
  第 四 次 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 書

（第二次変更計画）

（雄物川森林計画区）

自 平成２２年４月 １日
計 画 期 間

至 平成２７年３月３１日

（第一次変更 平成２３年３月）

（第二次変更 平成２４年３月）

東北森林管理局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第１４条第２項に

基づき変更するものである。

１ 地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について（平

成１１年１月２９日付け林野経第４号林野庁長官通達）一部改正により２の（６）伐採総量

の表の再掲として市町村別内訳表を新たに記載することから変更するものである。

２ 効率的な路網整備の推進のため路線計画を変更する。

【変更項目及び頁】

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、

伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（６）伐採総量 ････････････････････････････････････････････････････････････････１

３ 林道の整備に関する事項････････････････････････････････････････････････････････２



（６）伐採総量

（再掲）市町村別内訳
（単位：ｍ3、ha）

市町村名 主伐 間伐 小計
臨　時
伐採量

計 林地以外 合計

36,620 183,897 220,517

(2,463.59)

11,989 94,108 106,097

(1,509.03)

44,738 303,362 348,100

(4,863.99)

653 20,633 21,286

(246.30)

2,086 1,869 3,955

(61.33)

42,138 68,428 110,566

(1,456.73)

3,691 8,413 12,104

(149.74)

1,785 890 2,675

(22.22)

143,700 681,600 825,300

(10,772.93)
※市町村別内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。
※（　）は、間伐面積である。

計

横手市

湯沢市

羽後町

東成瀬村

秋田市

大仙市

仙北市

美郷町

林　地
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 基 幹・  開 設・ 延　長

 その他別  改良別 （ｍ）

基　幹 開設 小滝 秋田 ３７ほ～３７り 1,000

開設 軽井沢 秋田 ２２へ～１へ 2,100

開設 財の神 秋田 ２４４に～２４４よ 1,200

開設 越口沢 秋田 ２７５イ～２５９か 1,200

開設 牛小沢 秋田 ２８７れ～２８７い 1,200

開設 長瀬 秋田 ２６１は３～２７４れ 1,400

開設 橇引沢 秋田 ２８５き１～２８５へ 1,300

開設 小又 秋田 ２８３よ～２８３ら 600

開設 大鍋倉沢 秋田 ２０８６ち～２０８７ぬ 1,000

開設 滝沢 秋田 ２２０５ふ～２２０５の３ 1,100

開設 アサツナギ沢 秋田 上小阿仁支署２０４６か～１０６０ぬ 2,400

開設 定沢 秋田 １０６０と～１０６０ほ 1,500

計 16,000

その他 開設 大平 秋田 ７５は１～７４ろ 1,000

開設 金倉沢 秋田 ２０４こ～２０４て 1,000

開設 中の沢 秋田 ２５５ほ１～２５５は１ 1,200

開設 赤太郎沢 秋田 ２１００よ～２０９３わ 1,070

開設 チチコ沢 秋田 ４８り～４９わ 1,600 追加

開設 諏訪山北ノ又 秋田 ２１１７～２１１８ち1 750 追加

開設 黒石沢 秋田 ３０４１ま～３０４１た 2,700 追加

開設 小柳沢 秋田 ３０３８よ～３０３８き 2,570 追加

開設 下松倉 湯沢 ９０り～９０ま 1,500

開設 八塩沢 湯沢 ９５の～９６ろ 1,040

開設 志負沢 湯沢 １０む４～２８ロ 1,480

開設 曲師沢 湯沢 １と～１け 1,050

開設 薄久内 湯沢 ６５ひ３～６５れ 2,300

開設 ワサビ沢 湯沢 ９ら～１０う４ 2,260

開設 奥人沢 湯沢 ７た2～７つ 2,033 追加

開設 湯ノ岱 湯沢 ４６ほ～４０ろ 3,000 追加

開設 赤倉沢支線 湯沢 ４３う～４３へ 1,500 追加

開設 御返事沢 湯沢 ２１と１～２０そ 2,840 延長追加

開設 ガケ穴沢 湯沢 ５７わ～５７へ2 500 追加

開設 黒沢 湯沢 １０２７い～１０２８わ 3,697 追加

開設 北ヶ沢 湯沢 １０１８つ～１０１８ま 1,000 追加

開設 大茂内 湯沢 秋の宮字大茂内沢～２４わ 1,440 追加

計 37,530

計 開設 53,530

改良 0

3  林道の整備に関する事項

路　線　名 備　考
箇　　　　所

（林  小　班）
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