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平成30年度策定 地域管理経営計画(案)等の概要
林野庁 近畿中国森林管理局

◆策定する9森林計画区：上図緑色
南伊勢（三重県）、揖保川（兵庫県）、吉野（奈良県）、紀南（和歌山県）、

天神川（鳥取県） 、高津川（島根県）、旭川（岡山県）、太田川（広島県）、豊田（山口県）

◆変更する6森林計画区：上図黄色
越前(福井県) 、湖北（滋賀県）、加古川（兵庫県）、江の川下流 、斐伊川(島根県)、

高梁川上流(広島県)

「地域管理経営計画」とは、
各森林計画区の国有林野における今後５年間の管理経営について基本的な事項を記載した計画

書です。
「国有林野施業実施計画」とは、

各森林計画区で今後５年間に森林施業（伐採、更新等の保育及び林道、治山事業など）を実施
する箇所（林小班）を記載した計画書です。

近畿中国森林管理局では、管内の38森林計画区それぞれに「地域管理経営計画」
と「国有林野施業実施計画」を策定しています。

平成30年度は、このうち9森林計画区について平成31年４月１日から５年間の
計画を策定するとともに、6森林計画区について計画の変更を行います。

策定及び変更を行う対象となる森林計画区
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◆機能類型別の面積 各森林計画区の基本データ

8,177 
7,283 

14,679 

2,057 

10,912 

8,923 

12,609 

9,943 

13,990 

236 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

局平均 南伊勢 揖保川 吉野 紀南 天神川 高津川 旭川 太田川 豊田

森林計画区別 計画対象面積（ha）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

局全体 南伊勢 揖保川 吉野 紀南 天神川 高津川 旭川 太田川 豊田

森林計画区別 人天別面積割合

人工林 天然林

山地災

害防止

快適環

境形成

水源

涵養

自然維持

森林

空間

利用

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

局全体 南伊勢 揖保川 吉野 紀南 天神川 高津川 旭川 太田川 豊田

森林計画区別 機能類型別面積

山地災害防止 快適環境形成 水源涵養 自然維持 森林空間利用

-2-



○ 国有林野の管理経営の基本方針
個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって５つのタイプに類型化

し、それぞれの機能類型区分ごとに公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行
います。

森林の取扱いについては、林木だけでなく下層植生や動物相、表土の保全等を通
じて森林生態系全般に着目して公益的機能の向上に配慮します。

また、国有林野事業の持つ組織・技術力等を活用し、民有林への指導やサポート
等を行うなど我が国の林業の成長産業化への貢献に努めます。

災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止及び土壌
保全機能、風害、霧害等の気象災害を防止する機能の発揮を第一と
すべき国有林野です。

複層林の造成、伐期の長期化、針広混交林への誘導の推進を図る
ほか、適切な造林、保育、間伐を計画的に実施するとともに、治山
施設の計画的な配置に努めます。

災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止及び土壌
保全機能、風害、霧害等の気象災害を防止する機能の発揮を第一と
すべき国有林野です。

複層林の造成、伐期の長期化、針広混交林への誘導の推進を図る
ほか、適切な造林、保育、間伐を計画的に実施するとともに、治山
施設の計画的な配置に努めます。

良質な水の安定供給を確保する観点から、水源涵養機能を全ての国
有林野において発揮が期待される基礎的な機能と位置づけ、上記のタ
イプに掲げるものを除く全ての国有林野です。

浸透・保水能力の高い森林土壌の維持、根系や下層植生の発達を促
すための適切な間伐、人工林における育成複層林へ導くための施業及
び長伐期施業の推進を図り、健全な林分の育成に努めます。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

生物多様性の保全を図る観点から、原生的な森林生態系や希少な生物
の生育・生息する森林など属地的な生物多様性保全機能の発揮を第一と
すべき国有林野です。

原則として自然の推移に委ねることとして、野生動植物の生育・生
息環境の保全等に配慮した管理経営を行います。

騒音や粉塵等から地域の快適な生活環境を保全する観点から、快
適環境形成機能の発揮を第一とすべき国有林野です。

多様な樹種で構成され、十分な本数密度を有し、汚染物質の吸着
能力が高く、かつ、抵抗力があり、葉量の多い樹種によって構成さ
れる森林に誘導することを目標として施業管理を行います。

国民に憩いと学びの場を提供したり、豊かな自然景観や歴史的風
致を構成したりする観点から、保健、レクリエーション、文化機能
の発揮を第一とすべき国有林野です。

景観の向上や野外レクリエーションに考慮した適切な森林の整備
を行うとともに、必要に応じて遊歩道等の施設を整備します。

快適環境形成タイプ

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

水源涵養タイプ

Ⅰ 地域管理経営計画の主な内容
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イ 林業事業体の育成
林業事業体の能力向上、技術者育成を支援

するため、民有林と連携して森林共同施業団

地の設定等による事業量の確保、市町村単位

での将来事業量の対外的明示、総合評価落札

方式の活用等を図るとともに、人材育成対策

へのフィールド提供、研修への講師派遣等の

技術的支援に取り組みます。

国有林野事業に係る事業を委託する場合に

は、意欲と能力のある林業経営者の受注機会の

拡大に配慮します。また、国有林の多様な立地

を活かし、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

みます。

また、工程管理の方法や改善等生産性向上に 効果的な手法の普及・定着に取り

組みます。

【林業専用道に関する現地検討会】
高津川森林計画区：杉山国有林（吉賀町）

○ 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

我が国の林業の成長産業化に貢献していくため、民有林に係る施策と
の一体的な推進を図りつつ、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みます。

ア 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及
自治体、林業事業体等と連携し、地域の地形条件や資源状況の違いに対応した

効率性の高い作業システムの構築を図り、また、研修会等を開催し、民有林にお
ける普及・定着に努めます。

ウ 民有林と連携した施業の推進
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、森林整備協定を締結するとともに森

林共同施業団地を設定し、路網の整備と相互

利用の推進、民有林と協調した間伐等の実

施、現地検討会等を通じた林業技術の普及等

に取り組みます。

森林共同施業団地等においては、国産材の

安定供給体制構築に資するよう路網や土場の

共同利用や民有林材との協調出荷等に取り組

みます。

【森林整備協定運営会議】
紀南森林計画区：和歌山署(田辺市）

-4-



エ 森林・林業技術者等の育成
市町村行政の支援等のため、森林総合監理士(フォレスター）等、必要な技術

者の育成に取り組みます。

森林経営管理制度が導入されたことを踏まえ、公的管理を行う森林の取扱い手

法の普及など、府県と連携して市町村の森林・林業行政等に対する技術支援に

取り組みます。

オ 林業の低コスト化等に向けた
技術開発
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、早生樹等の成長に優れた苗

木の活用等による低コスト造林技術やＩＣＴ

（情報通信技術）等の先端技術を活用した効

率的な森林管理・木材生産手法の開発・実

証、林業の低コスト化に向けた情報交換会や

現地検討会の開催、情報発信等に関係機関と

連携して取り組みます。

カ その他
林業の成長産業化への貢献に必要な取組として

①計画的な木材供給の推進：システム販売等の実施による木材の安定供給
体制の整備等

②安全・安心への取組：民有林と国有林が連携した森林保全事業

（治山事業等）等

③生物多様性保全に配慮した取組：モニタリング調査や検討会の実施等

④上下流の連携強化：下流域の住民等に対する情報提供や林業体験活動等

としての教育機関、地元ボランティア等と連携した森林環境教育等

に取り組みます。

【３次元レーザー計測による森林資源調査】
紀南森林計画区（和歌山県田辺市）

【夏休み木工教室】
紀南森林計画区（和歌山県田辺市）

【職場体験】
揖保川森林計画区（兵庫森林管理署）
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ア 主伐及び更新

自然条件や社会的条件を考慮して実施箇所

を選定するとともに、造林コストや花粉の少

ない森林への転換、鳥獣被害等に配慮しつつ、

主伐後の着実な再造林を推進します。なお、

伐採と造林の一貫作業システムの導入に努め

ます。

また、近年、ニホンジカ等による造林木へ

の被害が拡大していることから、必要に応じ

て、防護柵の設置などの被害対策を的確に実

施します。

【主伐計画林分】

【間伐計画林分】

揖保川森林計画区：マンガ谷国有林（宍粟市）

南伊勢森林計画区：大杉谷国有林（大台町）

○ 主要事業の実施に関する事項

各機能類型区分ごとに目標とする森林への誘導に必要な森
林施業を的確に実施します。

イ 間伐及び保育

健全な森林の育成による二酸化炭素の吸収

目標の達成及び多様な森林への誘導を図るた

め、森林施業の効率化・低コスト化を推進す

るための技術の普及及び定着に留意しなが

ら、適切に実施します。

エ 治山事業

民有林治山事業との有機的な連携の下

に、自然環境の保全に配慮した計画的な実

施に努めます。特に、平成29年７月に発生

した九州北部豪雨を受けた総合的な流木対

策や、平成30年7月豪雨等近年の大規模災

害の発生を踏まえた治山事業を推進しま

す。

ウ 林道等の路網

林産物の搬出、森林の育成、適切な保全

管理等を効率的に行うため、森林の公益的機

能が高度に発揮されるよう施業方法に応じ

て、自然・社会的条件を考慮しつつ、計画的

に整備します。
【林業専用道(新設）】

太田川森林計画区：黒内山国有林（廿日市市）

【治山えん堤】

高津川森林計画区：高嶺芦谷国有林（津和野町）
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２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

○ 巡視に関する事項

森林の保全管理のため、森林の巡視、標識の設

置、適切な防除対策の実施等に努めるとともに、

境界の保全等による国有財産としての管理を適切

に実施します。

また、入林者への山火事や不法投棄の防止意識

の啓発等に努めます。

○ 森林病害虫の駆除又はそのまん延の防

止に関する事項

周辺民有林関係者と連携を密にして、松くい虫

やカシノナガキクイムシ等の森林病害虫による森

林被害の未然防止、早期発見及び早期防除に努め

ます。 【松くい虫被害対策（地上散布）】

【森林巡視（境界確認)】
豊田森林計画区：足河内国有林（下関市）

天神川森林計画区：汐川前国有林（北栄町）

○ 特に保護を図るべき森林に関する事項

我が国の気候帯また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、保護・管理を行います。

今回の策定計画区では、

・森林生態系保護地域２箇所(2,572ha)

・生物群集保護林３箇所(994ha)

・希少個体群保護林19箇所（2,297ha）

を設定しています。

○ 緑の回廊

個々の保護林等を連結して、野生動植物の生育・生

息地の拡大と相互交流を可能とし、より効果的に森林

生態系の保護・保全を図るため、「緑の回廊」を設定

しています。

今回の策定計画区では、揖保川森林計画区において

「東中国山地緑の回廊」を設定しています。

音水スギ・ヒノキ・トチノキ
遺伝資源希少個体群保護林

揖保川森林計画区：音水国有林（宍粟市）

揖保川森林計画区：坂ノ谷有林（宍粟市）

【モニタリング調査で確認したツキノワグマ】

※「森林生態系保護地域」
我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を設定。

「生物群集保護林」
地域固有の生物群集を有する森林を設定。

「希少個体群保護林」
希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を設定。

※「森林生態系保護地域」
我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を設定。

「生物群集保護林」
地域固有の生物群集を有する森林を設定。

「希少個体群保護林」
希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を設定。
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○ ニホンジカ等の被害対策
ニホンジカの生息密度が高く、植生への食害等の被害が顕著な森林区域につい

ては、防護柵、幼齢木保護具、剥皮防止帯の設置、わなによる捕獲等の鳥獣害防
止対策を推進します。

また、府県が策定した「第二種特定鳥獣管理計画」に基づき実施される個体数
調整等に協力するとともに、自治体、鳥獣被害対策協議会等と連携を図りつつ被
害対策に取り組みます。

【シカ被害対策（シカ網の設置）】
南伊勢森林計画区：大杉谷国有林（大台町） 旭川森林計画区：加茂山国有林（吉備中央町）

【シカ被害対策（防護柵の設置）】

渓畔林の設定イメージ

天然林

スギ林

スギ林

渓畔部を小班分割して「渓畔林」に区
分し、スギ植栽木を間伐（残存するス
ギ植栽木は、将来、隣接林分を伐採
する際に間伐を行い、最終的には自
然植生へ誘導）

渓畔林の設定

設定前 設定後

※渓畔林の選定条件

・常時水流のある渓流
・上流に天然生林が存在し、流路延長が概ね５００ｍ以上（流路中の天然林も含めた延長）
・流路に野生生物の移動を阻む構造物（堰堤など）がない（構造物の設置計画がある場合を含む）
・流路沿いの渓畔部にスギ・ヒノキ等の植栽木が存在
・計画期間内に伐採が予定されており、渓畔部のスギ・ヒノキ等も伐採することが可能

渓
畔
林

伐採計画あり

上流

下流

すでに広葉樹林化が進んでいる
場合についても、渓畔部を小班分
割して「渓畔林」に区分。将来、隣
接林分を主伐する際などにスギ・
ヒノキの残存木を併せて伐採

伐採を実施

スギ林

スギ林

伐採計画なし

間伐を併せて実施

渓
畔
林

次期計画で
間伐を実施

ス
ギ
植
栽
木

ス
ギ
植
栽
木

渓
畔
林

渓
畔
林

○ 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ます。
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３ 林産物の供給に関する事項

○ 木材の供給
列状間伐、路網、高性能林業機械の３

つを組み合わせた低コストで効率的な間

伐を推進し、木材の計画的な供給に努め

ます。

また、安定供給体制の構築等に貢献す

るものとなるよう効果的な供給に努める

とともに、伐採・搬出方法についても、林

地保全に十分配慮した搬出に努めます。

○ 木材の利用促進
森林・林業関係者等との連携の下に、

国産材のＰＲ活動等を通じて公共建築物

等の木造化、内装材木質化の推進、間伐

材の森林土木事業への活用、木質バイオ

マス利用等、木材利用の推進に取り組み

ます。

また、治山事業等の森林土木工事に当

たっては、間伐材等を積極的に利用する

など、自ら木材の利用促進に取り組みま

す。

○ 木の文化を支える森づくり
多様な森林資源を有している国有林野

の特徴を活かし、民有林からの供給が期

待しにくい歴史的木造建造物の修復用資

材を供給するため「文化財継承林」や

「檜皮採取対象林」を設定しています。

今回の策定計画区では「文化財継承

林」12箇所３２ha、「檜皮採取対象

林」9箇所２３haを設定しています。

※「文化財継承林」

歴史的木造建造物の修復用材を将来供給するため、ケヤキ、クスノキ、クリの大径材育成が
見込める箇所を設定。

※「檜皮採取対象林」

歴史的木造建造物の修復資材である檜皮の安定的供給や技能者の養成等に資するため、80
年生以上のヒノキ人工林の中から対象箇所を設定。

※「文化財継承林」

歴史的木造建造物の修復用材を将来供給するため、ケヤキ、クスノキ、クリの大径材育成が
見込める箇所を設定。

※「檜皮採取対象林」

歴史的木造建造物の修復資材である檜皮の安定的供給や技能者の養成等に資するため、80
年生以上のヒノキ人工林の中から対象箇所を設定。

【間伐材を利用した残存型枠】
旭川森林計画区：城山国有林（岡山市）

【文化財継承林（ケヤキ）】
揖保川森林計画区：阿舎利国有林（宍粟市）

【森林作業道作設と列状間伐の実行】
太田川森林計画区：大谷山国有林 （広島市）
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４ 国有林野の活用に関する事項

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

意向等を考慮しつつ、

① 地域における産業の振興

② 住民の福祉の向上

③ 都市と農山漁村の交流の促進による地域社会の活性化

に資するよう取り組みます。

滝 谷 ・ 大 成 山 野 外 ス ポ ー ツ 林
「 日 本 美 し の 森 お 薦 め 国 有 林 」

揖保川森林計画区：大成山国有林（たつの市） 旭川森林計画区：操山国有林（岡山市）

操 山 自 然 休 養 林
「 日 本 美 し の 森 お 薦 め 国 有 林 」【 】 【 】

○ 公衆の保健のための活用の推進

自然景観が優れ、森林浴や自然観察、野外スポーツ等への利用が期待される

「森林空間利用タイプ」の森林のうち、国民の保健・文化・教育的利用に積極

的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します。

今回の策定計画区では、18箇所を「レクリエーションの森」に設定してい

ます。

「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森林は「日本美しの森お薦め国有林」に

選定されており、外国人旅行者を含む観光客へ向けた情報発信や環境整備に取

り組みます。

今回の策定計画区では、4箇所が選定されています。
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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

○公益的機能維持増進協定
国有林野と一体として整備保全を行うことが相当と認められる民有林野の森

林所有者等と公益的機能維持増進協定を締結して、森林の整備及び保全を行いま

す。

森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用

した間伐等の施業を民有林野と一体的に実施する取組を推進します。

今回の策定計画区では、協定締結はありません。

間伐前の民有林 間伐後の民有林
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○ 国民参加の森林に関する事項

ボランティア、ＮＰＯ、企業等による

自主的な森林づくり活動を支援するた

め、協定を締結して森林づくりのフィー

ルドを提供する「ふれあいの森」の設定

に努めます。

今回の策定計画区では、３箇所

195haを設定しています。

※「ふれあいの森」
植栽、保育等の森林整備を通じて森林・林業

に関する理解を深める活動を行うフィールドを
提供する協定制度。

※「ふれあいの森」
植栽、保育等の森林整備を通じて森林・林業

に関する理解を深める活動を行うフィールドを
提供する協定制度。

○ 森林環境教育の推進
学校等による植林・育林等の体験活動や森林教室等の学習活動を支援するため、

協定を締結して森林環境教育のフィールドを提供する「遊々の森」の設定に努めま
す。今回の策定計画区では、1箇所2haを設定しています。

○ 分収林に関する事項

社会貢献活動としての森林づくりに自

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、分収林制度を活用

した住民等による水源林の造成や企業等

による社会・環境貢献活動としての「法

人の森林」等の設定を行い森林整備を推

進します。

※「遊々の森」
森林教室、自然観察、体験林業等の体験活動を行うフィールドを提供する協定制度。

※「遊々の森」
森林教室、自然観察、体験林業等の体験活動を行うフィールドを提供する協定制度。

※分収林制度
土地所有者以外が植栽・保育作業や費用提供

を行って森林を育成し、伐採時に得られた収益
を土地所有者、作業実施者、費用提供者の間で
分配する契約制度。

※分収林制度
土地所有者以外が植栽・保育作業や費用提供

を行って森林を育成し、伐採時に得られた収益
を土地所有者、作業実施者、費用提供者の間で
分配する契約制度。

国民参加の森林づくりを推進するため、ＮＰＯ等が行う自主的な森林

整備等へのフィールドの提供や必要な技術指導を行うなど、国有林野の

積極的な利用を推進します。

６ 国民の参加による森林の整備に関する事項
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○ 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項
技術開発目標に基づき、技術開発を計画的に進め、開発、

改良された林業技術や施業指標林、各種試験地等で得られた
成果については、現地検討会などを通じて、地域林業関係者
等への普及・定着を図ります。

また、研究機関等が行う林業技術の開発及び林業機械の導
入試験等へのフィールド提供を積極的に行います。

【技術開発目標】

① 林業の低コスト化に向けた造林・保育・生産技術の確立

② 公益的機能の高度発揮を図るための森林施業及び保全技術の確立

③ 効率的な森林管理及び健全な森林の育成技術の確立

○ 地域の振興に関する事項
地元自治体等への国有林野内の森林資源に関す

る情報の提供、地域づくりへの積極的な参画など
地元自治体等との連携の強化に努めます。

また、国有林野の利活用、森林の整備、木材安
定供給体制の構築、野生鳥獣による農林業被害対
策等を通じて、地域産業の振興、住民の福祉に寄
与するよう努めます。

７ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

【地元自治体との連絡会議（地域林政連絡会議）】

【早生樹（植栽４年目のセンダン）】

○ 国有林野事業への理解と支援に向けた多様な情報発信
開かれた「国民の森林」としての管理経営を推進するため、国有林野事業の実施

に関する情報提供や地域で開催される自然教育活動等への協力、ホームページや広
報誌による情報発信に努めます。

揖保川森林計画区：深山国有林（宍粟市）

高津川森林計画区：（松江市）

※「木の文化を支える森」
歴史的建造物の修復用材、工芸品用の原材料、祭礼行事のための資材等を確保するための森林整

備・保全を行うフィールドを提供する協定制度。

※「社会貢献の森」
社会的責任(CSR)活動等として植栽、保育等の森林整備を行うフィールドを提供する協定制度。

※「多様な活動の森」
美化活動、自然観察、森林パトロール等の森林保全を行うフィールドを提供する協定制度。

※「木の文化を支える森」
歴史的建造物の修復用材、工芸品用の原材料、祭礼行事のための資材等を確保するための森林整

備・保全を行うフィールドを提供する協定制度。

※「社会貢献の森」
社会的責任(CSR)活動等として植栽、保育等の森林整備を行うフィールドを提供する協定制度。

※「多様な活動の森」
美化活動、自然観察、森林パトロール等の森林保全を行うフィールドを提供する協定制度。

○ 森林の整備・保全等への国民参加
伝統文化等の継承に貢献する森林づくり活動、企業による社会貢献活動の一環と

して行う森林整備活動、特定の森林・登山道の管理等の象徴的な活動を支援するた
め、協定を締結して活動のフィールドを提供する「木の文化を支える森」、「社会
貢献の森」、「多様な活動の森」の設定に努めます。今回の策定計画区では、「社
会貢献の森」２箇所28ha、「多様な活動の森」3箇所27haを設定しています。
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森林計画区ごとの主要事業量

２ その他

１ 伐採指定量
（単位：ｍ3）

森林計画区 主伐 間伐 臨時伐採 計

南伊勢 ８,９１７ ４９,５６８ ２,５００ ６０,９８５

揖保川 ３８,６４６ ２８２,５３８ ４５,０００ ３６６,１８４

吉野 ７９２ ４９,２５３ １,５００ ５１,５４５

紀南 １０５,８０２ １７５,３３１ １２,１００ ２９３,２３３

天神川 ７,４９７ １０８,８３０ ５,０００ １２１,３２７

高津川 ７１,８４８ ２１１,７０１ ３,０００ ２８６,５４９

旭川 ８９,８９９ １７４,０３４ １０,０００ ２７３,９３３

太田川 ３０,７２２ １９８,７２３ １５,０００ ２４４,４４５

豊田 ９５６ ４,１０５ ２００ ５,２６１

計 ３５５,０７９ １,２５４,０８３ ９４,３００ １,７０３,４６２

対現計画比 80% 69% 72% 71%

現計画量 ４４３,８１２ １,８２２,７５２ １３０,７５０ ２,３９７,３１４

注：臨時伐採は、計画時点で箇所付けができないもの。（事業実行上の支障木、病害虫による被害木等）

森林計画区
更新

（ha）

保育（ha） 林道（ｍ） 治山

下刈 除伐 開設 改良
施設

(箇所)
整備
(ha)

南伊勢 １１８.７８ ８９.５２ ２６.３２ １,０００ ２,７５０ １１ ２２.６０

揖保川 ２３２.２８ ８１９.０６ １６１.３８ ３,００１ － ７ ２.７７

吉野 ２.００ ４.８０ ０.８４ ３,４００ ２００ ５ ２７.９８

紀南 ２８９.８４ ９１５.９２ ３２.９９ ６,１００ ２６３ ２６ １４０.２０

天神川 ３９.８０ １０１.５７ － ９００ ０ ３ ３４.０３

高津川 ２２８.１９ ７３７.７１ １９.２４ ３,９７０ ５,６０８ １０ ５７.１１

旭川 ２６９.８４ ８６６.７１ ９３.６３ １,７００ １４０ ３ ２７.０４

太田川 １０５.２４ ３２４.６４ ４７.５１ ４,５００ ２０ ２０ －

豊田 ３.６７ １１.０１ － － － － －

計 １,２８９.６４ ３,８７０.９４ ３８１.９１ ２４,５７１ ８,９８１ ８５ ３１１.７３

対現計画比 99% 145% 71% 71% 80% 59% 63%

現計画量 １,３０９.１４ ２,６７４.３５ ５３５.８２ ３４,４８０ １１,２０７ １４４ ４９７.７３

（単位：千ｍ3）

参 考（民有林）

主伐 間伐

296 741

261 1,299

110 542

702 1,481

232 231

624 325

560 647

1,037 744

184 295

4,006 6,306
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政府が立てる

森林・林業基本計画
（20年程度を見通した計画）

■長期的且つ総合的な政策の方向・目標

国有林の森林計画の体系

農林水産大臣が立てる

全国森林計画
（15年計画）

■国の森林関連政策の方向
■地域森林計画等の規範

都道府県知事が立てる

地域森林計画
（１０年計画）

■都道府県の森林関連政策の
方向

■伐採、造林、林道、保安林
の整備の目標等

■市町村森林計画の規範

市町村長が立てる

市町村森林整備計画
（１０年計画）

■都道府県の森林関連政策の
方向

■伐採、造林、林道、保安林
の整備の目標等

■市町村森林計画の規範

森林所有者・森林経営の受託
者が計画を作成する

森林経営計画
（５年計画）

■森林施業の集約化を図るた
め、面的なまとまりをもっ
て、路網整備や森林の保護
に関する事項を含め作成す
る計画

農林水産大臣が定める

国有林野の管理経営
に関する基本計画

（1０年計画）
■国有林野の管理経営の基

本方針

森林管理局長が立てる

国有林の地域別の
森林計画

（１０年計画）
■国有林の森林整備及び保全

の方向
■伐採、造林、林道、保安林

の整備の目標等

森林管理局長が定める

地域管理経営計画
（５年計画）

■国有林野の管理経営の方
向

森林管理局長が定める

国有林野施業実施
計画

（５年計画）
■国有林野の伐採、造林等

の箇所別計画

民有林 国有林

注：いずれも５年毎に計画を立てます

森林・林業基本法

森林法

国有林野の管理経営に
関する法律

即して

即して

即して

即して

即して

適合して

適合して

調整

調和して

調
和
し
て

（参考）

地域レベルにおいて立てる国有林の森林計画は、森林法に基づく「国有林の地域別の森林計画」と国
有林野の管理経営に関する法律に基づく「地域管理経営計画」及び「国有林野施業実施計画」です。
今回は、「地域管理経営計画」及び「国有林野施業実施計画」を策定します。
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