
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山地災害防止タイプ

快適環境形成タイプ

水源涵養タイプ

自然維持タイプ

森林空間利用タイプ

機能類型 面積（ha) 対象とする森林

山地災害防止タイプ 4,325
土砂崩れや土砂の流出等による山地災害や飛砂、潮害等の気象災害を防ぐ

ことを目的に整備する森林

快適環境形成タイプ 0 騒音の防備や大気の浄化等生活環境の形成を目的に整備する森林

水源涵養タイプ 5,868 洪水の緩和、水質保全等を目的に整備する森林

自然維持タイプ 156
原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育するなど特別な保全・管

理が必要な森林

森林空間利用タイプ 92
国民の皆さんが森林とふれあう場として、また、森林ボランティア団体等

の活動の場としての森林

41%

0%

56%

2% 1%



国有林野の維持及び保存

○保護林
二ノ俣ツガ植物群落保護林など４箇

所約３１haを設定し、定期的なモ
ニタリング調査を行い、保護等に
取り組んでいます。

種 類 名 称 概 要 面積(ha)

植物群落
保護林

二ノ俣ツガ
スギ、ツガを主体とした天
然性針葉樹林の保護

12.55

大又文政
スギ

文政年間に植栽されたスギ
林の保護 1.50

大又モミ
・ツガ

モミ・ツガの高齢級林分の
保護 9.67

大又
トガサワラ

紀南地方の希少な樹種であ
るトガサワラ林の保護

7.10

二ノ俣ツガ植物群落保護林

大又文政スギ植物群落保護林

大又モミ・ツガ植物群落保護林

大又トガサワラ植物群落保護林

大又文政スギ植物群落保護林

大又国有林(熊野市)
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国有林野の維持及び保存

○巨樹・巨木の保存
「森の巨人たち１００選」に選ばれた「大又のカツラ」の保護管理に努めて
います。
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大又のカツラ

幹周 1,060㎝
樹高 32m

大又のカツラ



国有林野の維持及び保存

○国有林野の保全管理のため、森林ボランティアと連携し、
森林巡視・山火事の防止・廃棄物の不法投棄への対応など適
切な保全管理等に努めています。
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七里御浜防風林ＧＧ作戦

七里御浜国有林

ふるさとを美しくする会



路網、高性能林業機械、列状間伐を組み合わせた低コストで効率的な間
伐を推進し、多様で健全な森林づくりを通して生産される木材の計画的
な供給に努めています。

なお、森林の傾斜等に応じて架線集材を効率的に行うための路網整備
に努めます。

また、根株・小径木などの未利用間伐材については、木質バイオマス
の利用拡大に努めています。

○木材の供給

林 産 物 の 供 給 等

低コストで崩れにくい
路網整備

高性能林業機械
の活用

列状間伐の導入
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架線集材を効率的に行
うための路網整備

又は



民有林と国有林との連携
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隣接した民有林と国有林が連携して路網の作設や間伐等の森林整備、
間伐材の販売等を実施する「森林共同施業団地」を設定しています。

○森林共同施業団地の設定

団地名 面積(ha) 連携した施業内容

大又森林共同
施業団地

民有林 82
効率的な路網の整備等に
よる森林整備

国有林 1,010

計 1,092

林業専用道

大又国有林（熊野市）

大又森林共同施業団地(熊野市)



国 土 の 保 全

○治山事業
治山施設の設置や保安林の適切な管理を通じて、山地に起因する災害から

国民の生命・財産を守ります。
また、水源涵養機能、生活環境の維持・向上を図ります。
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渓間工 山腹工

鍛冶屋又国有林（紀北町） 十須国有林（紀北町）

平成２３年度に発生した鍛冶屋又崩壊地の復旧に当たっては、町・県・署の３者が連携を密にして取り組ん
でいます。
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国 有 林 の 活 用

○レクリーションの森

種 類 名 称 概 要
面 積
(ha)

風景林 七里御浜

熊野灘に沿う松林は、白波の
海と砂浜とも調和しているこ
とから、風景鑑賞や地域住民
の散策の場として利用

80.53
七里御浜風景林(御浜町外)

七里御浜風景林

七里御浜国有林(御浜町外)

レクリーション・保健休養の場として役割の大きな国有林につい
て、国民の保健・文化・教育的利用を積極的に推進しています。



国民参加による森林の整備
○ふれあいの森

ボランティア、NPO、企業による自主的な森林づくり活動を支援する
ためのフィールドを提供しています。

七里御浜マツ植栽活動

名 称 面積(ha) 備 考

ふれあいの森七里御浜 ９１.4９
七里御浜国有林
（御浜町外２）

七里御浜国有林(御浜町外)

ふれあいの森七里御浜
七里御浜国有林(御浜町外)
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現行計画量（m3）
主伐 間伐

38,647 116,655

現行計画量（ha）
人工造林 天然更新

82.65 －

現行計画量

保全施設（箇所） 24

保安林整備（ha） 42.25

・伐採量

・更新量

・林道

現行計画量（ha）
下刈 除伐 枝打

257.40 48.88 -

・保育量

現行計画量
路線数 延長(m)

開設 2 4,150

改良 6 5,850

・治山

健全な森林の育成、生物多様性の保全、二酸化炭素
の森林吸収源対策の目標達成のため、間伐を積極的
に進めています。

主要事業に関する事項（現行計画）
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地域管理経営計画とは
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地域森林計画
（都道府県知事）
（１０年計画）

森林法
全国森林計画（農林水産大臣）

（１５年計画）

森林経営計画
（森林所有者）
（５年計画）

市町村森林整備計画
（市町村長）

（１０年計画）

国有林の
地域別の森林計画
（森林管理局長）
（１０年計画）

森林･林業基本法
森林・林業基本計画（政府）

即して

即して

適合して

適合して

国有林野の管理経営に関する法律
国有林野の管理経営に関する
基本計画（農林水産大臣）

（１０年計画）

即して

事業の実施（森林管理署長等）

調和して

民有林

国有林野施業実施計画
（森林管理局長）

（５年計画）

地域管理経営計画
（森林管理局長）

（５年計画）

調整

国有林

調和して

即して

は 森 林 管 理 局 が 定 め る 計 画

即して

参 考

国民の森林である
国有林野について、
公益的機能の維持
増進を旨とした管理
経営の基本事項を
定める「５年間」の
計画です。

○ 森林計画は全国に１５８
ある計画区という単位ごとに
作成されています。

○ 近畿中国森林管理局では
管内の４０計画区※について
順次計画を作成し、それに基
づいて国有林の管理経営を
行っています。

※ 地域管理経営計画・
国有林野施業実施計画
の対象は３８計画区


