第五次地域管理経営計画書

（網走東部森林計画区）

自

平成２８年４月

１日

至

平成３３年３月３１日

計画期間

策 定 年 月 日：平成２８年３月２８日

北海道森林管理局

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、森林経営
の用に供 するもの とされた 国有財 産として 、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 の期待 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 の期待が 大きくな ってき た。また 、国有林 野と民有 林野を通 じた公益 的機能の発揮
のた め、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、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。
従 って、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、
その 組織・技 術力・資 源を活 用して森 林・林業 再生へ貢 献するた めの取組 を進めていく
こととする。
本 計画は、 第四次計 画（平 成２３年 ４月１日 ～平成２ ８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 基づく全 国レベルの管
理経 営基本計 画に即し 、森林 法で定め る国有林 の地域別 の森林計 画と調和 して、今後５
年間 の網走東 部森林計 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
定めた第五次計画である。
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 意思を職員が
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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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
本森林 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 、５９ ５千haで全道 面積の７ ％に当た り、南東 部は釧路根室、南
西部は十 勝、西部 は上川 南部、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。

流域面積
（千ha）

森林面積（千ha）
国有林野

５９５
注）

３９３

森林率
（％）

国有林野率
（％）

その他の森林

２４３

１５０

６６

６２

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 ２ ４ ３ 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、国有林
野事業独 自の森林 保護制 度である 知床森林 生態系保 護地域の 設定をは じめとして、
知床国立 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、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 天然林の 保全、生 物多様性 の保全及 び森林と のふれあいな
どに対する期待が高まっている。
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 。近年で は、森林 認証材の 普及に向けた
取組を行っている。
なお、 これらの 地域に 所在する 森林は、 それ自体 が炭素の 貯蔵庫で あり、適切な
森林の整 備及び保 全とこ れらを通 じて供給 される木 材の有効 利用を図 ることが二酸
化炭素の 吸収・固 定を促 進して、 地球温暖 化防止に 貢献する ことを十 分理解すると
ともに、普及啓発に積極的に取り組む必要がある。
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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)
区

分

面

育成林

積

育成単層林

育成複層林

天然生林

７１．４

２９．３

１１８．６
（単位：千ha）

区 分

人工林

面 積

トドマツ

エゾマツ

カラマツ

その他

４６．２

１１．６

１２．２

１．８

（６４％）

（１６％）

（１７％）

（３％）
（単位：千ha）

区 分

天然生林

面 積

針葉樹林

針広混交林

広葉樹林

２９．７

７２．１

１６．７

（２５％）

（６１％）

（１４％）

人工林の樹種別面積

天然生林の林相別面積

1.8千ha
3%
12.2千ha
17%

29.7千ha
25%

16.7千ha
14%

トドマツ

11.6千ha
16%

46.2千ha
64%

広葉樹林

エゾマツ
カラマツ
その他

72.1千ha
61%

針広混交林
針葉樹林

※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。

イ

主要施策に関する評価
第四次計画（平成２３年度～２７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
森 林吸収源 対策を 推進する ため、特 に人工林 の間伐に 努めると ともに、ハー
ベス タ、フォ ワーダ 等の高性 能林業機 械による 低コスト ・高効率 作業システム
の普及に努めた。
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。 伐採・搬出時
に発 生する支 障木に 係る臨時 伐採量を 見込んで いたが、 既存の路 網の活用によ
り低く抑えられたため主伐の量が減となった。
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（単位：千㎥、ha）
区

分

計
主

伐 採 量
注）１
２

画

伐

実
間

３５４

伐

主

９６５
（１３，１９７）

績

伐

間

１７６

伐

１，０４２
（１３，３３６）

（ ）書は、間伐面積である。
実績欄の数値は平成２３～２６年度の実績と２７年度の見込量の計である。

(ｲ) 更新量
人 工造林の 計画は 、主に主 伐予定地 のほか、 第三次施 業実施計 画期間中に発
生し た台風及 び低気 圧被害地 小班を更 新対象地 として計 上してい たが、更新時
にお ける現地 測量等 の結果に より、部 分的な植 栽または 林分状況 から更新発生
の必 要が無い と判断 がされた ことで実 績が少な くなって いる。ま た、天然更新
につ いては現 地踏査 の結果、 択伐等の 天然林の 伐採が計 画よりも 減ったため予
定よりも減少した。
（単位：ha）
区

分

計

更 新 量
注）

画

実

績

人工造林

天然更新

人工造林

天然更新

４２９

７０５

２３１

２７３

実績欄の数値は平成２３～２６年度の実績と２７年度の見込量の計である。

(ｳ) 保育量
計 画に対し て更新面 積が減少 たものの 、植栽木 の生育 が遅く標準的な期間よ
り長 く下刈を 行う必 要が生じ た箇所が あったた め下表の とおり下 刈が増加して
いる。また、つる切・除伐は、おおむね計画どおりとなった。
（単位：ha）
区

分

計
下

保 育 量
注）

刈

１２，６５３

画

実

つる切・除伐
１，８０３

下

績

刈

つる切・除伐

１５，１４１

１，７７２

実績欄の数値は平成２３～２６年度の実績と２７年度の見込量の計である。

(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・ 改良実績 は下表の とおりで あり、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である。
区
開

設

分

計

路線数
延長量（km）

改

良

箇所数
延長量（km）

画

実

績

１１７

２０

２６３．６

４０．２

６０

１２

１７．６

０．７

注） 実績欄の数値は平成２３～２６年度の実績と２７年度の見込量の計である。
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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こととする。
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。
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
は、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 ることと 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 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る ク マ ゲ ラ 、「 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・ オオタカ 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。
(ｲ)

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。

(ｳ)

知床の 自然環境 を人類共 有の資産 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。

(ｴ)

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、 確認さ れた場合 や情報が ある場合 には、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ものとする。
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
めた「 施業の基 準」に 基づき適 切かつ積 極的な間 伐の実施 に努める とともに、基
準とな る伐採率 、回帰 年及び伐 採の繰り 返し期間 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、並び に天然力 も活用し た伐採後 の適切かつ確
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実な更新等に努める。
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 的条件、 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)

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。

(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、市町、森林組合等の関
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。
なお、 近年急 増するエ ゾシカ被 害につい ては、狩 猟・捕獲 機会の 拡大等の取
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重点と
して 、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
消防会議等を通し、入林者に対する普及啓発を図る。

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 とも検討 する。ま た、常時 水流のある渓
流沿 いについ ては、 水系への 土砂流出 の抑制、 風致の維 持、野生 生物の生育・
生息 場所や移 動経路 の提供等 公益的機 能の発揮 上重要な 役割を担 っていること
から 、水辺か ら、そ の地域の 高木性樹 木の平均 樹高の幅 （平均樹 高が２５ｍ以
下の 場合は概 ね２５ ｍ）の範 囲を「渓 畔周辺」 として取 扱い、そ の機能や役割
の維持・増進が図られるよう配慮する。

(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。
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(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努める。

(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、伐採箇所の分散に努める。

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 を発揮させる
ため木材の利用を促進する。
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)

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間伐等を推進する。

(ｳ)

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。

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 神的なニ ーズと価 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)

森 林生態系 保護地域 等の保 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、適切に管理経営を行う。

(ｲ)

自 然 休 養 林 等 の レ ク リ エ ー シ ョ ン の 森 に ついては 、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。
(ｳ)

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 を支援す る「ふ れあいの 森」及び 子どもた ちの人格 の形成や 森林環境教育
の推 進に寄与 するた めの「遊 々の森」 など、国 民参加の 森林づく り制度の積極
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
ことに努める。

④

政策課題への対応
生活用 水、農業 用水等 の水源の 涵養、土 砂の流出 ・崩壊等 の山地災 害の防止、気
象緩和、 騒音防止 等の生 活環境の 保全、貴 重な森林 生態系の 保全、木 材の安定的な
供給、地 球温暖化 の防止 等の地域 から求め られる国 有林野へ の期待に 応えていくた
めに、本森林計画区内での主要な個別政策課題の目標を次のとおりとする。
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視

点

住民の生活の
安全・安心

森林との共生

森林資源の
循環

主

な

取

組

目

標

山地災害防止タイプ及び水源涵養タイプの森林を中心として、災害
に強い国土基盤の形成、良質な水の安定供給を確保する観点から、山
地災害防止機能又は水源涵養機能を増進させることを旨として管理経
営を行う。
【台風被害跡地復旧及び流域保全】
台風及びばく弾低気圧等により発生した被害地の復旧を進める。
【治山事業の実施】
人家等保全対象に近接する山地災害の危険がある箇所について、渓
間工、山腹工、保安林の整備等の治山事業を計画する。
【水源涵養機能の維持】
地域の水源となっている森林において、地元のニーズを把握しつつ、
水源涵養機能の維持向上を図るための森林整備を推進する。
自然維持タイプ及び森林空間利用タイプの森林を中心として、生態
系としての森林の重要性を踏まえた生物多様性の保全又は森林とのふ
れあいを通じた森林と人との共生を図る観点から、森林の保健文化的
機能又は森林生態系の保全機能を増進させることを旨として管理経営
を行う。
【レクリエーションの森の整備等】
① レクリエーションの森については、自然環境との調和に配慮し、
地元自治体をはじめ地域関係者の意向・協力体制等を総合的に勘案
し つ つ 、 ま た 、「 管 理 経 営 方 針 書 」 に 基 づ き 、 遊 歩 道 等 の 必 要 な 整
備を進めていくとともに、学校等と連携した森林環境教育の実施等
によってその活用を推進していく。
② サロマ湖畔自然休養林、二頃山風景林、鹿の子沢風景林について、
地元自治体、ボランティア団体等の協力を基に施設の整備や維持管
理を行う。
【貴重な森林の保全・整備】
① 保護林については、良好な自然環境を保持する森林、学術的に貴
重な野生生物の生育・生息している森林等を目標として、原則とし
て自然の推移に委ねるものとするが、保護対象の生育・生息に適し
た環境を保全するために必要な森林整備を実施する。
② 世界遺産地域の国有林については、森林生態系保護地域や森林法
に基づく保健保安林等に指定されており、引き続き適切な保護管理
を実施していく。
③ 原生花園の本来の植生を維持保全するため、ワッカ原生花園、小
清水原生花園の保護管理に努める。
水源涵養タイプの森林を中心として、国民生活に必要であり、環境
への負荷の少ない素材である木材等林産物を安定的かつ効率的に供給
する観点から、地域の自然的条件、経済的条件も勘案しつつ、管理経
営を行う。
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【木材の供給】
循環型社会の構築のためカーボンニュートラルな資源である木材を
計画的に供給する。
【森林資源の適切な整備】
森林整備の計画に対応して、効果的かつ効率的な森林整備を行うた
めに必要な林道整備を計画する。
地球温暖化の
防止

森林吸収源対策に資するとともに、森林の健全性を確保する観点か
ら、人工林における間伐並びに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としての主伐及び間伐を積極的に推進する。

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項
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 画区の国有林野を
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、各 機能の発 揮を図るため
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。また、
齢 級構成の 平準化・ バイオ マス利用 等の地域 ニーズに 応じて、 主伐を計 画的に行うこ
となどにより木材の安定的な供給の推進に寄与するよう努める。
国有林の 地域別の 森林計 画におけ る公益的 機能別施 業森林と 国有林の 機能類型との
関係は下表のとおり。
国有林野の機能類型区分
機能類型区分 面積(ha)

山地災害
防止タイプ

31,434

(13)

機能類型の考え方
山地災害防止及

管理経営の考え方

公益的機能別施業森林の該当区分

根や表土の保全、 ・水源涵養機能維持増進森林

び 土 壌 保 全 機 能 の 下 層 植 生 の 発 達 し ・山地災害防止／土壌保全機能維
発 揮 を 第 一 と す べ た森林の維持
き森林

持増進森林
・快適環境形成機能維持増進森林
（気象害防備エリアに該当）

自然維持
タイプ

39,157
(16)

原生的な森林生

良 好 な 自 然 環 境 ・水源涵養機能維持増進森林

態 系 や 希 少 な 生 物 を 保 持 す る 森 林 、 ・保健文化機能維持増進森林
の 生 育 ・ 生 息 す る 希 少 な 生 物 の 生 育 ・山地災害防止／土壌保全機能維
森林など属地的な ・生息に適した森

持増進森林（立地条件による）

生 物 多 様 性 保 全 機 林の維持
能の発揮を第一と
すべき森林

森林空間
利用タイプ

10,334
(4)

保健、レクリエ

保 健 ・ 文 化 ・ 教 ・水源涵養機能維持増進森林

ー シ ョ ン 、 文 化 機 育 的 利 用 の 形 態 に ・保健文化機能維持増進森林
能 の 発 揮 を 第 一 と 応 じ た 多 様 な 森 林 ・山地災害防止／土壌保全機能維
すべき森林

の維持・造成

持増進森林（立地条件による）

快適環境
該当なし
騒音や粉塵等か
汚 染 物 質 の 高 い ・水源涵養機能維持増進森林
形成タイプ
ら 地 域 の 快 適 な 環 吸 着 能 力 、 抵 抗 性 ・快適環境形成機能維持増進森林
境を保全する機能 がある樹種から構
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の発揮を第一とす 成される森林の維
べき森林

水源涵養
タイプ

持

162,241
良質な水の安定
人 工 林 の 間 伐 や ・水源涵養機能維持増進森林
(67)
供給など水源の涵 伐期の長期化、広
養の機能の発揮を 葉樹の導入による
第一とすべき森林

育成複層林への誘
導等を推進し、森
林資源の有効活用
にも配慮

国有林野面積計
注１） （

243,167
）書は構成比（％）である。

２） 「該当外」は、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されない森林原野。

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。
ⅰ

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。
ⅱ

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。
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また 、石北峠 やおけ 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。
ⅲ

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。
ⅳ

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 、森林レ クリエ ーション 施設の充 実してい る津別町 上里地区 や、阿寒国立
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」に区分し管理経営を行う。

ⅴ

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
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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。
ⅵ

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。
①

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こととする。
具体 的には、 別冊「 各機能類 型に応じ た管理経 営の指針 」のⅢの １の①により
取り扱う。

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。
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具体 的には、 別冊「各 機能類 型に応じ た管理経 営の指針 」のⅢの １の②により
取り扱う。
山地災害防止タイプの面積
（ 単 位 ： ha）

②

区

分

山地災害防止タイプ

うち、土砂流出・
崩壊防備エリア

うち、気象害防備
エリア

面

積

３１，４３４

２９，６６３

１，７７１

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、 原生的な 天然林や 学術的に 貴重な森林、
貴重な野 生生物の 生育・ 生息に資 するため に必要な 森林、遺 伝資源の 保存に必要な
森林等を 「保護林 」とし て、また 、野生生 物の移動 経路の確 保と生育 ・生息地の拡
大等を促 す森林を 「緑の 回廊」と して設定 しており 、設定目 的に応じ た適切な管理
経営を行うものとする。
具体的 には、別 冊「各 機能類型 に応じた 管理経営 の指針」 のⅢの２ により取り扱
う。
自然維持タイプの面積
（単位：ha）

③

区

分

自然維持タイプ

うち、保護林

面

積

３９，１５７

２８，６３２

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 定しており、
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
な管理経営を行うものとする。
具体的 には、別 冊「各 機能類型 に応じた 管理経営 の指針」 のⅢの３ により取り扱
う。
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森林空間利用タイプの面積
（単位：ha）

④

区

分

森林空間利用タイプ

うち、
レクリエーションの森

面

積

１０，３３４

１０，０７５

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
該当なし

⑤

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ものとする。
具体的 には、別 冊「各 機能類型 に応じた 管理経営 の指針」 のⅢの５ により取り扱
う。
水源涵養タイプの面積
（単位：ha）
区

分

水源涵養タイプ

面

積

１６２，２４１

（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、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 等との密接な
連 携を図り ながら、 我が国 の森林・ 林業の再 生に貢献 していく ため、国 有林の組織・
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。
具体 的には、 計画的な 木材供給 の取組、 民有林 と国有林 が連携し た森林保全事業の
取 組、生物 多様性保 全に資 する取組 、ＮＰＯ やボラン ティア団 体等への 活動の場の提
供等に努めるとともに、以下の取り組みを推進する。
①

低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及
・

路網 と林業機 械を組 み合わせ た低コス ト化を実 現するた め、丈夫 で簡易な林業
専用道 や森林作 業道の 路網整備 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 れるマル チキャビ ティコン テナ苗の 導入など 、低コストで
効率的 な作業シ ステム の確立と 普及に向 け、民有 林と国有 林が連携 した現地検討
会等を開催する。

②

林業事業体の育成
・

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
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の活用 、先駆的 な作業 システム や手法に ついての 事業レベ ルでの実 行を促進する
ための特記仕様書の活用に努める。
・
③

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。
民有林と連携した施業の推進

・

民有 林と国有 林が連 携するこ とで双方 の事業の 効率化や 低コスト 化等が図られ
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 林野と連 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。

・

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。

④

森林・林業技術者等の育成
・

森林・林 業の再生 に向け市 町村行政 の支援 を行うた め、国有 林野事業において
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。

・

森林 ・林業技 術者等 の育成に 向け林業 事業体が 主催する 研修や現 地検討会及び
「緑の雇用」対策事業等への国有林野フィールドの提供等に取り組む。

⑤

林業の低コスト化等に向けた技術開発
・

オホーツ ク総合振 興局、関 係市町、 網走東 部流域森 林・林業 活性化協議会等と
連携し 、造林コ ストの 低減、間 伐等の作 業効率の 向上、安 全確保等 に関する技術
の開発に取り組む。

⑥

その他
・

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。

・

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。

・

教育 関係者や 森林ボ ランティ ア団体等 による森 林整備の ための国 有林野フィー
ルドの提供や支援及び森林環境教育等に取り組む。

・

世界自然 遺産地区 である知 床の森林 におい て、協働 モデル事 業に取り組むとと
もに知床の森林に関する様々な情報発信に取り組む。
森林共同施業団地
面積（ha）
箇所数

１

国有林

民有林

１，７９５

７９６

（４）主要事業の実施に関する事項
森林の有 する公益 的機能の 持続的 発揮、ま た、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
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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。この 場合、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ものとする。
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・強化を図るものとする。
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）
区

分

材

積

注）

②

③

④

（

主

伐

間

３０７,６６０

伐

１,１２０,４９８
（１５，１４７）

臨時伐採量

計

１６０,０００

１,５８８,１５８

）書は、間伐面積である。

更新総量

（ 単 位 ： ha）

区

分

人工造林

天然更新

計

面

積

９８２

２４９

１，２３１

保育総量

区

分

面

積

（ 単 位 ： ha）
下

刈

つる切

６，８０４

５６９

除

伐

計

３，４１７

１０，７９０

林道の開設及び改良の総量
開
区

分

設

改

良

路線数

延長量(ｍ)

箇所数

延長量(ｍ)

５３

１６６，２３４

２１

１，５９０

（５）その他必要な事項
ア

森林の 有する公 益的機能 の持続 的発揮、 また、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
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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
の整備及び保全を進める。
特に、 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。
イ

林道等 の路網に ついては 、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 であり、 森林の公 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 道 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。
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。
さらに は、地域 の実態を 踏まえ、 併用林道 となる ことによ り公道としての機能が
発揮されることにも留意することとする。

ウ

治山事 業につい ては、 災害に強 い森林づ くり、水 源地域の 機能強化 、豊かな環境
づくりの ため、緊 急かつ 計画的な 実施を必 要とする 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、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 、民有林 治山事業 等との連 携の下に 計画的に推進
する。

エ

事業予 定箇所の 把握、 事業実行 結果の整 理及び野 生生物の 生育・生 息状況の把握
等、国有 林の管理 経営を 適切に進 めていく ために地 況・林況 調査の計 画的な実施に
努める。

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 、地元住 民及び地 元市町等 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。
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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 係市町の 環境部局 や警察等 との連携 を深めつつ、
積極的な対応に努める。
さらに 、地域住 民、ボ ランティ ア、ＮＰ Ｏ等とも 連携を図 りながら 、生物多様性
保全の視 点も踏ま えつつ 、高山植 物等の保 護等に努 めるとと もに、入 林者の影響等
に よ る 植 生 の 荒 廃 の 防 止 等 が 必 要 な 箇 所 に つ い て は 、地域の関係者等との利用のルー
ルの 確立を図 り、その 内容の周 知につい てホー ムページ の活用・ 工夫を図ることな
どに努める。
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 り、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い、境界の保全管理に努める。
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 いては、 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。
（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 を呈し 、多様な 野生生物 が生育・ 生息する 原生的な天然
林 等も多く 、地域の 豊かな 自然環境 の保全や 生物多様 性の保全 の観点か らも、このよ
うな森林の維持・保存はますます重要になってきている。
こうした ことから 、本森 林計画区 において は、国有 林野事業 独自の森 林保護制度で
あ る保護林 を下表の とおり 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、別冊 「各機 能類型に 応じた管 理経営の 指針」Ⅲ の２によ り取り扱う。
①

保護林
種

類

森林生態系保護地域
森林生物遺伝資源保存林
林木遺伝資源保存林
植物群落保護林
特定動物生息地保護林
特定地理等保護林
郷土の森
総

数

箇所数

面積（ha）

１
－
２１
６
３
１
１

２３，２６５
－
２８０
３，３０９
１，７６０
１
１７

３３

２８，６３２
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②

緑の回廊
名

称

延長（km）

知床半島緑の回廊

面積（ha）

３６

５，４７７

（４）その他必要な事項
ア

渓畔周辺の取扱い
渓畔周 辺につい ては、野 生生物の 生育・生 息場所 や移動経 路の提供、種子などの
供給源等 として、 生物多 様性の保 全上重要 な役割を 担ってい るため、 本来成立すべ
き植生に よる上流 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こととする。

イ

エゾシカ被害への対応
近 年 急 増 し て い る 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」に基 づき特に 管理すべ き鳥獣の ための計 画として北海
道が策定 した「北 海道エ ゾシカ管 理計画」 及び環境 省が策定 した「知 床半島エゾシ
カ保護管 理計画」 に基づ く個体数 調整に協 力すると ともに、 平成２０ 年２月の「鳥
獣による 農林水産 業等に 係る被害 の防止の ための特 別措置に 関する法 律」の施行を
受けて、 市町にお ける被 害防止対 策実施の ための被 害防止対 策協議会 に参画するな
ど、関係機関と連携を図ることとする。
また、 平成２７ 年４月 に農林水 産省及び 環境省が 策定した 「知床生 態系維持回復
事業計画 」に基づ き、生 息状況、 被害動向 等につい て情報収 集等を行 うとともに、
狩猟期間 内におけ る事業 休止等の 狩猟機会 の拡大等 の取組を 推進し、 主体的・直接
的に被害の軽減に努めることとする。

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
多様な森 林資源を 有して いる国有 林野の特 性を生か し、計画 的な林産 物の供給に努
め るととも に、地域 におけ る製材工 場等の担 い手の育 成を図る ため、公 売及びシステ
ム 販売（間 伐材や低 質材の 需要及び 販路の拡 大を図る 観点で、 製材工場 等に素材を安
定供給することを協定するもの）により、木材の安定的な供給の推進に努める。
また、低 コスト・ 高効率 作業シス テム等に よる効率 的な素材 生産の推 進に努める。
（２）その他必要な事項
ア

環境に 対する負 荷が少 ない素材 である木 材を公共 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、地方 公共団体 等関係機 関との間 で間伐材 等木材需要に
ついての情報交換を進めるなど、積極的な対応に努める。
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イ

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 促 進 に 取 り 組 み 、これらの取組を通じて、林業・
木材産業関係者と連携しつつ、地域住民に対する積極的な啓発に努める。

ウ

木質バ イオマス の利用 促進のた めの普及 啓発に努 めるほか 、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
ての有効活用の普及啓発等に努める。

エ

人工林 率が高い 本森林 計画区に おいては 、健全な 森林整備 のための に積極的な間
伐の実施、高齢級化している人工林の主伐及び更新の促進に努める。

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 当たっ ては、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、 国土の保 全や生 物多様性 の保全等 に配慮し つつ、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 の推進に努め
る。
また、公 益的機能 の発揮 等との調 整を図り つつ、農 林業をは じめとし た地元産業の
振 興や地域 住民の福 祉の向 上に寄与 するため 必要な場 合、適正 な土地利 用の推進に資
す るなど、 地域振興 に寄与 する国有 林野の活 用に、地 元自治体 との情報 交換を十分に
行いつつ、取り組む。
さらに、 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、目的に応
じた適切な管理経営を行う。
レクリエーションの森
種

類

自然休養林
自然観察教育林
風景林
森林スポーツ林
野外スポーツ地域
風致探勝林
総

数

箇所数

面積（ha）

３
４
１６
３
－
２

３，３４７
１，７９８
３，８４１
２５
－
１，４３９

２８

１０，４５１
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（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、貸付 、売払い 等の手法 により、法令
等に基づき適切に実施していく。
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。
（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 など、 周辺の自 然環境や 森林の持 つ公益的 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、 樹木の残置等
周辺自然環境との調和にも十分に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
国有林の 有する公 益的機 能の維持 増進を図 るため必 要がある ときは、 国有林と一体
と して整備 及び保全 を行う ことが相 当と認め られる民 有林の森 林所有者 等と次の基準
に 適合する 「公益的 機能維 持増進協 定」を締 結して、 当該協定 に係る森 林の整備及び
保全を行う。
①

国有林 の有する 公益的 機能の維 持増進を 図るため に有効か つ適切な ものであっ
て、民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。

②

森林の利用を不当に制限するものでないこと。

③

協定区 域内又は 協定区 域に近接 する民有 林におけ る北海道 の治山事 業の実施に関
する計画との整合性に配慮したものであること。

（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 、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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ア

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 する場として
設定する。

イ

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。

ウ

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 ール等の 活動の場とし
て設定する。
協定締結による国民参加の森林づくりの種類ごとの設定状況は下表のとおり。

種

類

箇所数

面積（ha）

ふれあいの森

４

５１．５６

遊々の森

２

３７．９７

多様な活動の森

１

８８．９０

（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 、下流住 民等によ る水源 林等の造 成を推進 するとと もに、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。

（３）その他必要な事項
ア

双方向の情報受発信
「 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 の活用等 により、 国有林野 事業の活 動全般に ついて国民の
意見を聴 くなど、 国民と 国有林と の双方向 の情報・ 意見の交 換を図り 、国民の要請
を的確に 把握する ととも に、これ を反映し た管理経 営の推進 等、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。

イ

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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したフィールド等の情報提供等の取組を推進する。
また、 その際、 教職員 やボラン ティアリ ーダー等 に対する 普及啓発 や技術指導、
森林環境 教育のプ ログラ ムや教材 の提供等 、地域へ の波及効 果が期待 される取組に
努める。
ウ

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、Ｎ ＰＯ、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、Ｎ ＰＯ等 が行う自 主的な森 林整備等 のフィー 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 進するこ ととし、ＮＰ
Ｏ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
加えて、 森林整備 や保全 活動の要 請に対応 した企業 、ＮＰＯ 等と森林 管理署との協
定の締結等、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 による森林の整備・保
全等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
ア

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 力するととも
に、フィ ールドを 活用し た現地研 修の実施 等を通じ て技術開 発成果の 普及・定着に
努める。

イ

林業技術の普及
北海道 や市町等 の関係 行政機関 や試験研 究機関等 と連携し ながら、 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 てフィールド
の積極的な提供に取り組む。

（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
り、地域振興への寄与は国有林野事業の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、
副 産物の有 効活用、 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等の取組は、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こととする。
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別冊（網走東部森林計画区）

各機能類型に応じた管理経営の指針

北海道森林管理局

Ⅰ

基本的な考え方
１

国有林野 の機能類 型に応 じた管理 経営につ いては、 全国森林 計画に即 して立てられ
る 国有林の 地域別の 森林計 画におけ る森林の 整備及び 保全の標 準的な方 法等を基礎と
し て、重点 的に発揮 させる べき機能 発揮の観 点から、 望ましい 森林資源 の状態を維持
し 、又はこ れに誘導 するた め、個々 の国有林 野におけ る地況及 び林況、 台風や地震な
ど自然災害による森林関連被害の状況や社会的要請等を踏まえて、伐採や造林の方法、
施設の整備の内容を適切に選択するなどにより、きめ細かく実施するものとする。

２

管理経営 の実施に 当たっ ては、重 点的に発 揮させる べき機能 以外の併 存する他の機
能 に十分配 慮するこ ととし 、伐採年 齢の長期 化、林齢 や高さの 異なる樹 木から構成さ
れ た複層状 態の森林 の整備 、小面積 ・モザイ ク的配置 に留意し た施業、 針葉樹と広葉
樹 の混交す る施業を 行うな ど、必要 に応じ、 併存する 公益的機 能の発揮 に必要な措置
を併せて講じる。
また、自 然再生、 生物多 様性の保 全、二酸 化炭素の 吸収・固 定源とし ての機能の発
揮 、国民と 森林との ふれあ いの場の 提供、森 林景観の 保全、渓 畔周辺の 整備及び保全
等の観点に留意する。
さらに、 日常の管 理を通 じて森林 の状況を 把握し、 地域の実 態に応じ た森林の保護
管理を適時適切に行う。

Ⅱ

施業方法の体系
別表「施業方法の体系」による。

Ⅲ

機能類型ごとの管理経営の指針
国有林 野の各機 能類型に 応じた 管理経営 は、Ⅰの 基本的考 え方に基 づき、次に掲げる
事項に留意して適切に実施するものとする。
１

山地災害防止タイプ
山地 災害防止 タイプに ついて は、保全 の目的に 応じ、次 の事項に 留意して、保全対
象 と当該林 分の位置 的関係 、地形や 地質等の 地況、森 林の現況 等を踏ま えて、管理経
営を行う。
①

土砂の流出、崩壊等山地災害による人命・施設の被害の防備を目的とする林分（土
砂流出・崩壊防備エリア）
根 系が深く かつ広く 発達し 、常に落 葉層を保 持し、適 度の陽光 が林内に入ること
によって 下層植生 の発達 が良好な 森林であ って、必 要に応じ て土砂の 流出、崩壊を
防止する治山施設等が整備されている森林を目標として、次により管理経営を行う。
ア

施業方法
天然力を 活用する ことに よって、 的確な更 新が図ら れると認 められる林分につ
いては、天然生林へ導くための施業を実施する。
また 、天然力 を活用 しつつ、 更新補助 作業又は 保育、間 伐等人為 を積極的に加
えるこ とによっ て、山 地災害防 止機能の 維持向上 が図られ る林分及 び現に樹下植
栽によ り複層林 型を呈 している 育成複層 林等の林 分につい ては、育 成複層林へ導
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くため の施業を 実施す る。この 場合、周 辺の母樹 の賦存状 況等から 天然更新が可
能な育 成単層林 につい ては、択 伐等によ り積極的 に広葉樹 等の導入 ・育成を図り
針広混交林への誘導に努める。
なお、育成単層林へ導くための施業は原則として行わない。
イ

伐採・搬出

（ア）主 伐は、必 要に応 じ、林分 構造の改 良を図る べき箇所 について 、成長の衰退
した 林木等を 対象と して行う 。ただし 、伐採す ることに より、著 しく土砂の流
出若 しくは崩 壊のお それのあ る林分又 は雪崩若 しくは落 石による 被害を生じる
おそれのある林分については、伐採を行わない。
（イ）天 然生林の 主伐に ついては 、重点的 に発揮さ せるべき 機能の確 保・向上を図
る観 点から、 機能類 型ごとの 森林の整 備の目標 に沿って 、必要に 応じて行うこ
とと し、実施 に当た っては天 然更新等 の森林施 業技術を 活用しつ つ、下層植生
や動 物相、表 土の保 全等森林 生態系全 般に着目 して、公 益的機能 の維持向上が
図られるよう配慮するものとする。
（ウ）天 然生林の 主伐に 当たって は、生物 多様性等 自然環境 の保全等 の観点からの
検討を十分加える。
（エ）伐 採方法は 、森林 の現状に 急激な変 化を与え ないよう 、択伐又 は複層伐によ
ることを基本とし、林況、更新樹種の特性等を勘案して、適切に選択する。
（オ ）伐採木 の搬出に 当たって は、地表 の攪乱 を最小限 にとどめ るよう留意する。
ウ

更新
主伐箇所のほか、必要に応じ、荒廃山地に対する植栽又は更新補助作業を行う。

エ

保育・間伐

（ア ）樹種の 多様化に よる根 系の充実 を図るた め、針葉 樹林にあ っては、広葉樹の
導入・育成を図る。
（イ）下 層木の導 入・育 成又は林 床植生の 発達を促 すため、 やや疎仕 立ての密度管
理を行う。
（ウ）天 然生林の 間伐に ついては 、重点的 に発揮さ せるべき 機能の確 保・向上を図
る観 点から、 機能類 型ごとの 森林の整 備の目標 に沿って 、必要に 応じて行うこ
とと し、実施 に当た っては下 層植生や 動物相、 表土の保 全等森林 生態系全般に
着目して、公益的機能の維持向上が図られるよう配慮するものとする。
（エ ）天然生 林の間伐 に当たっ ては、生 物多様 性等自然 環境の保 全等の観点からの
検討を十分加える。
オ

施設の整備

（ ア ） 市 街 地 、 公 共 施 設 の 保 護 等 に 必 要 な 崩 壊 地 ､荒 廃 渓 流 等 の 復 旧 整 備 、 荒 廃 危
険山地の崩壊防止等を目的とする治山施設の設置等を行う。
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（イ）林 道、森林 作業道 等の路線 の選定、 法面の保 護等に関 し、土砂 の流出・崩壊
等に 特に留意 しつつ 、管理経 営の計画 的かつ効 率的な実 施に必要 な路網の整備
を行う。
また、開発面積及び土工量を極力少なくする工種工法を採用する。
カ

保護・管理
巡視に当 たっては 、特に森 林の成長 の衰退状 況、土 砂の崩壊・流出の発生状況
等の把握に努める。

②

風害、 飛砂、潮 害、濃 霧等の気 象害によ る居住・ 産業活動 に係る環 境の悪化の防
備を目的とする林分（気象害防備エリア）
樹 高が高く 下枝が密 に着生 している など遮蔽 能力が高 く、諸害 に対する抵抗性の
高い樹種によって構成される森林を目標として、次により管理経営を行う。
ア

施業方法
人工 造林によ らなけ れば的確 な森林の 維持造成 が期待で きない林 分について
は、育 成単層林 へ導く ための施 業、複層 伐による 育成複層 林へ導く ための施業に
よることとする。
天然 力を活用 しつつ 、更新補 助作業又 は保育、 間伐等人 為を積極 的に加えるこ
とによ って生活 環境の 悪化を防 止する機 能の維持 向上が図 られる林 分について
は、択伐による育成複層林へ導くための施業を実施する。
また 、天然力 を活用 すること によって 、的確な 更新が図 られると 認められる林
分については、天然生林へ導くための施業を実施する。
さら に、気象 害防備に 有効な 幅を有す る森林を 維持する ため、異 なる樹齢によ
り構成 される林 木から なる森林 の造成に 努めるこ ととし、 森林の幅 が小さい場合
は、原則として育成複層林へ導くための施業を実施する。

イ

伐採

（ア ）主伐は 、下枝が 極端に 枯れ上が る以前の 時期に行 うことと とし、育成単層林
へ導 くための 施業に ついては 、樹高の 高い林分 を維持・ 造成する ため、林木の
健全性を損なわない範囲において主伐の時期を長期化する。
（イ ）皆伐を 行う場合 は、主 風の方向 に対して 森林が分 断されな いよう伐区の形状
に配慮する。
（ウ）天然生林の主伐の取扱いについては、①のイの（イ）及び（ウ）と同じ。
ウ

更新
更新樹種は、諸害に強い樹種とする。

エ

保育・間伐

（ア ）下枝が 過度に枯 れ上がら ず、かつ 適度に 通風の良 い林分を 造成するよう密度
管理を適切に行う。
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（イ）天然生林の間伐の取扱いについては、①のエの（ウ）及び（エ）と同じ。
オ

施設の整備
必要 に応じ、 主風の方 向の前面 に植生を 保護す るための 防風工等を実施する。

カ

保護・管理
巡視 に当たっ ては、 特に下枝 の着生状 況、諸害 の発生状 況等の把 握に努める。

２

自然維持タイプ
自然維持 タイプに ついて は、良好 な自然環 境を保持 する森林 、希少な 動植物や菌類
な どの生育 ・生息に 適して いる森林 等を目標 として、 保護を図 るべき森 林生態系、野
生 生物の特 性に応じ 、次の 事項に留 意して、 保全すべ き環境の 維持・形 成を図るため
に必要な管理経営（人為を排除した取扱いを含む）を行う。
ア

施業方法
施業方法は、原則として天然生林へ導くための施業による。

イ

伐採
伐採は、次の場合を除き行わない。

（ ア）保護 を図るべ き野生 生物の生 態的特性 に応じた 生息又は 生育環境 を造成するた
めに行う伐採
（イ）遷移の途中相にある林分の現状維持のために行う伐採
（ウ）学術研究を目的として行う伐採
（ エ）歩道 等の軽微 な施設 又は森林 生態系保 護地域（ 保全利用 地区）の 設定趣旨に反
しない 範囲で森 林レク リエーシ ョンの場 等として 活用を行 うのに必 要な道路、建
物等の施設の予定地上又は当該施設の利用に支障のある木竹の伐採
（オ）人工林の間伐
（ カ）その 他病害虫 のまん 延を防ぐ ための被 害木の除 去など機 能維持を 図るために必
要な伐採
ウ

施設の整備

（ ア）保全 すべき環 境の悪 化をきた さないよ う十分に 配慮しつ つ、必要 に応じ、自然
環境の保全に必要な管理のための路網の整備を行う。
（ イ）自然 の推移に 委ねて 保存する 原生的天 然林の周 囲の森林 等におい て、必要に応
じ、国土の保全の機能を維持するための治山施設の整備等を行う。
（ウ）保護林については、保護林設定の目的を損なわない範囲において、必要に応じ、
自然観察教育のための施設の設置を行う。
エ

保護・管理
巡視に 当たって は、特 に、希少 な野生生 物の生育 ・生息の 状況及び その環境の把
握に努める。
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また、 保護林に ついて は、必要 に応じて モニタリ ング、森 林火災警 防等の巡視活
動、普及啓発活動を行う。
オ

保護林の取扱い
上記ア ～エによ るほか 、次に掲 げる保護 林の種類 別に取扱 うことを 基本とする。

（ア）森林生態系保護地域
ⅰ

保存地区の森林については、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねる。

ⅱ

保 全利用地 区の森 林につい ては、原 則として 保存地区 と同質の 天然林とし、
木材の利用を目的とする森林施業は行わない。

ⅲ

保 全利用地 区にお いては、 自然条件 等に応じ て、森林 の教育的 利用、大規模
な開 発行為を 伴わな い森林レ クリエー ションの 場として 活用を行 うものとし、
この ために必 要な道 路、建物 等の施設 は、保全 利用地区 の設定趣 旨に反しない
範囲で設置することができる。

（イ）森林生物遺伝資源保存林
原則として伐採は行わないこととする。
（ウ）林木遺伝資源保存林
ⅰ

原 則として 伐採は 行わない が、保存 対象樹種 の特性及 び更新の 状況から、保
存対 象樹種の 安定的 かつ恒久 的な存続 を図るた め必要な 場合は、 枯損木及び被
害木の除去を中心とした弱度の択伐を行う。

ⅱ

更 新は、原 則とし て天然更 新による ものとし 、保存対 象樹種の 特性を勘案し
て、 必要に応 じ更新 補助作業 を行う。 人工下種 及び植込 みを行う 場合は、当該
保存林から採取した種苗を用いる。

（エ）植物群落保護林
ⅰ

極 盛相にあ る植物 群落を対 象とする 場合、原 則として 人手を加 えないことと
する が、遷移 の途中 相にある 植物群落 を対象と する場合 は、必要 に応じ、その
現状 の維持を 目的と した伐採 を行うこ とができ る。この 場合の伐 採及び搬出に
当たっては、保護の対象とする植物を損傷しないよう特に留意する。

ⅱ

保 護の対象 とする 植物群落 が衰退し つつある 場合であ って、更 新補助作業又
は保 育を行う ことが 当該植物 群落の保 護に必要 かつ効果 的である と認められる
ときは、植込み、下刈、除伐等を行う。

（オ）特定動物生息地保護林
ⅰ

原 則として 伐採は 行わない が、必要 に応じ、 保護の対 象とする 動物の繁殖又
は生息に適した環境を造成することを目的とした施業を行うことができる。

ⅱ

伐採及び搬出に当たっては、保護の対象とする動物の繁殖時期を避ける。

（カ）特定地理等保護林
現状の維持を図る。
（キ）郷土の森
郷 土 の 森 ご と に 定 め る 保 護 ・ 管 理 及 び 利 用 に 関 す る 計 画 に 基 づ き 、「 郷 土 の 森
保存協定」に従って、必要な施業（伐採、更新、保育、間伐）を行うこととする。
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カ

緑の回廊の取扱い

（ ア）野生 生物の移 動や休 息・採餌 等の緑の 回廊とし ての機能 の発揮を 図るため、次
により維持・整備するものとする。
ⅰ

現 況が緑の 回廊と しての機 能の発揮 にふさわ しい林分 内容とな っている場合
については、適切にその維持を図る。

ⅱ

ⅰ 以外で森 林整備 の必要が ある場合 において は、植生 の状態に 応じて、下層
植生 の発達や 裸地化 の抑制を 図ること とし、緑 の回廊全 体として 、針葉樹や広
葉樹 に極端に 偏らな い樹種構 成、林齢 、樹冠層 等の多様 化を図る ための森林施
業を実施する。

（ イ）管理 に当たっ ては、 希少な野 生生物の 保護のた めの巡視 を行うと ともに、普及
啓発を実施するほか、森林環境教育の場としての活用等を図る。
（ ウ）施設 の整備に ついて は、野生 生物の生 育・生息 環境に配 慮しつつ 、その保護の
ための観察施設や国土保全上必要な治山施設を整備する。
（ エ）緑の 回廊にお いては 、野生生 物の移動 実態や森 林施業と の因果関 係等を把握す
るため、モニタリングに努める。
３

森林空間利用タイプ
森林空間 利用タイ プにつ いては、 多様な樹 種からな り、かつ 、林木が 適度な間隔で
配 置されて いる森林 、湖沼 、渓谷等 と一体と なって優 れた自然 美を構成 する森林、多
様 な樹種・ 林相から なり、 明暗、色 調に変化 を有する 森林、街 並み、史 跡、名勝等と
一 体となっ て潤いの ある自 然環境や 歴史的風 致を構成 している 森林、郷 土樹種を中心
と して安定 した林相 をなし ている森 林、体験 林業の場 とする森 林等の多 様な森林とす
る 。かつ、 必要に応 じて、 保健・文 化・教育 的活動に 適した施 設が整備 されている森
林等を目標として、それぞれの形態等に応じ、次により管理経営を行う。
ア

施業方法
個々の 国有林野 の利用 の形態、 森林の現 況等に応 じた多様 な森林を 維持・造成す
るため、 天然生林 へ導く ための施 業を行う とともに 、人工林 の有する 美的景観を確
保する必 要がある 林分や 体験林業 の場とす る林分な どについ て育成単 層林へ導くた
めの施業 、育成複 層林へ 導くため の施業を 実施する など、自 然観察に 適した森林の
造成や修景等を行うにふさわしい施業方法を適切に選択する。

イ

伐採

（ア）伐採は、快適な利用のための環境又は美的景観の維持・形成を目的として行う。
（ イ）伐採 を行うと きは、 個々の国 有林野の 利用の形 態にふさ わしい森 林の造成が図
られる よう、樹 種構成 等を考慮 しつつ、 その目的 に応じた 伐採方法 、伐採率等を
柔軟に選択して適切に実施する。
（ ウ）天然 生林の伐 採につ いては、 重点的に 発揮させ るべき機 能の確保 ・向上を図る
観点か ら、機能 類型ご との森林 の整備の 目標に沿 って、必 要に応じ て行うことと
し、実 施に当た っては 天然更新 等の森林 施業技術 を活用し つつ、下 層植生や動物
相、表 土の保全 等森林 生態系全 般に着目 して、公 益的機能 の維持向 上が図られる
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よう配慮するものとする。
（ エ）天然 生林の伐 採に当 たっては 、生物多 様性等自 然環境の 保全等の 観点からの検
討を十分に加える。
ウ

更新
更新に 当たって は、必 要に応じ 、景観の 向上に有 効な郷土 の花木の 導入を図る。

エ

施設の整備

（ ア）路網 及び歩道 の作設 について は、風致 の維持に 配慮しつ つ、レク リエーション
施設間 の連絡、 施設と しての利 用及び必 要な管理 経営が効 率的に行 えるように路
線を選定する。
（ イ）施設 の設置に 当たっ ては、山 地災害の 防止、水 源の涵養 及び自然 環境の保全に
十分配慮する。
オ

保護・管理

（ア）利用者に対する森林・林業に関する知識の普及啓発に努める。
（イ）巡視に当たっては、利用の状況、施設の管理状況の把握等に努める。
カ

レクリエーションの森の取扱い
レクリ エーショ ンの森 について は、上記 ア～オに よるほか 、次に掲 げるレクリエ
ーション の森の種 類別に 取扱うこ とを基本 とし、そ れぞれの 選定の趣 旨にふさわし
い管理経営を実施する。

（ア）自然観察教育林
野生 生物の観 察や自 然探勝を 目的とす る場合は 、対象と する動物 や植物群落の
生態的 特性に十 分配慮 した管理 経営を行 う。天然 林につい ては、自 然観察や学術
研究の 実施上必 要とさ れる施業 及び利用 の安全性 の確保の ための危 険木の伐採等
を除き 、原則と して人 手を加え ないもの とし、人 工林につ いては、 自然観察・教
育のため間伐や保育を適切に実施する。
森林 施業等の ための モデルと する場合 は、育成 単層林へ 導くため の施業又は育
成複層 林へ導く ための 施業によ り、施業 モデル林 として、 理解を深 められるよう
な林分配置とするよう配慮しつつ、適切に実施する。
（イ）森林スポーツ林
森林 内におい て快適 なスポー ツを楽し めること のできる 環境を整 備することを
旨とし 、施設の 利用形 態に応じ た施業を 行う。こ の場合は 、人工林 については育
成複層 林へ導く ための 施業、天 然林につ いては天 然生林へ 導くため の施業を実施
する。
（ウ）野外スポーツ林
森林 地域にお ける快 適なスポ ーツ、又 は滞在に 資するこ とを旨と し、施設の利
用形態 に応じた 施業を 行う。こ の場合、 人工林に ついては 育成複層 林へ導くため
の施業、天然林については天然生林へ導くための施業を実施する。
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（エ）風景林
景観 の維持向 上に配 慮した施 業を行う こととし 、風致維 持上の支 障や遷移の進
展によ り現況景 観を損 なうおそ れがある 場合等、 立木の処 理をする 。この場合、
人工林 について は育成 複層林へ 導くため の施業、 天然林に ついては 育成複層林へ
導くための施業及び天然生林へ導くための施業を実施する。
（オ）風致探勝林
湖沼、渓谷等との一体的な美的環境の維持等に配慮した施業を行う｡この場合、
人工林 について は育成 複層林へ 導くため の施業、 天然林に ついては 育成複層林へ
導くための施業及び天然生林へ導くための施業を実施する。
（カ）自然休養林
各地域区分ごとに、上記（ア）～（オ）に準じて取扱う。
４

快適環境形成タイプ
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
れる森林を目標として、次により管理経営を行う。
ア

施業方法
施 業方法は 、防音や 大気浄 化に有効 な森林の 幅を維持 するため 、原則として育成
複層林へ導くための施業による。

イ

伐採
主伐は 、健全で 成長の 旺盛な森 林を維持 造成する ため、諸 害等によ り成長が衰退
する以前に行う。

ウ

更新
更新樹種は大気汚染に対する抵抗性の高い樹種とする。

エ

保育・間伐
葉量の多い森林を維持するため、やや密又は密仕立ての密度管理を実施する。

５

水源涵養タイプ
水源 涵養タイ プについ ては、 団粒構造 がよく発 達し、か つ、粗孔 隙に富む土壌を有
し 、多様な 樹種で構 成され るなど根 系や下層 植生の発 達が良好 で、諸被 害に強い等の
森 林を目標 として、 流域と してのま とまりや それぞれ の森林の 現況等に 応じ、次によ
り施業を行う。
なお、これらの条件を維持できる範囲で森林資源の有効利用に配慮する。
ア

施業方法
水 源涵養機 能の発揮 のため の森林整 備を図り つつ、併 せて周辺 の森林資源の状況
等から将 来にわた って人 為を積極 的に加え ていくこ とが適切 と判断さ れる育成単層
林におい ては、伐 期の長 期化を推 進する施 業を行う 。ただし 、比較的 傾斜が緩く、
地位が良 好で下層 植生が 豊かであ るなど小 面積に皆 伐を行っ ても表土 の流亡のおそ
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れのない林分を除くものとする。
ま た、人為 により複 数の樹 冠層を構 成する森 林へ誘導 する林分 、特定の水源の渇
水緩和、 水質の保 全及び 景観維持 上等の理 由から非 皆伐状態 を維持す べき林分、天
然力を活用しつつ更新補助作業、保育、間伐等人為を積極的に加えることによって、
水源涵養 機能の維 持向上 が図られ る林分に ついては 、育成複 層林へ導 くための施業
を推進する。
周辺の 母樹の賦 存状況 等から天 然更新が 可能な育 成単層林 について は、択伐等に
より積極的に広葉樹等の導入・育成を図り針広混交林への誘導に努める。
さ らに、天 然力を活 用する ことによ り、的確 に更新が 図られる と認められる林分
については、育成複層林へ導くための施業、天然生林へ導くための施業による。
イ

伐採・搬出

（ ア）伐採 方法は、 森林の裸 地化を 極力回避 するため 、択伐又 は複層伐 を推進するも
のとする。
なお 、皆伐を 行う場 合にあっ ては、伐 採面積の 縮小、伐 採箇所が 一つの流域に
集中す るなど水 源涵養 機能の発 揮に影響 を及ぼす ことがな いようモ ザイク的な配
置に努 めるとと もに、 新生林分 の保護、 公益的機 能の確保 のため、 尾根、斜面中
腹、林 道等の沿 線を主 体として 保護樹帯 を必要な 箇所に設 けるもの とし、その幅
員はお おむね５ ０ｍ以 上を基準 とすると ともに、 野生生物 が移動す るための回廊
として の機能を 併せ持 つ連続し た保護樹 帯の設置 に努める 。また、 渓流沿いにつ
いては 、水系へ の土砂 流出の抑 制、風致 の維持、 野生生物 の生育・ 生息場所や移
動経路の提供等公益的機能の発揮上重要な役割を担っていることから、水辺から、
その地 域の高木 性樹木 の平均樹 高の幅（ 平均樹高 が２５ｍ 以下の場 合は概ね２５
ｍ）の 範囲を「 渓畔周 辺」とし て取扱い 、その機 能や役割 の維持・ 増進が図られ
るよう配慮する。
また、保 護樹帯及 び渓畔 周辺につ いては、 その効果 を適切に 発揮させるため、
多様な 樹種から なる林 分を育成 すること とし、伐 採は、健 全な立木 の生育の助長
と郷土 樹種の侵 入の助 長等を目 的とし、 原則とし て隣接の 林分の主 伐時又は間伐
時に択 伐により 行う。 ただし、 渓畔周辺 の伐採及 び集材・ 搬出に当 たっては、渓
流への立ち入りを制限するなど水質保全に特段の配慮を行う。
さら に、特定 の水源 に近接す る林分の 施業につ いては、 特に留意 し、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。
（ イ）皆伐 を行う場 合の１伐 採箇所 の面積は 、おおむ ね５ha以下（ 法令等による伐採
面積の上限が５ha未満の場合にあっては当該制限の範囲内）とする。
ただ し、機能 類型の 見直しに より資源 の循環利 用林が廃 止になっ たことから、
資源の 循環利用 林に設 定してい た契約に 基づいて 主伐を実 施する分 収林について
は、従前の例により箇所ごとの伐採面積を定めることができるものとする。
また 、伐期の 長期化 を行う場 合は、標 準伐期齢 のおおむ ね２倍に 相当する林齢
を超える林齢において主伐を行うこととし、利用価値も考慮する。
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（ ウ）択伐 を行う林 分（保護 樹帯を 除く）に ついては 、水源涵 養機能の 発揮の観点か
ら、伐 採の繰返 し期間 を長くし 、大径木 を一定程 度保残す るなど、 より水源涵養
機能の発揮に配慮した林分へ誘導する。
（ エ）天然 生林の主 伐の取 扱いにつ いては、 １の①の イの（イ ）及び（ ウ）と同じ。
（オ）伐採木の搬出に当たっては、地表の攪乱を最小限にとどめるよう留意する。
ウ

更新

（ア）人工林
画 一的な更 新方法の 採用を 避け、前 生樹の成 長の良否 、周辺の 母樹の賦存状況、
幼稚樹の発生、ぼう芽の発生状況等を考慮し、きめ細かく更新方法を選択する。
特に、人工植栽による更新にあたっては、植栽本数の減少や筋状の植栽方法など、
将来、針 広混交林 に誘導 すること を前提と した手法 について も検討を 行い、可能な
場合については実施に努める。
ま た、周辺 の母樹の 賦存状 況等から 天然更新 が可能な 育成単層 林については、択
伐等によ り積極的 に広葉 樹等の導 入・育成 を図り、 針広混交 林への誘 導に努める。
（イ）天然林
天 然下種及 びぼう芽 による こととし 、必要に 応じて更 新補助作 業を表土の保全に
留意しつつ実施する。
エ

保育・間伐

（ア）人工林
ⅰ

下 刈は、植 栽木の生 育のみを 主目的と した画 一的な方 法ではなく、高木性の
侵入木は保残し、植栽木の生育に支障のない植生は保全する。

ⅱ

つる切は、植栽木等の生育に支障とならないよう適宜行う。

ⅲ

除 伐は、植 栽木以外 であって も、公益 的機能 の発揮及 び利用上有用なものは
保残・育成するなど、樹種の多様性に配慮して本数調整を行う。

ⅳ

間 伐は、林 分が閉鎖 して林木 相互の競 争が生 じ始めた 時期を目安に行うが、
照度 不足によ り下層 植生に衰 退が見ら れ、表土 の保全に 支障が生 じる場合は時
期を早める。
間伐の 繰返し期 間は、 おおむね １０年を 目安とし 、適正な 林分構造の維持に
努め ることと するが 、照度不 足により 下層植生 に衰退が 見られる 場合は期間を
短くする。
間伐率 は、下層 植生の 発達に支 障がある 場合は、 気象害等 の防止に留意しつ
つ、通常より伐採率を強めとする。
間伐の 方法につ いては 、森林の 状況に応 じて適切 に選択し 、表土の保全に留
意の うえ、植 栽木以 外の樹種 であって も積極的 に保残し 、森林の 多様化・多段
化を図る。

（イ）天然林
ⅰ

保育、 間伐につ いては 、人工林 の場合に 準じて、 下層植生 の導入・育成を図
る観点から、適切に実施する。

- 指針 10 -

ⅱ
オ

天然生林の間伐の取扱いについては、１の①のエの（ウ）及び（ エ）と同じ。

施設の整備

（ア）必要に応じ雨水の浸透を促進する施設等を整備する。
（ イ）林道 、森林作 業道等の 路線の 選定、法 面の保護 等に関し 、土砂の 流出・崩壊等
水質に 影響を及 ぼさな いように 特に留意 しつつ、 管理経営 の計画的 かつ効率的な
実施に必要な路網の整備を行う。
カ

保護・管理
巡 視に当た っては、 特に下 層植生の 発達状況 、土砂の 崩壊・流 出の発生状況等の
把握に努める。

- 指針 11 -

別表

施業方法の体系
施業方法

育成単層林へ

育成複層林へ

天然生林へ

導くための施業

導くための施業

導くための施業

の区分
森林を構成する林木の

森林を構成する林木を

主として天然力を活用

一定のまとまりを一度に

択伐等により部分的に伐

することにより森林を成

全部伐採し、人為により

採し、人為により複数の

立させ維持する施業（こ

単一の樹冠層を構成する

樹冠層を構成する森林と

の施業には、国土の保全、

森林として成立させ維持

して成立させ維持する施

自然環境の保全、種の保

する施業

業

全等のための禁伐等を含
む）

施業対象林分

機能類型ごとに定める

同左

同左

同左

法令等で禁
伐とする林

育成単層林
現在林種区分

育成単層林

育成単層林
育成複層林

育成複層林

分及び自然
天然生林

天然生林

的条件によ
り施業を見
合わせる林

区

分

皆

複層伐

伐

伐

択

伐

択
（間

伐
伐）

択

伐

(間

伐)

採
方
法

更

単木伐採
作業方法

区

分

保護木及び有用木を保残

単層林造成

単木伐採

列状伐採

単木伐採

群状伐採

群状伐採

複層林造成

天１（天２）

天２

新
新

方
法

植

新

植

作業方法

地表処理
人工下種

施業後林種区分

刈 出 し

育成単層林

人工下種

植 込 み

育成複層林

- 指針 12 -

天然生林

分

