
  

７-７ 参考情報 
７-７-１ 州別の合法性確認に利用できる書類 

以下の合法性関係書類は全てオーストラリア農業水環境省のサイトに掲載の州別ガイドライン
246より複写したものである。 
 
７-７-１-１ 西オーストラリア州 247 
林産物委員会（FPC）からの天然林木材納品書（Native Forest Log delivery note: D-note） 
  

                                                      
246 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/processors/resources#state-specific-guidelines 
247 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/western-australia-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
林産物委員会の公表する伐採
計画と照合することによって
合法性の確認ができる 

丸太のサイズ 

樹種 
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森林産物委員会（FPC）からのプランテーション木材納品書（Plantation Log delivery note: D-
note） 

伐採林区番号 
林産物委員会の公表する伐採
計画と照合することによって
合法性の確認ができる 

丸太のサイズ 

樹種 
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公有天然林内のサンダルウッド採取のためのサンダルウッドライセンス（Sandalwood Licence: 
S2 Puller's Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称 
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私有地内のサンダルウッド採取のためのサンダルウッドライセンス（Sandalwood License – 
Private Property: S1 Puller's Licence） 

採集するサンダルウッドの量、採集地 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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私有天然林からのサンダルウッド販売のための商業的生産者ライセンス（Commercial 
Producer’s Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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サンダルウッド輸送許可（Sandalwood Transport Authority Notice: STAN） 

 
 
  

ライセンスを受けた事業者の名称 

サンダルウッドの種類と量 
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私有プランテーションで栽培したサンダルウッドの販売のための商業的生産者ライセンス
（Commercial Producer’s Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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公有天然林の皆伐（salvage logging）のための商業的生産者ライセンス（Commercial Producer's 
Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称

294



  

私有プランテーションからの伐採のための木材伐採許可（Timber Harvest Authorisation） 

 
 
 
  

私有プランテーションの所有者名 原木の購入者名 
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７-７-１-２ 南オーストラリア州 248

天然林伐採に関する天然植生審議会（Native Vegetation Council）からの承認書

248 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/south-australia-state-specific-guideline.pdf 
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皆伐の許可を受けた土地所有者名 
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私有プランテーションに対する商業木材プランテーションライセンス（Commercial Forest 
Plantation Licence） 

ライセンスを受けた事業者名
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７-７-１-３ クイーンズランド州 249 
公有天然林で伐採された木材の販売許可（Sale permit） 

 

  

                                                      
249 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/qld-guideline.pdf 

許可を受けた事業者名 
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許可を受けた事業者名 
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公有天然林からの製材用丸太納品書 

なお発行主体の Department of Agriculture, Fisheries and Forestry は 2015 年に Department of 
Agriculture and Fisheries に改称されている。 

販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 

丸太のサイズ 

樹種 
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販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 
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公有天然林からの木材のタックス・インボイス 

販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 
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保護植物伐採ライセンス申請書 
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７-７-１-４ ニューサウスウェールズ州 250

ニューサウスウェールズ林業公社（Forestry Corporation NSW: FCNSW）からの納品書
（delivery docket）

250 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/nsw-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
ニューサウスウェールズ森林公社
が公表している毎年の伐採計画と
照合させることによって合法性の
確認を行うことができる

丸太のサイズ、樹種 
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７-７-１-５ ビクトリア州 251

VicForests からの納品書（delivery docket）

251 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/victoria-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
VicForest 社が公表している木材
譲渡計画（Timber Release Plan: 
TRP）と照合することによって合
法性の確認を行うことができる 

丸太の樹種 

丸太のサイズ 
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私有プランテーションからの納品書 

 
  

伐採林区番号 
地方政府によって承認された木材伐
採計画（Timber Harvesting Plan: 
THP）と照合することによって合法
性の確認を行うことができる 

丸太の量 

307



７-７-１-６ タスマニア州 252

森林実施計画（Forest Practices Plan: FPP）

252 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/tasmania-state-specific-guideline.pdf 

森林実施機関（Forest Practices 
Authority: FPA）からの認証に
よって合法性の確認ができる 

承認された森林実施計画番号 
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Forestry Tasmania からの納品書（Delivery Arrangement） 

承認された森林実施計画番号 

309
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