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はじめに 

 

我が国の国土面積の２割、森林面積の３割に当たる国有林野の管理経営は、①国土の 

保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、併せて、②林産物 

を持続的かつ計画的に供給し、③国有林野の活用によりその所在する地域の産業の振興 

又は住民の福祉の向上に寄与することを目標として行うこととされている。 

このような中で、森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源の涵養に加え、地球 

温暖化の防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加 

の森林づくり等の面で期待が高まるなど、公益的機能の発揮に重点を置きつつさらに多 

様化してきた。特に、国有林野に対しては、地球温暖化防止、生物多様性の保全等の面 

で期待が大きくなってきた。また、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、 

国有林野事業については、民有林への指導やサポートなど我が国の森林・林業の再生に 

貢献することも求められている。 

こうしたことを踏まえ、国有林野事業は、冒頭の目標の下、森林・林業や国有林野事 

業に対する国民の多様な要請と期待を踏まえつつ、一般会計において国民の共通の財産 

である国有林野を名実ともに「国民の森林」とするよう、公益重視の管理経営を一層推 

進するとともに、公益的機能の発揮のための事業や民有林へのサポート、木材の安定供 

給等の事業を、民有林に係る施策との一体的な推進を図りつつ、一層計画的に実施して 

いくこととする。 

さらに、その組織・技術力・資源を活用して林業の成長産業化の実現に向けて貢献す 

るための取組を進めていくこととする。 

本計画は、網走東部森林計画区の第五次計画（平成２８年４月１日～令和２年３月 

３１日）の計画期間終了に伴い、国有林野の管理経営に関する法律第６条の規定に基づ 

いて、北海道森林管理局長があらかじめ国民の意見を聴いた上で、同法第４条の規定に 

基づく国有林野の管理経営に関する基本計画に即し、森林法第７条の２で定める国有林 

の地域別の森林計画と調和して、今後５年間の同計画区における国有林野の管理経営に 

関する基本的な事項について定めた第六次計画である。 

網走東部森林計画区における今後の管理経営は、関係行政機関と連携を図りつつ、地

域の理解と協力を得ながら、この計画に基づいて適切に行うこととする。 

その際、国民の負託に応えて国有林野事業の使命を達成していくという意志を職員が

共有し、一丸となってその推進に努めていくこととする。   
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－地管 1－ 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

（１）国有林野の管理経営の基本方針 

① 森林計画区の概況 

網走東部森林計画区は、北海道の北東部に位置し、全国森林計画で定める網 

走・湧別川広域流域の東側に当たるオホーツク総合振興局管内の２市９町(国有林 

野は２市８町に所在。)で構成されている。 

その流域面積は、５９５千 ha で全道面積の７％に当たり、南東部は釧路根室森 

林計画区、南西部は十勝森林計画区、西部は上川南部森林計画区、北西部は網走西 

部森林計画区に接し、北部はオホーツク海に面している。 

   

62

流域面積
（千ha）

森林面積（千ha） 森林率
（％）

国有林野率
（％）国有林野 その他森林

595 392 243 149 66  
注） 四捨五入の関係で、計は必ずしも一致しない（以下の表についても同じ）。        

   

対象とする国有林野面積は２４３千 ha であり、森林の６割がトドマツ・エゾマ 

ツ・ミズナラ・シナノキ・カンバ類等が混交する天然林で占められ、約３割以上が 

主に昭和３０年代以降に造成されたトドマツ・カラマツ・アカエゾマツ等の人工林 

となっている。 

これら森林については、水源涵養を目的とした保安林を主体に全体面積の約９ 

割が保安林に指定され、多くの市町村の水源として、また、沿岸部での漁場環境の 

   保全等に重要な役目を担っている。 

また、温泉、渓谷、湖沼、豊かな森林景観など豊富な観光資源に恵まれ、知床国 

立公園、阿寒摩周国立公園など多くの自然公園に指定されていることから、登山や 

森林散策などのレクリエーション・保健休養の場として多くの人々に利用されて 

いる。特に、保護林制度として設定している知床森林生態系保護地域については、 

その全域が平成１７年７月に世界自然遺産となったことから、原生的な森林生態 

系、生物多様性の維持・保全及び森林とのふれあいの場として役割を果たしてい 

る。 

一方、従来から豊かな森林資源を利用して林業・木材産業が発達しており、特に 

木材加工では建築用材等の生産が盛んであるほか、地域の自然条件、資源を活かし 

た農業や水産業が重要な産業となっている。また、森林認証材の普及に向けた取組 

を行っている。 

   

                        

 

 

 

 

 



－地管 2－ 

② 国有林野の管理経営の現状及び評価 

ア 森林計画区内の国有林野の現況 

                                (単位：千 ha) 

面　積 69.6 29.9 118.6 218.1

区　分
育　成　林

天然生林 計
育成単層林 育成複層林

 
 

                                (単位：千 ha) 

( ) ( ) ( ) ( )
面　積

46.1 11.2 11.3 1.8
70.3

65% 16% 16% 3%

区　分
人　　工　　林

計
トドマツ エゾマツ カラマツ その他

 
 

                                (単位：千 ha) 

( ) ( ) ( )
面　積

42.7 84.6 20.5
147.7

29% 57% 14%

区　分
天　然　林

計
針葉樹林 針広混交林 広葉樹林

 
 

 

人工林の樹種別面積          天然林の林相別面積 

           
 

 

 

 

 

 

 

46.1千ha

65%

11.2千ha

16%

11.3千ha

16%

1.8千ha

3%

トドマツ

エゾマツ

カラマツ

その他 42.7千ha
29%

84.6千ha
57%

20.5千ha
14%

針葉樹

針広混交林

広葉樹

※エゾマツにはアカエゾマツ、カラマツには 

グイマツがそれぞれ含まれている。 



－地管 3－ 

イ 主要施策に関する評価 

第五次計画（平成２８年度～令和２年度）における本森林計画区での計画と実 

績、主な取組は次のとおりとなっている。 

 

（ア）伐採量 

本森林計画区における伐採量の実績は下表のとおりである。 

主伐及び間伐ともに概ね計画どおりの実行となった。 

（単位：千㎥、ha） 

（ ） （ ）

区　分
計　　画 実　　績

主　伐 間　伐 主　伐 間　伐

伐採量
465 1,142 396 1,005

15,504 12,672  
注１） （ ）は間伐面積である。 

２） 実績欄の数値は平成２８～令和元年度の実績と令和２年度の見込量の計である。 

 

（イ）更新量 

本森林計画区における更新量の実績は下表のとおりである。人工造林につ 

いては、主伐箇所が減少したことに加え、計画期間の前半に比べ、後半により 

多く伐採を実行したことから、計画期間における実行面積は減少した。天然更 

新については、対象箇所を精査し伐採を見合わせた結果、実行面積が減少し 

た。 

（単位：ha） 

区　分
計　　画 実　　績

人工造林 天然更新 人工造林 天然更新

更新量 975 252 471 142  
注） 実績欄の数値は平成２８～令和元年度の実績と令和２年度の見込量の計である。 

 

（ウ）保育量 

本森林計画区における保育量の実績は下表のとおりである。下刈について 

は概ね計画通りの実行面積となった。つる切・除伐については、現地の状況に 

応じて実施した結果、実行面積が大幅に減少した。  

 

（単位：ha） 

区　分
計　　画 実　　績

下　刈 つる切・除伐 下　刈 つる切・除伐

保育量 6,763 3,986 6,144 311  
注） 実績欄の数値は平成２８～令和元年度の実績と令和２年度の見込量の計である。 

 

 

 



－地管 4－ 

（エ) 林道の開設及び改良 

本森林計画区における林道の開設・改良の実績は下表のとおりである。利用 

区域内の事業実行の時期等を踏まえ、優先度の高いものから実行した結果、開 

設、改良とも実行結果が減少した。 

 

   

区　　分 計　　画 実　　績

開　設
路線数 53 10

延長量（km） 166.2 24.0

改　良
箇所数 21 9

延長量（km） 1.6 0.4  

注） 実績欄の数値は平成２８～令和元年度の実績と令和２年度の見込量の計である。 

 

③ 持続可能な森林経営の実施方向 

国有林野の管理経営に当たっては、森林からの恩恵を現世代のみならず次世代 

へ伝えるため､機能類型区分を踏まえた森林の適切な整備及び保全等の実施によっ 

て持続可能な森林の管理経営に取り組んでいく。 

本森林計画区の国有林野について、取り組んでいる施策及び森林の取扱い方針 

は次のとおりである。 

 

ア 生物多様性の保全 

地域の特性に応じた多様な森林生態系を維持し、生物多様性の保全と持続可 

能な利用に資するため、希少な野生生物が生育・生息する森林については、その 

生育・生息環境にも配慮した森林施業を推進するとともに、その他の森林につい 

ても、適切な間伐の実施、針広混交林化、広葉樹林化、複層林化、長伐期化の取 

組など、多様で健全な森林の整備及び保全を推進する。また、渓流等と一体と 

なった森林については、その連続性を確保することにより、きめ細やかな森林生 

態系ネットワークの形成に努める。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）国有林の保護林制度として設定している各種保護林については、原則とし 

て自然の推移に委ねることとし、その設定目的に応じて、適切な保護・管理を 

行う。 

 
（イ）国の天然記念物に指定されているクマゲラや、「絶滅のおそれのある野生 

動植物の種の保存に関する法律」で国内希少野生動植物種に指定されている 

クマタカ等及びその両方に指定されているシマフクロウの生息環境に配慮し 

た森林施業を推進し、生息環境の保全を図る。 

 

 



－地管 5－ 

（ウ）このほかの希少野生生物（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関 

 する法律」に基づき定められている国内希少野生動植物種や環境省及び北海 

道のレッドデータブックに掲載されている種等）についても、その生育・生息 

の把握に努め、必要に応じて学識経験者から助言を得るなど、その保護に配慮 

した施業に努める。 

 

（エ）全域が世界自然遺産となった知床森林生態系保護地域については、適切な 

保全管理を推進するため、エゾシカの採食圧からの保護のため部分的な防鹿 

柵の設置や関係機関等との手法等の検討を行うとともに、巡視活動等により 

現況把握に努め、必要に応じて野生動植物に関するモニタリング調査等を行 

う。また、サケ科魚類の遡上を考慮したダムの改良については、改良後のモニ 

タリング調査を行いつつ、有識者によるアドバイザー会議の助言を得る中で 

今後の取扱いについてのフォローアップを行う。 

 

（オ）知床の自然環境を人類共有の遺産と位置づけ、より良い形で後世に引き継 

いでいくため、原生的な森林生態系の適切な保護管理及び保護の必要性の普 

及啓発を一層推進するほか、知床の原生的な自然の価値を将来にわたって損 

なうことのないよう関係機関と連携・協力のもとに一体となった管理を推進 

する。 

 

イ 森林生態系の生産力の維持 

     森林生態系としての生産力を維持していくため、北海道森林管理局長が別に 

    定めている「施業の基準」に基づき適切かつ積極的に間伐を実施するとともに、 

    基準となる伐採率、回帰年等を前提とした育成複層林へ導くための施業等によ 

    る主伐の実施、天然力も活用した伐採後の適切かつ確実な更新等を行う。また、 

    それらの基盤となる路網の整備を進める。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）流域の標準的な立地条件にある森林について平均成長量が最大となる林齢 

を基準として標準伐期齢を定め、立木の主伐の時期に関する指標とする。 

 

（イ）機能類型ごと、施業方法ごとに伐採の方法、更新の方法及び保育の方法等に 

 係る施業の基準を定め、気候等の自然条件、林業技術体系等を勘案して、林分 

ごとに、その現況に応じた適切な施業方法を採用する。 

 

（ウ）北海道森林管理局長が別に定めている「造林方針書」に基づき、健全な森林 

を計画的かつ効率的に造成する。 

 

 

 



－地管 6－ 

（エ) 簡易で壊れにくい路網の整備を進めるとともに、ハーベスタ等高性能林業 

機械を組み合わせた低コスト・高効率作業システムによる作業を推進する。 

 

（オ) 本森林計画区は、アカエゾマツ、トドマツ、カラマツなどの豊富な森林資源 

 を背景として、地域の林業・木材産業が発達している。このため、森林の整備 

及び保全を推進し、あわせて木材資源の利用に供する。 

 

ウ 森林生態系の健全性と活力の維持 

森林病害虫及び野生鳥獣等による被害や森林火災等による森林の劣化を防ぐ 

ため、適切な森林の保全対策を講じるとともに、被害を受けた森林の早期復旧を 

図る。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）森林病害虫及び野生鳥獣等による被害等については、自治体等の関係機関 

及び地域住民の協力のもとに、被害の早期発見に努めるとともに、試験研究 

機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。 

エゾシカ農林業被害については、自治体等との連携による個体数調整等の 

取組を通じ、被害の軽減に努める。 

 

（イ）森林の巡視は、森林火災等の森林被害が多発するおそれのある地域を中 

心に、現地の実態に即し適切に実施するとともに、自治体における林野火災予 

消防会議等を通じ、入林者に対する森林火災の予防等の普及啓発を図る。 

 

エ 土壌及び水資源の保全と維持 

降雨等に伴う土壌の浸食等から森林を守り、森林が育む水源の涵養機能を確 

保するため、山地災害により被害を受けた森林の早期復旧に努めるとともに、施 

業の基準に基づいた適切な施業方法の選択を行う。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）取水施設の上流等の水源に近接する箇所については、水源に影響を及ぼす 

おそれがある場合は伐採を見合わせることを検討する。 

 

（イ）地域の水源となっている集水域の森林については、地域との連携・協働に 

よる水源林整備を積極的に進める。 

 

（ウ）林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等については、間伐及び保育の実 

施により下層植生の繁茂や樹根の発達を促し表土の安定を図るとともに、伐 

倒木等が河川に流出しないようにする。 
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（エ）森林の裸地化を防ぐため、択伐又は複層伐を推進するとともに、皆伐を行 

う場合にあっては、伐採面積の縮小、伐採箇所の分散を図る。 

 

オ 地球温暖化防止への森林の寄与の維持 

二酸化炭素の吸収源となる森林を確保するため育成林の整備を推進するとと 

もに、天然生林の適切な保全を図るほか、炭素の貯蔵庫としての機能発揮及び二 

酸化炭素の排出削減のため、木材の利用を推進する。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）人工林における間伐及び増加する高齢級の人工林における育成複層林へ導 

くための施業等を積極的に推進する。 

 

（イ）国有林野事業で実施する治山・林道等工事において、間伐材等の木材を使 

用した工法を積極的に採用する。 

 

（ウ）化石燃料を代替する再生可能なエネルギーとして、木質バイオマスの利用 

を推進する。 

 

カ 社会の要望を満たす長期的、多面的な社会・経済的便益の維持及び増進 

森林浴等森林レクリエーションの場の提供、森林と人とのふれあいの確保のた 

めのフィールドの提供、文化・社会・精神的な価値を有する森林の保全を図る。 

また、森林施業等に関する技術開発に取り組む。 

関連する主な施策は次のとおりである。 

 

（ア）レクリエーションの森について、必要に応じて保健・文化・教育的活動に適 

した施設を整備するなど、利用の実態及びその設定目的に応じて適切に管理 

経営を行う。 

 

（イ）国民が自主的に参加し、森林整備や森林・林業に関する理解の増進に資す 

る活動等を支援する国民参加の森林づくりの制度の積極的な活用を図る。 

 

キ 森林の保全と持続可能な経営のための制度的枠組 

ア～カに記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理経営 

を行うため、国有林に関連する法令等に基づく森林計画制度の適切な運用を図 

る。 

 

④ 政策課題への対応 

北海道における森林・林業の状況を踏まえ、多様で健全な森林づくり、生物多様 

性保全の推進、森林整備の省力化、木材の安定供給、山地災害対策の強化等に取り 

組んでいく。 
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（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項 

① 機能類型に基づく管理経営の基本的な方向 

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、本森林計画区の個々の 

国有林野をその重視すべき機能に応じ、「山地災害防止タイプ」、「自然維持タイ 

プ」、「森林空間利用タイプ」、「快適環境形成タイプ」及び「水源涵養タイプ」 

の機能類型に区分し、各機能の発揮を目的とした管理経営を行うこととする。 

なお、それらの区分に応じた適切な施業の結果得られる木材については、有効利 

用を図る。 

機能類型ごとの管理経営の基本的な方向等については以下のとおりである。 

 

ア 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関 

する事項 

     山地災害防止タイプについては、土砂流出・崩壊防備エリアと気象害防備エリ 

アの２つに区分して取り扱う。   

 

（ア）土砂流出・崩壊防備エリア 

土砂流出・崩壊防備エリアの国有林野は、下層植生の発達を促進するために 

適度な陽光が林内に入るよう密度管理を行うとともに、必要に応じて土砂の 

流出、崩壊を防止する治山施設を整備する。 

 

（イ）気象害防備エリア 

気象害防備エリアの国有林野は、遮蔽能力が高く、諸害に対する抵抗力が強 

い森林の育成に配慮した管理経営を行う。 

 
イ 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項 

自然維持タイプの国有林野は、原則として自然の推移に委ねることとし、野生 

生物の生育・生息環境の保全等に配慮した管理経営を行う。 

さらに、自然維持タイプの森林のうち、特に我が国の気候帯又は森林帯を代表 

する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有する森林、希少な野生生物の生 

育・生息に必要な森林を「保護林」として設定し、設定目的に応じた適切な管理 

経営を行う。 

 
ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関 

 する事項 

森林空間利用タイプの国有林野は、景観の向上やレクリエーションを考慮し 

た保育や間伐等の森林の適切な整備を行うとともに、必要に応じて遊歩道等の 

施設の整備を行う。 

また、国民の保健・文化的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に 

行うことが適当と認められる国有林野をレクリエーションの森として選定し、 
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利用の実態や将来的な展開方向、地域の意見等を踏まえて、選定目的に応じた適 

切な管理経営を行う。 

 
エ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関 

する事項 

汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構 

成されるよう森林の整備を推進する。 

 

オ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項 

水源涵養タイプの国有林野は、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系、 

    下層植生の良好な発達が確立されるよう森林の整備を推進する。 

 

具体的な取扱いについては、別に定めている別冊「各機能類型に応じた管理経 

営の指針」により取り扱うこととする。 
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機能類型区分ごとの考え方及び公益的機能別施業森林との関係 

 

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

・水源涵養機能維持増進森林
・山地災害防止機能／土壌保全機
　能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
・山地災害防止機能／土壌保全機
　能維持増進森林
・快適環境形成機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
・保健文化機能維持増進森林
・山地災害防止機能／土壌保全機
　能維持増進森林（立地条件によ
　る）

・水源涵養機能維持増進森林
・保健文化機能維持増進森林
・山地災害防止機能／土壌保全機
　能維持増進森林（立地条件によ
　る）

・水源涵養機能維持増進森林
・快適環境形成機能維持増進森林

自然維持
タイプ

森林空間利用
タイプ

快適環境形成
タイプ

・水源涵養機能維持増進森林

機能類型区分 面積(ha)

気象災害防
備エリア

土砂流出・
崩壊防備
エリア

山地災害
防止タイプ

33,511

14%

1,771

公益的機能別施業森林の該当区分

39,562 　原始的な森林生態系
や希少な生物の生育・
生息する森林など生物
多様性保全機能の発揮
を第一とすべき森林

16%

　山地災害の防止及び
土壌保全機能の発揮を
第一とすべき森林

　風害、霜害等の気象
災害の防止の機能の発
揮を第一とすべき森林

13%

31,741

機能類型の考え方

1%

　騒音や粉塵等から地
域の快適な環境を保全
する機能の発揮を第一
とすべき森林

該当なし

-

　保健、レクリエー
ション､文化機能の発
揮を第一とすべき森林

5,299

2%

国有林野面積計 243,149

164,777 　良質な水の安定供給
など水源の涵養の機能
の発揮を第一とすべき
森林

68%

該当外 1

0%

水源涵養
タイプ

 

注１） （ ）は構成比である。 

２） 「該当外」は、森林経営の用に供されない森林原野。 

 

② 地域ごとの機能類型の方向 

本森林計画区は、佐呂間別川地域、常呂川上流地域、常呂川下流地域、網走川上 

流地域、網走川下流・止別川等地域、斜里川等地域に大別され、各地域ごとに重点 

的に行うべき管理経営は次のとおりである。 
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ア 佐呂間別川地域 

（網走中部森林管理署 2001～2049、2051～2086、2089～2101、2110、2124、2129 林班） 

      この地域は、佐呂間別川の集水域等となっている低山性の山地で、明治末期か 

ら大正初期の山火事跡地に再生した広葉樹二次林やカラマツ、トドマツ等の人 

工林で構成されている。 

     集水域となっている河川上流部の森林については、地域の水源となっており、 

大半が水源かん養保安林に指定され、水源涵養機能の発揮が期待されているこ 

とから、「水源涵養タイプ」に区分し管理経営を行う。 

また、幌岩山、サロマ湖周辺は、森林美と湖水の調和する優れた自然景観を有 

することから、網走国定公園やサロマ湖畔自然休養林に指定され、保健文化機能 

の発揮が期待されているため、「自然維持タイプ」及び「森林空間利用タイプ」 

に区分し管理経営を行う。 

 

      イ 常呂川上流地域 

（網走中部森林管理署 2､5～83､85～92、94～133､1001～1012､1014～1086､1091～1131 林班） 

     この地域は、常呂川本流の上流域と常呂川支流の無加川流域にわたる山地で、 

カラマツ、トドマツ等の人工林、トドマツ、エゾマツ、ミズナラ、シナノキ、 

カンバ類等が混交する天然林及び昭和２９年の台風被害跡地のトドマツ二次林 

などのトドマツ針葉樹天然林で構成されている。 

河川やダム上流部の森林については、地域の水源となっているとともに、山 

地災害の危険地域も抱えていることから、水源かん養保安林や土砂流出防備保 

安林に指定され、水源涵養機能や山地災害防止機能の発揮が期待されているた 

め、これらの地域を「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分し 

管理経営を行う。 

また、おけと湖周辺は、雄大な森林景観を有し、保健文化機能の発揮が期待 

されていることから、「自然維持タイプ」及び「森林空間利用タイプ」に区分し 

管理経営を行う。 

 

ウ 常呂川下流地域  

（網走中部森林管理署 2201～2252、2254～2256、2262～2291、2294～2300 林班）  

この地域は、常呂川の下流に位置する緩やかな丘陵地で、カラマツ、トドマツ 

等の人工林を主体として構成されている。 

丘陵部の森林については、地域の水源や、また、農業用灌漑ダム（富里ダム） 

があること等から、水源かん養保安林等に指定され、水源涵養機能の発揮が期待 

されているため、「水源涵養タイプ」に区分し管理経営を行う。 

また、オホーツク海沿岸の森林は、森と湖と海が調和した優れた自然景観を有 

していることから、網走国定公園やサロマ湖畔自然休養林に指定され、保健文化 

機能の発揮が期待されているため、「自然維持タイプ」及び「森林空間利用タイ 

プ」に区分し管理経営を行う。 
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     エ 網走川上流地域 

（網走南部森林管理署 2001～2248 林班） 

この地域は、網走川上流に位置する山地で、上流部はトドマツ、エゾマツ、ミ 

ズナラ、シナノキ、カンバ類等が混交する天然林が主体となっており、下流部は 

カラマツ、トドマツ等の人工林で構成されている。 

上流部の森林については、地域の水源となっているとともに、地すべり危険箇 

所等山地災害の危険地域も抱えていることから、水源かん養保安林や土砂流出防 

備保安林に指定され、水源涵養機能や山地災害防止機能の発揮が期待されている 

ため、これらの地域を「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分し 

管理経営を行う。 

また、阿寒摩周国立公園に指定され自然観察の場として優れた木禽岳など、保 

健文化機能の発揮が期待される森林については、「自然維持タイプ」及び「森林 

空間利用タイプ」に区分し管理経営を行う。 

 

     オ 網走川下流・止別川等地域 

（網走南部森林管理署 2～52、101～123、126～128、130～134、254～263、265～268、270、 

301～329、331～341、343～360 林班） 

この地域は、網走川の下流部や止別川、その支流に位置する森林で、山岳地帯 

の森林から海岸林、農地周辺の防風林と多岐にわたっている。その構成は、トド 

マツ、エゾマツ、ミズナラ、シナノキ、カンバ類等が混交する天然林、カラマツ、 

トドマツ等の人工林となっており、一部には、山火事跡地に再生した広葉樹二次 

林や昭和初期の高齢人工林も見られる。 

      多くの観光客が訪れる小清水原生花園や網走湖・能取湖周辺のオホーツク海 

沿岸は、お花畑や冬季の流氷など優れた自然景観を有することから、網走国定公 

園に指定され、また、藻琴山から美幌峠、湖西山に至る山稜部も、雄大な自然景 

観を有し、阿寒摩周国立公園に指定され、保健文化機能の発揮が期待されている 

ことから、これらの地域を「自然維持タイプ」及び「森林空間利用タイプ」に区 

分し管理経営を行う。 

また、地域の水源となっている女満別川や卯原内川の上流部の森林は、水源涵 

養機能の発揮が、網走・東藻琴・小清水と続く防風保安林は、農作物を気象害か 

ら守るための生活環境保全機能の発揮が、バイラギ川流域の森林は、脆い土質の 

ため土砂の流出等を防ぐ山地災害防止機能の発揮が期待されていることから、 

「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分し管理経営を行う。 

 

カ 斜里川等地域 

（網走南部森林管理署 1001～1012、1014～1029、1031～1090、1093～1095、1097、1099～1119、

1121、1123～1145、1201～1217、1219～1235、1301～1381、1410～1412、1414～1417 林班） 

この地域は、斜里川等の集水域から知床半島に至る山地で、トドマツ・エゾマ 

ツ・ミズナラ・シナノキ・カンバ類が混交する天然林及びカラマツ、トドマツ 
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等の人工林で構成されている。 

知床半島を除く河川上流部の森林は、地域の水源になっているとともに、山地 

災害のおそれのある地域もあることから、水源かん養保安林や土砂流出防備保 

安林に指定され、水源涵養機能、山地災害防止機能の発揮が期待されている。ま 

た、海岸部及び平坦部の森林についても、気象害の緩和等生活環境保全機能の発 

揮が求められている。このため、これら地域の森林を「山地災害防止タイプ」及 

び「水源涵養タイプ」に区分し管理経営を行う。 

世界自然遺産に登録された知床半島地域は、原生的な天然林や貴重な生態系、 

生物多様性を有し、世界的に類いまれな自然環境を将来にわたって保全するこ 

とが求められている。また、海別岳から斜里岳に続く稜線部の森林等も、高山植 

物が発達している等優れた自然環境から、斜里岳道立自然公園に指定されてい 

るなど、保健文化機能の発揮が期待されている。このため、「自然維持タイプ」 

に区分し管理経営を行う。 

 

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項 

民有林関係者等と連携して推進する森林の流域管理システムの下、森林の有する 

多面的機能の発揮を基本としつつ、網走東部流域森林・林業活性化協議会等の場を通 

じ、オホーツク総合振興局、関係市町村等との密接な連携を図りながら、地域の森林・ 

林業の再生に貢献していく。このため、民有林に係る施策との一体的な推進を図りつ 

つ、国有林野事業の組織・技術力・資源を活用し、民有林の経営に対する支援等に積 

極的に取り組む。 

特に、民有林において森林経営管理制度が導入されたことから、国有林野事業にお 

いてもこの制度が円滑に機能するよう積極的に取り組む。 

また、これらを通じて、木材の生産から利用までの全ての段階において生産性向上 

やコストの低減、歩留まりの向上等を図ることで林業及び木材産業の成長産業化の 

実現に貢献し、地域経済や山村社会の持続的な発展に寄与するよう努める。 

 

① 林業の成長産業化等に向けた技術開発・実証と普及 

民有林における公的管理や林業経営への普及を念頭に置き、公益的機能の高度 

発揮や林業の低コスト化等に資する技術開発を推進する。 

具体的には、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業シ 

ステムを実現するため、丈夫で簡易な林業専用道や森林作業道の整備に取り組む 

とともに、植付効率の向上や下刈の省力化等の効果が期待されるコンテナ苗の活 

用や、伐採と造林の一貫作業システムの導入、無人航空機（ＵＡＶ）等の先端技術 

を活用した効率的な森林管理手法の開発など、低コストで効率的な作業システム 

の確立と普及に取り組む。また、天然力を活用した多様な森林づくりによる育成複 

層林への誘導手法等の普及に取り組む。 
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② 林業事業体の育成 

ア 林業事業体の創意工夫を促進するための総合評価落札方式や事業成績評定制 

度の活用、労働安全衛生対策に配慮した事業実行の指導等に取り組む。 

 

イ 安定供給システムによる安定的・計画的な木材供給に取り組む。 

 

ウ 森林経営管理制度の定着に向けて、民有林において事業を実施する意欲と能 

力のある林業経営者の育成が重要であることから、国有林野事業としても、事 

業委託に際してはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮する。また、国 

有林の多様な立地を活かし､事業の実施やニーズを踏まえた現地検討会の開催､ 

先駆的な技術の実証等を通じた林業経営者の育成に取り組む。 

 

③ 民有林と連携した施業や民有林材との協調出荷の推進 

ア 地域における施業集約化の取組を支援するため、民有林と連携することで事 

業の効率化や森林経営管理制度の導入に資する区域については、森林共同施業 

団地の設定を推進し、民有林と連結した路網の整備と相互利用、計画的な間伐の 

実施等に取り組むとともに、国産材の安定供給体制構築に資するよう土場の共 

同利用や民有林材との協調出荷等に取り組む。 

 

イ 網走東部流域において認証されている「緑の循環」認証会議（ＳＧＥＣ）の森 

林認証については、市町村や林業関係者と一体となって認証材のオホーツクブ 

ランド化を目指し、木材の安定供給と利用促進に向けた啓発に努める。 

 

ウ 木質バイオマスエネルギー利用の意義の普及啓発に努めるとともに、林地未 

利用材の搬出活用に取り組む。 

 

④ 森林・林業技術者等の育成と森林総合監理士（フォレスター）等による技術支援 

ア 市町村行政の支援を行うため、専門的かつ高度な知識・技術と現場経験を有す 

る森林総合監理士（フォレスター）等を系統的に育成するとともに、森林経営管 

理制度の構築を踏まえ、自ら森林経営を行う市町村への森林・林業技術情報の提 

供等の支援に取り組む。 

 

イ 林業事業体が主催する研修、現地検討会、「緑の雇用」対策事業等への国有林 

野フィールドの提供等を通じて民有林の人材育成を支援する。 

 

ウ 令和２年度に開校した「北海道立北の森づくり専門学院」に、フィールドの提 

供等の協力を行う。また、大学等関係機関と連携を図る。 
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⑤  その他 

ア エゾシカによる農林業被害の防除に向け、民有林と連携したエゾシカ対策に 

取り組む。 

 

イ 既設の治山ダムに魚道を設置するなど、生物多様性保全に配慮した希少野生 

動植物の保護・繁殖に資する生息環境の整備に取り組む。 

 

（４）主要事業の実施に関する事項 

森林の有する公益的機能を持続的に発揮させ、地球温暖化の防止や生物多様性の 

保全等に貢献するため、積極的に間伐を推進するとともに、針広混交林化・複層林化 

等を促進するため、育成複層林へ導くための施業等を推進し、健全で多様な森林の整 

備・保全及びその基盤となる林道等の路網の整備を進める。これらの施業等に当たっ 

ては、土砂の流出、水質汚濁の防止等に配慮し、森林生態系の保全に努める。 

なお、事業の実施に当たっては、全面的に民間に委託して推進することとし、林業 

事業体に対する計画的な事業の発注等を通じ、その育成・強化を図る。 

また、労働安全衛生の確保については、安全衛生管理体制の活性化及び安全で正し 

い作業の確実な実践等適切な安全管理の積極的な推進により、労働災害の未然防止 

等を図る。 

本計画期間における伐採、更新、保育、林道の事業総量は、以下のとおりである。 

 

① 伐採総量                                                                  

（単位：㎥、ha） 

〔 〕 〔 〕

（ )

194,000

19,294

計

材　積 523,320 1,405,387 1,928,707

区　分 主　伐 間　伐

194,000

 

注１） 〔 〕は、臨時伐採量であり、内数である。 

２） （ ）は、間伐面積である。 

 

② 更新総量 

（単位：ha） 

  

区　分 人工造林 天然更新 計

面　積 2,202 182 2,383  
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③ 保育総量 

                                            （単位：ha） 

  

区　分 下　刈 つる切・除伐

面　積 12,670 1,917  

 

④ 林道の開設及び改良の総量 

214

区　分

開　　設 改　　良

路線数 延長量(m) 箇所数 延長量(m)

13 30,041 8  

 

（５）その他必要な事項 

① 地域の水源となっている集水域の森林については、流域全体で水源涵養機能が 

持続的に発揮されるよう間伐を積極的に推進する。また、関係市町村との連携・協 

働による水源林の整備を積極的に進めるとともに、「北海道水資源の保全に関す 

る条例」によって指定された「水資源保全地域」の上流域等に所在する森林につ 

いては、水源涵養機能の維持増進及び水質の汚濁の防止等に配慮した森林施業を 

適切に実施する。 

 

② 林道等の路網は、林産物の搬出、森林の育成のみではなく、適切な保全管理等 

を効率的に行うために必要であることから、森林の有する公益的機能が高度に発 

揮されるよう、林道（林業専用道を含む。）及び森林作業道について、それぞれ 

の役割や自然条件、作業システム等に応じて適切に組み合わせた整備を推進す 

る。その際特に自然・社会的条件の良い森林において重点的な整備を推進する。 

また、民有林林道等の開設計画との調整を図るとともに、周囲の環境との調和や 

コストの縮減、継続的に利用する林道等の整備にも努め、効果的・効率的な整備を 

推進する。 

なお、林道等の整備に当たっては、地域住民にとって災害時の迂回路となる場合 

があることにも留意する。 

 

③ 治山事業については、近年、頻発する集中豪雨等による大規模災害の発生のおそ 

れが高まっており、とりわけ山腹崩壊等に伴う流木被害が顕在化していることを 

踏まえ、事前防災・減災の考え方に立ち、重要な水源地域や荒廃地等を対象として、 

植栽、本数調整伐等の保安林の整備や、流木対策を含めた渓間工、山腹工等の治山 

施設の整備を、周囲の環境との調和やコストの縮減に留意しつつ、民有林治山事業 

等との連携の下に、計画的に推進する。 
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④ 事業予定箇所の把握、事業実行結果の整理、野生生物の生育・生息状況の把握な 

ど国有林の管理経営を適切に進めていくため、地況・林況調査を計画的に実施する。 

 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

（１）巡視に関する事項 

① 森林火災防止等の森林保全巡視 

森林内は、レクリエーション等を目的に入林する者が多く、特に、春期は山菜採 

りのシーズンと乾燥期が重なり、森林火災発生の危険及び遭難者の発生などのお 

それが増大する。このため、地元市町村等と連携して、森林火災等の発生の防止の 

宣伝・啓発活動を行うとともに、森林保全巡視を強化し、その防止に万全を期する。 

また、森林保全巡視に当たっては、野生生物の生育・生息状況、森林病害虫及び 

 野生鳥獣等による被害の発生状況、廃棄物の不法投棄の状況、各種標識の設置状況 

等を把握し、適切な措置を講ずることにより、国有林野の保全管理に努める。 

特に、深刻な社会問題である廃棄物の不法投棄に対しては、監視体制の強化が重 

要となっていることを踏まえ、関係市町村の環境部局や警察等とも連携して、積極 

的な対応に努める。 

さらに、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等とも連携を図りながら、生物多様性 

保全の視点も踏まえて、高山植物等の保護に努めるとともに、入林時のマナーや注 

意事項等についてホームページ等により周知を図る。 

 

② 境界の保全管理 

国有林野を管理していく上で、境界の保全管理は重要であることから、境界標の 

確認、境界の巡視及び不明標等の復元を計画的に行う。 

また、境界の侵害を受けている箇所については、当事者と疎通を図り早期解決に 

努める。 

 

（２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項 

森林病害虫及び野生鳥獣等による被害について、被害の早期発見に努めるととも 

に、試験研究機関等とも連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。 

 

（３）特に保護を図るべき森林に関する事項 

国有林野には、優れた景観を有する森林や、希少な野生生物が生育・生息するなど 

豊かな森林生態系を維持している森林、渓流等と一体となって良好な環境を形成し 

ている森林も多い。 

このため、生物多様性保全の観点から、環境行政とも連携しつつ、希少種の保護等 

に努める。例えば、国の天然記念物に指定されているクマゲラ、国内希少野生動植物 

種に指定されているクマタカ、国内希少野生動植物種の指定は解除されたが森林施 

業と密接に関わっているオオタカ等の生息環境の保全を図るため、それらの生息状 
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況に応じた森林施業を行う。 

また、国有林野事業独自の森林保護制度である保護林を設定し、それぞれの設定目 

的に応じた適切な保護管理を行う。 

具体的には、「保護林制度の改正について」（平成２７年９月２８日付け２７林国 

経第４９号林野庁長官通知）の別紙「保護林設定管理要領」に定める取扱いの方針並 

びに各保護林の保護林管理方針書により取り扱う。 

 

（４）その他必要な事項 

①  渓畔周辺の取扱い 

渓畔周辺（常時水流のある渓流等の水辺から概ね片側２５ｍ以上を目安とする。） 

については、水系への土砂流出の抑制、野生生物の生育・生息場所や移動経路の提 

供、種子や栄養分の供給、水域における日射の遮断等多くの機能を発揮する場とし 

て重要な役割を担っているため、上流から下流までの連続性を確保することによ 

り、よりきめ細やかな森林生態系ネットワークの形成に努める。 

 

② エゾシカ被害への対応 

エゾシカ農林業被害に対しては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関 

する法律」により北海道が策定した「北海道エゾシカ管理計画」に基づき、自治体 

等関係機関とも連携して、個体数調整に取り組む。 

また、生息状況、被害動向等についての情報収集を推進するとともに、狩猟期間 

内における各種事業と狩猟との調整を計画的に図り、狩猟における安全対策の徹 

底について啓発活動を図る中で、効果的な被害の軽減に向けて取り組んでいく。 

 

③ 地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等と連携を図りながら、生物多様性の保全の視 

点も踏まえつつ、希少種の保護や移入種の侵入防止等に努める。 

 

 

３ 林産物の供給に関する事項 

（１）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項 

機能類型区分に応じた施業の結果得られる木材等林産物について、計画的な供給 

に努め、地域の林業・木材産業の活性化に貢献する。具体的には、公売及びシステム 

販売（加工・流通コストの削減や民有林管理への貢献等に取り組む需要者と協定を締 

結して需要先に直送する販売形式）により、国有林材の安定供給に努める。 

また、低コスト・高効率な作業システムにより、効率的な素材生産を推進する。 

 

（２）その他必要な事項 

① 環境に対する負荷が少ない素材である木材の公共施設や公共事業等多様な分野 

への利用を促進する観点から、自治体等関係機関への情報提供等に努める。 
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② 治山・林道工事等において、間伐材等の木材を使用した工法を積極的に採用する 

など、国有林野事業自ら木材の利用に取り組む。 

 

③ 利用が低位な木材や林業生産活動によって生ずる端材や林地残材等について、 

地域のエネルギー資源としての有効活用に努める。その他、関係機関等と連携して、 

木材の利用分野の拡大に努める。 

 

④ 人工林資源が充実している本森林計画区においては、健全な森林整備のため積 

極的な間伐の推進、高齢級化している人工林については複層林化等適切な施業を 

推進する等、木材の安定的な供給に努める。 

 

     

４ 国有林野の活用に関する事項 

（１）国有林野の活用の推進方針 

国有林野の活用について、公益的機能の発揮等との調整を図りつつ、地域の社会 

的・経済的状況、住民の意向等を考慮して、農林業の構造改善のための活用、公用・ 

公共用施設への活用、公衆の保健のための活用等地域における産業の振興、住民の福 

祉の向上、都市と農山漁村の交流の促進による地域社会の活性化に資するよう、積極 

的に推進する。 

その際、地域振興に寄与する風力発電等再生可能エネルギーを利用した発電用地 

としての国有林野の活用に当たっては、国土の保全や生物多様性の保全等に配慮す 

る。 

また、国民の保健・文化・教育的利用に供することが適当と認められる国有林野を、 

レクリエーションの森として広く国民に開かれた利用に供する。 

レクリエーションの森のうち、特に魅力的な自然景観を有する等、観光資源として 

の活用の推進が期待される箇所については「日本美しの森 お薦め国有林」として選 

定し、観光客に向けた情報発信や重点的な環境整備を実施する。 

 

日本
にっぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林 

名 称 森林管理署等 所在地 

鹿の子沢風景林 網走中部森林管理署 置戸町 

 

（２）国有林野の活用の具体的手法 

地域産業の振興、道路工事等の公用・公共用・公益事業用地としての活用について 

は、地元自治体等との情報交換を十分行いつつ、法令等に基づき、貸付、売払い等の 

手法により実施する。 

また、不要地、余剰地については、林野・土地売払い情報公開窓口やインターネッ 

トを活用して広く情報を公開し、逐次売払い等を進める。 

 

にっぽんうつく 
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（３）その他必要な事項 

道路用地や公益事業用地等への転用に当たっては、あらかじめ事業主体による森 

林への影響評価の実施を求め、周辺の自然環境や森林の有する公益的機能との調和 

を図り、土地利用に関する計画等との調整を行った上で、活用の推進を図る。 

なお、具体的な整備等に当たっては、施設整備における木材の利用、樹木の保残等 

にも配慮するよう実施主体を指導する。 

 

 

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び

保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項 

 

（１）公益的機能維持増進協定の設定に関する基本的な方針 

国有林野に隣接・介在する民有林において、小規模で孤立分散し立地条件が不利で 

あること等から森林所有者等による施業が十分に行われず、そのことにより国有林 

野が発揮すべき公益的機能に悪影響を及ぼしている場合があれば、国有林野と一体 

的に当該民有林の整備及び保全を行うため、当該民有林の所有者等と公益的機能維 

持増進協定の締結に努める。 

 

（２）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整 

備及び保全に関する事項 

該当なし 

 

 

６ 国民の参加による森林の整備に関する事項 

（１）国民参加の森林に関する事項 

国有林野の多様で豊かな自然環境、森林・林業に関する知識と経験を備えた人材等 

を活用し、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等、昨今 

の国民の要請に応えるため、協定を締結してフィールドの提供や必要な技術指導を 

行うなど、国民による国有林野の積極的な利用を推進する。 
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① ふれあいの森 

自主的な森林整備活動を目的とした植栽、保育、森林保護等の森林整備及びこれ 

らの活動と一体となって実施する森林・林業に関する理解の増進に資する活動の 

場として設定する。 

 

網走ねいちゃあいんふぉめい
しょんの森

44.09 網走南部森林管理署
　101と、り、よ、く、チ

名　　称 面積(ha) 位置(林小班)

オホーツクふれあいの森 1.94 網走中部森林管理署
　2286の、2288う1

オホーツクふれあいの森 1.81 網走南部森林管理署
　 117た1

 

 

② 社会貢献の森 

 企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした植栽、保育、森林保護等の森 

林整備を自ら又は事業者に委託して行う活動の場として設定する。 

 該当なし 

 

③ 木の文化を支える森 

木の文化の継承を目的とした修理及び修復に大径長尺材等の樹材種を必要とす 

る歴史的な木造建築物、特定の樹材種に依存している工芸品及び祭礼行事等の資 

材を確保するための森林整備・保全活動の場として設定する。 

該当なし 

   

④ 遊々の森 

森林環境教育の推進を目的とした森林教室、自然観察、体験林業等の体験活動の 

場として設定する。 

 

   

名　　称 面積(ha) 位置(林小班)

アッカムイの森 37.28 網走南部森林管理署
　1224い、ろ、は、て、
　　　イ、ハ、ト、ワ
　1226は、に、ほ、と、ち、
　　　ロ、ハ、ホ、ヘ、ト
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⑤ 多様な活動の森 

森林の保全を目的とした美化活動、自然観察、森林パトロール等であって、上記 

①から④までに分類できない活動の場として設定する。 

 

   

名　　称 面積(ha) 位置(林小班)

仁頃山登山道及び山頂周辺に
おける登山安全パトロール等
ボランティア活動に関する協
定

88.90 網走中部森林管理署
　2249は、と、か、た、れ
      そ、つ、む、や
  2250い、に
  2252ろ、は、ほ、と、ち
  　　り、よ、た、な

 

 

（２）分収林に関する事項 

森林づくりに自ら参加・協力したいという国民や企業等の要請に応えるため、分収 

林制度の活用による森林整備を推進する。 

特に、企業等による社会・環境貢献活動としての「法人の森林」の設定を進める。 

分収林の設定状況は下表のとおりである。 

 

 

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

分 収 育 林 44 2 216 11

計 114 5 791 27

種　　類 契約箇所数 面積(ha)

分 収 造 林 70 3 575 16

 

注）（ ）は、「法人の森林」の値であり、内数である。 

 

（３）その他必要な事項 

① 国有林野事業への理解と支援に向けた多様な情報受発信 

「国民の森林」として国民に開かれた管理経営を推進するため、地域で開かれる 

自然教育活動への協力等を通じ、森林インストラクター等の活用も図りながら、国 

民に対し森林・林業に関する情報提供や普及・啓発に努めるほか、インターネット 

等各種メディアを活用した幅広い情報の発信を行う。 

また、「国有林モニター」制度の活用等により国有林野事業の活動全般について 

意見を聴くなど、多様な方法を用いて国民と国有林との情報・意見の交換を図り、 

国民の要請を適確に把握して管理経営に反映させるなど対話型の取組を進め、国 

有林野事業に対する幅広い理解と支援を得るよう努める。 

 

② 森林環境教育の推進 

学校等が体験活動等を実施するための「遊々の森」等の活用を図るとともに、森 

林の多面的機能に関する普及啓発の実施、指導者の派遣や紹介、森林環境教育に適 
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したフィールドの情報提供等に取り組む。 

また、木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解 

を深める「木育」にも取り組む。 

 

③ 森林の整備・保全等への国民参加 

国民参加の森林づくりの推進のため、ＮＰＯ、企業、地元関係者等多様な主体と 

連携した取組を進める。 

具体的には、ＮＰＯ等による自主的な森林づくり活動を支援するための「ふれあ 

いの森」の設定等により、フィールドの提供や技術指導を行うなど、多様な取組を 

進める。 

本森林計画区では、都市近郊林である「オホーツクの森」において、地域住民、 

ボランティア団体等と常呂川森林ふれあい推進センターが協働・連携し、多様性の 

ある針広混交林への再生及び森林環境教育を推進する。 

また、森林管理署等は、これらの取組とともに、国民参加の森林づくりに関する 

支援を行う窓口としての機能を発揮するよう努める。 

 

 

７ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項 

（１）林業技術の開発、指導及び普及に関する事項 

① 林業技術の開発 

試験研究機関等へのフィールドの提供等により、基礎技術の開発に協力する。 

 

② 林業技術の普及 

北海道や市町村等の関係行政機関及び試験研究機関等と連携しながら、国有林 

のフィールドを活用した現地検討会の実施等を通じて、技術開発成果の普及・定着 

に努めるとともに、施業指標林・試験地・モデル林等の展示等を通じて技術の普及 

を図る。 

また、高性能林業機械の導入試験やデモンストレーション等に対しても、積極的 

にフィールドを提供する。 

 

（２）地域の振興に関する事項 

国有林野は、国民共通の財産であるとともに、それぞれの地域における資源でもあ 

る。森林管理局・署という地域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う国有林野 

事業において、地域振興への寄与は重要な使命の一つである。 

こうした中で、地域の伝統産業の育成にも資する森林の整備や林産物の安定供給、 

地域の農林業に多大な被害を与えている野生鳥獣への対策、国有林野の活用、森林空 

間の総合利用、人材育成を始めとした民有林への指導やサポート、民有林材を含めた 

安定供給体制の構築など、地域の課題解決に向けた積極的な貢献は、地域振興にも寄 

与するものである。 
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このため、こうした国有林野事業の諸活動と国有林野の多様な利活用、森林・林業 

再生への貢献を通じて、林業・木材産業を始めとする地域産業の振興、住民の福祉の 

向上、美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承等に寄与するよう努める。 

 

（３）その他必要な事項 

① 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する 

法律」、市町村が作成するアイヌ施策推進地域計画に基づき、地域の状況に応じて、 

アイヌ文化の振興等に利用するための林産物等の採取に係る共用林野設定等の検 

討を進める。 

 

② 地域観光推進のための「国立公園満喫プロジェクト」において平成２８年に阿寒 

摩周国立公園が先行的に選定され取組が進められていることから、該当エリアの 

国有林野の活用について協力する。 

 




