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【別冊付録①】猛禽類プロファイル

【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索



【配慮ポイント】
効果的かつ効率的に配慮することが望ましい具体的
なポイントを記載しています。

【事例】
写真や絵を用いて優良事例等を紹介しています。

【概要】

「生物多様性に配慮した森林施業」を実施すること
により期待できる効果等を記載しています。

「Ⅱ各施業において配慮すること」では、各施業ごと
に配慮することが望ましいポイントを解説しています。

「Ⅲ参考資料」では、「仕様書記載例逆引き事典」等、
発注業務等の参考になる資料を掲載しています。

この手引きの構成と使い方

注意ポイント にも気をつけてください。

①

「Ⅰはじめに」では、この手引きの目的や生物多様性
の基本的な考え方を記載しています。

また、「Ⅰはじめに」のまとめページでは、森林施業の
実施に当たっての思考フロー図を掲載しています。



この手引きの構成と使い方

「別冊付録①」では、森林施業の現場において、
猛禽類（イヌワシ、クマタカ、オオタカ）が
確認された場合の対応方法、３種それぞれの
特徴等をまとめています。

「別冊付録②」では、将来の多様な樹種による
針広混交林化を育成するために、有用天然木のうち
特に林業生産的価値が高い高木性の広葉樹について、
葉の特徴による樹木検索としてまとめています。

「別冊付録①」「別冊付録②」は、それぞれ本編とは切り離して単独で使用できる
ように構成しています。

②



Ⅰ はじめに

③



◼ 「Ⅰ はじめに」は、この手引きの趣旨・目的を
まとめています。

◼ 「森林施業と生物多様性の関係」において、
この手引きの最も重要な考え方である「三つの柱」
を説明しています。

◼ また、区分に応じた森林生態系の保全の考え方、
林種区分の組合せによる多様な森林の構成例
について示しています。

◼ さらに、「まとめ」として、生物多様性の保全に
配慮した森林施業の実施に当たって、法令を
遵守した上での思考の流れを記載しています。

◼ これらの前提を踏まえた上で、この手引きを
効果的に活用してください。

④

この手引きで使用する主な用語

複層（又は複相）
の構造

垂直方向の複層構造のほか、

水平方向のモザイク構造である「複相林」
も含む。

有用天然木 公益的機能の発揮及び利用上有用な

高木性の天然木（広葉樹のほか針葉樹も
含む。）

天然生稚幼樹 有用天然木の稚幼樹



Ⅰ はじめに

✓ 私たちの暮らしは、生物多様性を基盤とする生態系から得ることのできる
「恵み」に支えられています。この「恵み」を「生態系サービス」 (下表参照)と
呼び、森林の多面的機能によってもたらされるものが数多く含まれています。

✓ 生態系は、多くの種のバランスの上に成り立っており、種の絶滅等により
このバランスが崩れてしまうと、生態系サービスを持続的に利用できなく
なります。

✓ 森林生態系の生物多様性を維持し、将来にわたって、生態系サービスを
持続的に利用していくためには、生物多様性の保全に配慮しながら
森林施業を続けることが重要です。

✓ この手引きは、国有林野事業において森林施業を発注する森林管理局・
署等の職員や実際に現地で活動する森林官等が、「生物多様性の保全に
配慮する」とは具体的にどのようにすれば良いのかを理解し、林業事業体等
に対しても明示することによって、具体的に現場で実践してもらうことを目的
に作成したものです。

出典：環境省 TEEB報告書普及啓発用パンフレット 「価値ある自然」 を参考に作成

供給
サービス

食料（例：魚、肉、果物、きのこ）

淡水資源（例：飲用、灌漑用、冷却用）

原材料（例：繊維、木材、燃料、飼料、肥料、鉱物）

遺伝子資源（例：農作物の品種改良、医薬品開発）

薬用資源（例：薬、化粧品、染料、実験動物）

観賞資源（例：工芸品、観賞植物、ペッ卜動物、ファッション）

調整
サービス

大気質調整（例：ヒートアイランド緩和、微粒塵・化学物質などの捕捉）

気候調整（例：炭素固定、植生が降雨量に与える影響）

局所災害の緩和（例：暴風と洪水による被害の緩和）

水量調節（例：排水、灌漑、干ばつ防止）、水質浄化

土壌浸食の抑制、地力の維持（土壌形成を含む）

花粉媒介

生物学的防除（例：病害虫のコントロール）

生息・生育地
サービス

生息・生育環境の提供

遺伝的多様性の維持（特に遺伝子プールの保護）

文化的
サービス

自然景観の保全

レクリエーションや観光の場と機会

文化、芸術、デザインへのインスピレーション

神秘的体験

科学や教育に関する知識

生態系サービス （※森林の多面的機能によるものが数多く含まれています。）

⑤

１ この手引きの目的



✓ 森林施業は、その実施の方法によって、生物多様性にプラスの影響を
及ぼすこともあれば、マイナスの影響を及ぼすこともあります。

✓ 森林施業の実施に当たっては、合自然性の原則(※)の考え方の下、
生物多様性に対するプラスの影響を理解しつつ、マイナスの影響を
軽減することが理想です。

✓ 生物多様性にプラスの影響を与え、また、マイナスの影響を軽減するため
には、「生物多様性の保全に配慮した森林施業の三つの柱」を意識して、
森林施業の中に工夫を盛り込んでいくことが重要です。

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱２】階層構造ができていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

【柱１】多様な樹種で構成される森林 【柱２】複層（又は複相）の構造ができている森林

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されている森林

小規模面積伐採（伐採直後）
（平成27年10月）

伐採1年後（植生の回復途上）
（平成28年9月）

（例）イヌワシの狩場を創出するための試み

出典：日本自然保護協会、関東森林管理局、赤谷プロジェクト地域協議会プレスリリース「イヌワシは2haの皆伐地を、
狩りができる環境として認識」（平成28年10月18日）を参考に作成

（階層構造ができた森林のイメージ）（多様な樹種で構成された森林のイメージ）

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること

⑥

２-① 森林施業と生物多様性の関係

この手引きでは、作業時の配慮のポイントを、三つの柱に沿って解説します。

（※）合自然性の原則：「自然に反する林業は行わない」という、森林施業を行うに当たって遵守すべき
原則の一つ
（参考：（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所作成 生物多様性テキスト

https://www.ffpri.affrc.go.jp/research/4strategy/18biodiversity/documents/text200301.pdf ）

生物多様性の保全に配慮した森林施業の三つの柱

皆伐地に現われたイヌワシ

https://www.ffpri.affrc.go.jp/research/4strategy/18biodiversity/documents/text200301.pdf


希少な野生生物が生育・生息する地域は、
自然の推移に委ね、厳格な保護・管理が必要

野生動物が多く生息する保護地域と保護地域、
保護地域と渓畔周辺の森林を結ぶ地域には、
必要に応じて野生動物の移動経路として、その
生息に配慮した施業が必要【柱１～３】

渓畔周辺の森林では、多くの野生生物
の生育・生息に配慮した取扱いが必要
【柱１～３】

育成単層林施業等を行う
区域では、野生生物の
生育・生息状況等を考慮し、
【柱１～３】のうち必要な
事項を実施

区分に応じた森林生態系の保全

✓ 国有林野では、既存の「保護林」をそれぞれ連結し、森林生態系
として保護・保全することが相当であるものを「緑の回廊」に
設定しています。また、渓畔周辺を保全することにより、森林
生態系ネットワークの連続性を確保しています。

✓ これらの森林生態系を適切に保全・管理することにより、
生物多様性の保全に貢献することができます。

国有林野における森林生態系の保全のイメージ図

⑦

２-② 森林施業と生物多様性の関係



多様な森林づくり

✓ 国有林野事業は、「森林・林業基本計画」において、育成複層林化等の
取組を先導的に進めることが規定されています。また、「国有林野の管理
経営に関する基本計画」においても、公益的機能の持続的な発揮や森林
吸収源対策等の観点から、多様な森林づくりを推進することとしています。

✓ 自然条件や社会的条件を踏まえた多様な森林づくりでは、育成単層林
（通常伐期・長伐期）、育成複層林（循環利用・誘導存置）の適切
な配置が必要です。

✓ 各森林管理局・署等においては、地域の実情を踏まえ、これまでの
育成単層林から、天然更新等を活用して針広混交林化を促し、
育成複層林への誘導等について、技術的な検証を積み重ねていくことが
重要です。

⑧

・複層伐＋人工造林（又は天然
更新）
（急傾斜・生産力低・道から近い。）
（中傾斜・生産力中・道から近い。）

・通常伐期（皆伐）＋人工造
林
（緩傾斜・生産力高・道から近い。）

育成単層林（通常伐期）育成複層林（循環利用型）

◆人工林の誘導の基本的な考え方

・長伐期（皆伐）＋人工造林
（中傾斜・生産力中・道から遠い。）

・間伐の繰り返し
・択伐＋天然更新
(急傾斜・生産力低・道から遠い。)

育成単層林（長伐期） 育成複層林（誘導存置型）

国有林野における多様な森林づくりのイメージ図

２-③ 森林施業と生物多様性の関係

・針広混交林を維持
（既に針広混交林化しているような場合）
（急傾斜・生産力低・道から遠い。）

育成複層林（誘導存置型）



⑨

主 伐 種子源（母樹）となる有用天然木及び天然生稚幼樹の保残を図ること

地拵え 天然生稚幼樹は積極的に保残すること

植 栽

残存木及び天然生稚幼樹の占有面積等を勘案し、可能な限り植栽面積を減らす配慮をする
こと（植栽面積にカウントした区域における単位面積当たりの植栽本数は保安林の

指定施業要件を遵守すること。）

下刈り
競合植生の高さが植栽木の高さを超える場合は実施すること。植栽木の生育に支障がない
天然生稚幼樹を保残すること

除伐

・除伐２類

植栽木の生育状況や将来の利用価値を勘案して実施すること。自生してきた有用天然木の
育成を図ること

間 伐
林冠が閉鎖して林木相互間に競争が生じた時期以降に実施すること。林内の照度不足によ
り下層植生に衰退が見られる場合は繰り返し期間を短くすること（法令上の制限がある場合
は遵守すること）。有用天然木は積極的に保残すること

前生稚樹等の発生状況

周囲（30m以内）又は林内における種子源となる有用天然木の有無

天然生稚幼樹の発生・生育の障害となるササ、草本類等の有無

ササ刈り、地表処理等による、天然更新の可能性

シカ等鳥獣による被害の有無

２-④ 森林施業と生物多様性の関係

誘導に
当たっての
確認事項（※）

施業
ごとの
実施
事項

出典：中部森林管理局「多様な森林へ誘導するためのイメージ図」（平成30年1月10日事務連絡）を参考に作成

（※）「国有林野事業における天然力を活用した施業実施マニュアル」も参照
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf

多様な森林への誘導の考え方

出典：林政審議会(令和2年10月12日)配付資料 資料5「多様で健全な森林への誘導」を参考に作成
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/201012si-17.pdf

自然条件等必要に応じ、皆伐面積
の縮小・分散や、間伐の繰り返しに
よる伐期の長期化を図る。

短伐期や長伐期など多様な伐期によ
る伐採と植栽での確実な更新を図る
ことにより、育成単層林として維持。

自然条件等に応じ、択伐や帯状又は
群状の伐採と広葉樹の導入等により、
針広混交の育成複層林に誘導。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/201012si-17.pdf


収穫調査
(参考：P33)

収穫調査(参考：P33)

✓ 手引きを森林施業の現場で有効に活用していただくため、生物多様性の
保全に配慮した施業の実施に当たっての思考の流れを示し、手引きにおい
て参照すべき箇所を示しました。

No

No

※特に留意すべき事項
□ 有用天然木の保残
□ 鳥獣被害対策

No ①
No ②

(やむを得ない場合)

Yes

伐採造林計画簿に
記載がある施業

指定施業要件の
変更を検討

下刈り・除伐
・除伐２類（P.21へ）

指定施業要件
に適合

指定施業要件（伐採の方法、伐採の限度、植栽）の確認
※P. 67 保安林における施業時の留意点 参照

施業予定箇所
が保安林内

施業内容の
変更を検討

具体の施業における生物多様性保全
の保全への配慮ポイントを確認

森林作業道の作設
（P.27へ）

林業機械等の使用
（P.29へ）

※特に留意すべき事項

□ 適地適木
□ 有用天然木の保残
□ 鳥獣被害対策

※特に留意すべき事項

□ 伐期・伐区の分散
□ 小面積伐採
□ 一部樹木の保残 ※特に留意すべき事項

□ 将来の目標林型
□ 間伐方法の選択
□ 間伐率
□ 有用天然木の保残

⑩

２-⑤ 森林施業と生物多様性の関係（まとめ）

鳥獣被害対策
（P.25へ）

要件変更後
の再計画

主伐

地拵え （P.17へ） 植栽 （P.19へ） 間伐 （P.23へ）

Yes

Yes

伐採造林計画簿に基づく、当年度事業計画
※目標林型（針広混交林化、複層林化、長伐期化等）の確認

国有林野施業実施計画の作成
※伐区の分散等、計画段階での配慮 (参考：P13 主伐)

育成単層林を維持
(P.13へ)

※特に留意すべき事項

□ 群状・帯状択伐
□ 一部樹木の保残
□ 渓畔周辺の保全

育成複層林へ誘導
(P.15へ)



Ⅱ 各施業において
配慮すること

⑪



⑫

◼ 「Ⅱ 各施業において配慮すること」は、この手引きにおける
本編です。

◼ この手引きでは、国有林野事業における現状として最も面積割合
が高い「水源涵養タイプの育成単層林」の取扱いを検討しています。

◼ このタイプの森林を、将来の目標林型や立地条件等に応じて
主伐し、更新、保育、間伐等の施業を行っていく各段階において
生物多様性を保全するためには、「三つの柱」（P.6）の各事項に
おいてどのような配慮を行うべきかについて記載しています。

◼ 森林施業を実施する場合において、各森林管理局が定めた
「管理経営の指針（施業群別の施業基準等）」を、
生物多様性の保全に配慮する観点から補完するものとして
活用してください。

出典：林政審議会(令和2年10月12日)配付資料 資料5「多様で健全な森林への誘導」を参考に作成
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/201012si-17.pdf

本編で
対象とする森林

○天然林を維持する森林

https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/201012si-17.pdf


Ⅱ 各施業において配慮すること

１ 主伐（育成単層林を維持する森林）

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

作業時の配慮ポイント

 多様な林齢構成の森林をモザイク状に
配置するため、小面積伐採による伐区
の分散配置、帯状・群状の複層伐等
に努めましょう。

 森林土壌の養分を保ち、地力の低下を回避するため、連続して伐採を
行う場合は、保護樹帯の設定や隣接する新生林分がうっ閉した後に
伐採を行うようにしましょう。

 天然生稚幼樹やかん木に加え、果実をつける樹木、動物のすみかとな
る樹洞木や枯損木等はできるだけ残しましょう。

 猛禽類等の希少な動物種の生息が確認された場合、専門家の意見
を踏まえ、必要な保全措置を講じるようにしましょう。

【P.14 事例②】

✓ 立ち枯れ木や倒木から病虫害が広がる可能性が指摘されている
地域での保残は控えましょう。

✓ また、鳥獣被害が確認されている地域では、伐採後の更新のため
に必要な対策を講ずる必要があります。

⑬

【P.14 事例①】

【別冊付録①】

【P.25 ６鳥獣被害対策】

仕様書記載例
逆引き事典

（このマークがある施業は「Ⅲ参考１」
に仕様書への記載例を掲載しています。）

【P.71 参考資料４】

【P.14 事例①】

皆伐を行う場合の１伐区当たりの上限面積
・管理経営の指針（水涵タイプの場合）
：おおむね5ha以下
・伐採系森林整備（保護伐）
：2.5ha以下
※法令上の制限がある場合は、それを遵守。

【P.15も
参照】

⚫ 育成単層林（人工林）の主伐では皆伐が基本となるため、小面積の伐区
を分散して配置することが望まれます。

⚫ 長伐期施業では、森林の樹種や構造が複雑になり、枯死木や樹洞木が
形成されるため、生物多様性を保全する上で効果的です。

【柱１】多様な樹種が維持されていること

 長伐期施業では、侵入広葉樹や枯死木を残し、多段階、多樹種からな
る林分構成を目指しましょう。



【事例②】伐採（皆伐）時に高木性の有用天然木を保残

【事例①】分散した伐区の間に保護樹帯を設定

： 皆伐

： 保護樹帯

⑭

✓ 有用天然木であって、皆伐予定区域内に単木
又は数本単位で生育しているものについては
保残しましょう。

✓ 大面積の皆伐や伐区が連続した主伐をすると、
その後の更新により階層構造が単純な森林が
面的に広がります。

✓ 主伐の際は、小面積（おおむね５ha以下）
の伐区を分散して配置し、その間に保護樹帯を
設定しましょう。

【事例③】イヌワシ等の狩場づくりに配慮した皆伐（赤谷プロジェクト）

✓ イヌワシは狩場として、草原のよ
うな開けた環境を好む特性があ
ります。

✓ この特性を踏まえ、モニタリング等
による科学的根拠に基づき、
適切に更新を図ることが必要で
す。

✓ イヌワシの行動範囲内で適正な
小面積の伐採を行い、土壌の
保全に配慮しつつイヌワシの
狩場を創出することで、イヌワシの
生息環境の向上につながることが
期待されます。

有用天然木の見分け方は「【別冊付録②】
有用広葉樹の樹木検索」を参考にしましょう。

事例

（兵庫森林管理署管内国有林）

（兵庫森林管理署管内国有林）

（利根沼田森林管理署管内国有林）

✓ 集材・搬出作業を考慮して、保残木の間隔は
樹高程度を確保するようにしましょう。

１ 主伐（育成単層林を維持する森林）



Ⅱ 各施業において配慮すること

１ 主伐（育成複層林に誘導する森林）

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

作業時の配慮ポイント

 多様な野生生物の生育・生息地としての機能を維持するため、尾根筋
などは、保護樹帯等として適切に保全しましょう。

 渓流沿いについては、水系への土砂流出を抑制し、野生動物の
移動経路を確保するため、水辺からその地域の高木性樹木の平均
樹高の幅の範囲を「渓畔周辺」として保全しましょう。

✓ 鳥獣被害が確認されている地域では、伐採後の更新のために必要な
対策を講ずる必要があります。

⑮
【P.25 ６鳥獣被害対策】

仕様書記載例
逆引き事典

【P.69 参考資料3】

【P.72 参考資料5】

【P.13も
参照】

⚫複層林は、下木が上木の直下にあり垂直的な層となる「二段林」と、林齢の
異なる区画を水平方向に組み合わせた「複相林」があります。

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること

 「二段林」では、下木に上木と同様の樹種を植栽するため、林齢に対応し
た密度管理から、適度の間伐を繰り返し更新伐（主伐）に誘導しましょう。

 「複相林」では、隣接する伐区で伐採年をずらすことにより、林齢の異なる
森林をモザイク状に配置させましょう。

 伐採年だけでなく、植栽樹種を変えることができれば、更に多様な森林が
配置でき、多様な生物相を守ることができます。

⚫育成複層林は、木材生産と生物多様性の保全を両立させるための目標林型
です。

【P.16 事例①】

【P.16 事例②】



【事例②】複層林化の取組み②

【事例①】複層林化の取組み①

⑯

✓ 育成複層林施業では、主伐時に
一部の樹木を残す方法（保残伐）
を検討しましょう。

✓ 保残伐では、皆伐では失われてしまう
老齢木、大径木などを確保し、多様な
生物の生息地としての機能などを維持
することができます。

✓ 保残伐と択伐・漸伐等との違いは、
伐る木よりも残す木（保残木）を
優先的に選ぶ点が異なります。

事例

（後志森林管理署管内国有林）

（嶺北森林管理署管内国有林）

１ 主伐（育成複層林に誘導する森林）

✓ 針葉樹人工林の複層林化では、
下木に上木と同一の樹種を植える
のが一般的ですが、侵入広葉樹を
残すことで、広葉樹の大径木や
枯死木を必要とする生物の保全に
つながります。

✓ また、植栽樹種を変えることで
更に多様な森林が配置でき、
多様な生物相を守ることができます。

「【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索」を使って、
多様な森林を構成するための樹木を残しましょう。



Ⅱ 各施業において配慮すること

２ 地拵え

作業時の配慮ポイント

 天然生稚幼樹が群状に生育している箇所は積極的に保残しましょう。
 天然下種による更新を予定している林分で、林床をササ等が優占してい

る場合は、筋状又は坪状等現地の実態に応じて、地表植生の処理、
刈出し、植込み等の更新補助作業を実施しましょう。

⑰

⚫ 地拵え等により植栽木の生育基盤を整えることで、早期に林地の植生回復
を図ることができます。

⚫ 作業の効率化の観点から、伐採や搬出に利用した林業機械による地拵えや
苗木の運搬、植栽までを一貫して行う一貫作業システムの普及が進んでいま
す。

⚫ 一貫作業システムでは、昆虫や小動物の生息場所・隠れ家となる枝条の
集積についても林業機械により効率的に行うことができるという利点があります。

 地拵えの際に、前生稚樹を含む現存植生を全て刈り払ってしまうと植栽
後の樹種構成が単純化してしまいます。画一的な方法は避け、植生、
地形、気象等の自然条件、末木枝条の残存状況、植栽本数等に応じ
て、その林分に必要な作業方法を採用しましょう。

 森林土壌は森林生態系の基盤となるため、地表の損傷・かく乱を極力
行わないよう留意しましょう。

✓ ササ密生地等における更新補助作業としてグラップルやレーキ等に
よる地がき等を行い、競合する植物を除去することで、目的樹種の
更新を促す場合もあります。

✓ ノネズミ等による植栽木への被害が確認されている地域等では、
枝条を存置すると被害が拡大する場合があるので注意しましょう。

【P.18 事例①】

【P.27 ７森林作業道の作設】
【P.29 ８林業機械等の使用】

【別冊付録②】

仕様書記載例
逆引き事典

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること



【事例①】侵入した有用天然木を保残

【事例②】枝条を用いた小動物の隠れ家の設置

⑱

２ 地拵え

✓ 多様な樹種による森林を目指すた
め、植栽に必要な最小限の刈払い
や整地にとどめ、前生稚樹を含む
有用天然木を保残しましょう。

✓ 枝条を積み上げた場所は鳥類や小動物
の隠れ場となります。

✓ 伐採時に生じた枝や梢端などの枝条は、
これらの枯死材を利用する昆虫類の
生息場所となります。

✓ ただし、ノネズミ等による植栽木への被害
が生じるおそれがある場所では、枝条を
残さないよう処理する必要があります。

（兵庫森林管理署管内国有林）

（置賜森林管理署管内国有林）

事例

「【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索」を使って、
多様な森林を構成するための樹木を残しましょう。



Ⅱ 各施業において配慮すること

３ 植栽

⚫ 人工林を伐採した後の植栽は、森林生態系を早期に回復させることに
つながります。

⚫ 低コスト造林の観点から、植栽本数を従来のものよりも少なくした低密度
植栽の普及が進んでいます。植栽木の低密度化は、有用天然木の侵入・
定着も期待できるので、積極的に検討しましょう。

（※ ただし、保安林の指定施業要件で植栽の下限本数が定められている場合には、その下限の
本数を遵守する必要があります。）

植栽樹種や植栽密度は、保安林の指定施業要件を遵守した上で、
既往の研究成果や周辺地域での実績なども踏まえて検討しましょう。

作業時の配慮ポイント

【P.67 参考資料2】

【P.20 事例①②】

【P.20 事例①②】

⑲

【別冊付録②】

仕様書記載例
逆引き事典

 植栽木の樹種や品種は、適地適木を原則として選定しましょう。
 ただし、針葉樹の育成単層林では、樹種の多様化による根系の充実等

を図るため、侵入してきた有用天然木の育成にも努めましょう。

 また、在来生物の生育・生息に負の影響のある樹種（特に侵略的な
外来種や国内移入種）の植栽は避けましょう。

 天然更新を行う場合は、伐採の前段階から前生稚樹や埋土種子の
状況等を十分に把握し、確実な更新を図りましょう。

 保安林で植栽指定のある場合は、残存する立木や天然生稚幼樹が
占有する面積を除いた部分において、その面積に相当する指定本数を
下回らないようにする必要があります。

 植栽本数の減少や筋状の植栽方法など、将来の目標林型
（針広混交林等）を想定した手法についても検討しましょう。

 伐採跡地が裸地となる期間の短縮を図り、森林資源の早期の造成を
図るため、人工植栽の場合、原則として２年以内に更新しましょう。

【P.67 参考資料２】

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること



【事例①】複数の樹種を混交して植栽

【事例②】広葉樹９種（＊）をパッチ状に植栽

植栽後35年経過した林相

⑳

（（＊） ケヤキ、ヤマザクラ、ヤマモミジ等）

３ 植栽 事例

広葉樹を取り扱う場合には、「【別冊付録②】
有用広葉樹の樹木検索」も参考にしましょう。

✓ 植付は、気象条件や苗木の生理
条件に十分に配慮して、適正な
苗木の管理や適期適作業から、
確実な活着と旺盛な成長が期待
できるよう行いましょう。

✓ 植栽樹種は、森林整備の目的、
近隣の既往造林地の生育状況
等を総合的に勘案して選定しま
しょう。

✓ 特に広葉樹は、土壌水分に過敏
に反応します。

✓ 広葉樹を植栽する場合、土壌型
に適した適地適木により、郷土
樹種の中から選定し、苗木のもと
となる種子・挿し木は周辺の樹木
から採取したものを選択しましょう。

（嶺北森林管理署管内国有林）

（国研）森林総合研究所作成「広葉樹林化
ハンドブック2012年」も参照
http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/bl_pro
_1/notice/handbook/bl_handbook2.pdf

（北海道林業試験場実験林）

植栽後11年経過した林相

http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/bl_pro_1/notice/handbook/bl_handbook2.pdf


作業時の配慮ポイント

特に除伐・除伐２類において、広葉樹や立ち枯れ木を保残する場合は、
作業の安全性や効率性とのバランスを考慮しましょう。

４ 下刈り・除伐

⚫ 育成単層林（人工林）において、生物多様性を保全する観点から一番
の問題は樹種と構造が単純であるという点です。植栽した後の保育において、
下刈りや除伐を徹底的に行って目的樹種だけにすると、将来において樹種の
多様な森林を期待することはできません。

⚫ 保育段階において、下刈りを坪刈りや筋刈りにした場合は、特に広葉樹
の侵入が期待できます。このように広葉樹を適度に残すことが生物多様性
保全上効果的です。

 除伐・除伐２類は、下刈りの終了から間伐までの間、林分が閉鎖する
段階で有用天然木の育成に配慮して実施しましょう。

 この場合、目的樹種の生育を阻害している侵入木や形質不良の植栽
木の除去を目的として行うようにしましょう。

Ⅱ 各施業において配慮すること

 林縁の袖（そで）群落や植栽地外縁の藪は、野生動物（イノシシ、
シカ、クマ）の隠れ家等になります。出来るだけ見通しをよくし、開けた
造林地への出没を防ぐために刈払いが必要です。

仕様書記載例
逆引き事典

 下刈りは、植栽木の高さが競合植生の高さに満たない場合に実施し、
除伐の際は、植栽木の成長を直接阻害しているものの除去にとどめる
ようにしましょう。

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

【P.22 事例①②】

【P.22 事例②】

【P.22 事例①】

㉑



【事例②】除伐時に植栽木の成長に影響しない広葉樹を保残

【事例①】他の草本やかん木を保残する筋刈りの実施

㉒

４ 下刈り・除伐

✓ 植栽木の成長を直接妨げない箇所
に侵入した有用天然木については、
刈り払わずに保残しましょう。

✓ 植栽地外縁にある藪は、野生動物
（イノシシ、シカ、クマ）の隠れ家等
となります。これを除去し、見通しを
良くすることで造林地への侵入を予
防することも期待できます。

✓ 有用天然木や天然生稚幼樹は
可能な限り保残しましょう。

事例

（三陸北部森林管理署管内国有林）

（茨城森林管理署管内国有林）

「【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索」を使って、
多様な森林を構成するための樹木を残しましょう。

刈払い（下刈り、除伐）による影響 主な広葉樹

① 下刈り時期中に発生するが除伐後に消滅する樹種
ウダイカンバ、
ミズメ 等

② 刈払いされてもぼう芽するが、その後上木の伐採がないと
成長しない樹種

ミズキ、ミズナラ、
ウリハダカエデ 等

③ 刈払いされても再生しやすく、更にかく乱のない林内でも
発生できる樹種

ウワミズザクラ 等

（参考） 刈払い（下刈り、除伐）により影響を受ける広葉樹の種類

出典：「多様な森林の育成と管理（河原輝彦・東京農業大学出版会）」の記述を基に作成

（茨城森林管理署管内国有林）



Ⅱ 各施業において配慮すること

５ 間伐 ⚫ 間伐によって林内が明るくなると、中層や低層の
植物が成長し、階層構造が発達します。

作業時の配慮ポイント

 早い段階から将来の望ましい森林の姿を想定し、侵入木を含め、育てる木
は早めに選び、そのために必要な間伐を実施しましょう。

 植栽木の成長を直接阻害していない有用天然木は積極的に残しましょう。
また、周辺に母樹となる高木性の広葉樹がある場合は、広葉樹の
稚樹の発生・定着を促すため、適切な範囲において、間伐率を高めに
設定（法令上等の制限がある場合はその上限を遵守）しましょう。

 尾根筋及び渓畔周辺は、野生生物の生育・生息場所や移動経路として
重要なため、間伐を実施する場合、（かん木も含めた）広葉樹や
稚樹を残しましょう（作業時に著しく支障となり、安全上の障害になる
かん木等の必要最小限の伐採は除きます。）。

 緑の回廊等の間伐に当たっては、鳥獣の保護増殖を図るため、
有用天然木の侵入を促し、樹洞のある樹木（樹洞木）や広葉樹を
努めて保残しましょう。

 伐採・搬出時に林業機械を使用する場合は、速度や積載量に配慮
し、林床の稚樹の損傷や土壌のかく乱をできるだけ抑制しましょう。

 猛禽類等の希少な動物種の生息が確認された場合、専門家の意見
を踏まえ、必要な保全措置を講じるようにしましょう。

 初回間伐は、林冠がうっ閉して林木相互間に競争が生じた時期以降
に行いましょう。間伐の繰り返し期間はおおむね10年間が目安ですが、
林内の照度不足による下層植生の衰退の状況等を踏まえて柔軟に
実施（法令上等の制限がある場合はその上限を遵守）しましょう。

【P.24 事例①】

【P.29 8林業機械等の使用】

【別冊付録①】

【別冊付録②】

【P.24 事例②】

【別冊付録②】

仕様書記載例
逆引き事典

間伐率を高めて広葉樹の発生・定着を図る場合は、
母樹と間伐箇所との距離に注意しましょう。
※「国有林野事業における天然力を活用した施業実施マニュアル」を参照
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf ㉓

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱２】複層（又は複相）の構造ができていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf


【事例①】 間伐時に有用天然木や枝張りの良い大径木等を保残

【事例②】 列状間伐

５ 間伐

✓ 植栽木の成長を妨げない下層に侵入
した有用天然木は残しましょう。

✓ 野生動物の採餌や営巣、菌類の生育
環境などを維持するため、可能な限り、
営巣適木（枝張りの良い大径木等）、
枯損木（倒木や立枯れ木）や
樹洞木を残すようにしましょう。

事例

（南信森林管理署管内国有林） 「【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索」を使って、
多様な森林を構成するための樹木を残しましょう。

ただし、一般入林者や作業を行う者の安全上危険
となる枯損木等は処理することが基本です。
また、立ち枯れ木や倒木から病虫害が広がる可能
性が指摘されている地域での保残は控えましょう。

✓ 各森林管理局では、作業の効率化
等から、列状間伐が可能な箇所に
は積極的に取り入れています。

✓ 列状間伐では、保残列にある有用
天然木は残しますが、伐採列又は
伐採幅内に生育する樹木は、搬出
の支障とならないよう伐採することに
なります。

（根釧西部森林管理署管内国有林）

✓ 保安林における間伐では、法令上の制限を遵守しましょう。

✓ その森林の間伐について、列状間伐か定性間伐かを検討する場合、計画における生産の
目的等に応じて手法を検討しましょう。

✓ 生物多様性の保全の配慮の観点では、間伐後の樹種の多様性を期待する必要があります。
広葉樹の育成を重視し、前生稚樹を定着させるための光環境のコントロールを適切に進める
必要がある場合には、単木伐採による定性間伐の実施も検討してください。

【P.67 参考資料2】

㉔



Ⅱ 各施業において配慮すること

【事例①】 忌避剤の散布

【事例②】 有害鳥獣からの防護柵の設置

６ 鳥獣被害対策

✓ コスト、地形、降雪状況等、現地の状況に応じた最適な防護柵を検討しましょう。
✓ ノウサギの害も多い場合は、侵入や網の破損防止のため下部に目の細かい金網を

設置するなど追加の対策も講じましょう。

✓ シカの生息密度がそれほど高くない
箇所（1km2当たり5頭以下）では、
薬剤による対策（低コスト）を実施
する場合もあります。

✓ ただし、ジラム水和剤は魚毒性が高い
のが特徴です。散布液が河川に流入
するおそれのあるところでは、流入を防止
するために必要な距離を設けるなどの
必要な対策を講じましょう。

⚫ 鳥獣被害で最も多い、ニホンジカによる被害の対策の主な例を紹介します。
⚫ 現地の状況に応じ、効率的・効果的な対策を選択しましょう。
⚫ 防護柵、単木保護資材は設置したままにせず、見回り・補修も必要です。

ジラム水和剤の散布
（木曽森林管理署南木曽支署管内国有林）

斜め張り（埼玉方式）
（東信森林管理署管内国有林）

立木利用獣害防止柵
（東濃森林管理署管内国有林）

事例

㉕

（※ 「２ 地拵え」「３ 植栽」
「４ 下刈り・除伐」の実施に
当たり参照してください。）

【１回当たりの散布コスト：約16万円/ha（R1実績全局平均）】

【一般的な設置コスト：約83万円/ha （R1実績全局平均） 】



【事例③】 単木保護資材設置

✓ 小面積で確実な食害防止効果を期待するには、単木保護も有効です。
✓ 食害防止チューブを使う生物多様性保全上のメリットとして、

① 一般的な下刈作業（全刈、筋刈）よりも小面積の刈払いで済むため、
下刈り作業の省力化や有用天然木の保残につながります。
また、野生生物の生育・生息地の維持にもつながります。

② 苗木一本一本を保護するため、下刈り作業での誤伐防止、一般的な柵では
防ぐことが困難なノウサギ、ノネズミの食害防止効果もあります。

③ 植栽した苗木の活着や成長の補助も期待されています。

㉖

【その他】 「P.73 参考資料６」

なども現場で即戦力として実用化

できる情報です。

食害防止ネットの設置
（日光森林管理署管内国有林）

【一般的な設置コスト：約220万円/ha （R1実績全局平均） 】

食害防止チューブの設置
（宮城北部森林管理署管内国有林）

林野庁「森林における鳥獣被害対策のためのガイド」も参照
https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/pdf/gaide_all.pdf

https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/pdf/gaide_all.pdf


Ⅱ 各施業において配慮すること

７ 森林作業道の作設

⚫ 森林作業道を作設することで、森林へのアクセスが改善され、人による働き
かけが可能な森林が増加します。

⚫ 作設に当たっては、森林作業道作設指針（※）に基づき、野生生物の
生育・生息の状況を考慮した路線の選定、のり面の保護、土砂流出・崩壊
等水質に影響を及ぼさないよう留意することが必要です。

作業時の配慮ポイント

 森林作業道の作設は、森林生態系の基盤となる土壌の改変を伴う
ことから、水系や野生生物の生育・生息の状況を考慮するなど、土壌
の改変を必要最小限に抑え、渓畔周辺との調和に努めましょう。

 路線の線形については、土壌の流出等を抑制するため、渓流の横断を
できる限り回避するように選定しましょう。また、地形や土質等に配慮し
た線形とし、のり面をできるだけ低く（のり切り高を低く）抑えるようにし
ましょう。

 希少な野生生物の生育・生息を確認した場合は、路線計画を変更し
ましょう。

 猛禽類の場合には、【別冊付録①】猛禽類プロファイルを参考にして、
営巣期から育雛期の作設を避けるようにしましょう。

森林作業道からの土砂流出は、下流域の環境に大きな影響を与える
ため、原則として縦断勾配を緩やかな波状にした分散排水等を心掛け
ましょう。

【別冊付録①】

㉗

仕様書記載例
逆引き事典

（※） 森林作業道作設指針（平成22年11月17日 林野庁長官通知）
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuisin-7.pdf

【P.28 事例①②】

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

【P.28 事例①②】

https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/attach/pdf/romousuisin-7.pdf


【事例①】涸れ沢を保全

【事例②】縦断勾配を波状にして流れを分断

㉘

７ 森林作業道の作設 事例

✓ 涸れ沢（雪解け時や降雨時のみ

水が流れる沢）を破壊すると、

降雨時等の排水が困難となります。

✓ 涸れ沢の排水機能を変えないよう

注意が必要です。

涸れ沢（イメージ）

✓ 縦断勾配の急なところでは、雨水が

路面上を流れる速度が大きくなり、

路面の洗掘が発生しやすくなります。

✓ 路面の洗掘を防ぐためには、こまめに

排水することが重要です。



作業時の配慮ポイント

 林業機械の使用により大きな音が発生すると、猛禽類の繁殖行動等
への影響が懸念されることから、猛禽類の営巣地が発見された場合、
その周辺では猛禽類の生活サイクルに配慮し、営巣期から育雛期に
おける林業機械の使用は避けましょう。

Ⅱ 各施業において配慮すること

８ 林業機械等の使用

⚫ 林業機械の使用は森林施業の作業の効率化に大きく貢献し、限られた
人員でより多くの人工林の森林整備が可能となります。

⚫ 地拵えの際に、野生動物の隠れ家の造成などが効率的に行えるため、
生物多様性の保全を図る上でも有用な手段となります。

このマークは、国有林野の森林整備事業等の総合評価落札方式
において、仕様書に具体的な記載がないもの又は定めていない
もののうち、受注者自らが率先して配慮する優良なものとして、
評価の際に加点を見込める事項に付けています。

 森林施業では林地の保全に配慮することが基本ですが、ササ密生地
等における更新補助作業では、緩傾斜地に限りグラップルやレーキ等
による地がき等を行うことによって、あえて土壌をかく乱させ、競合植物
の植生回復を遅らせる効果が期待できます。

 林業機械に使用する潤滑油については、自然環境に漏出すると生態
系への影響が懸念される鉱物性潤滑油の使用は避け、生分解性潤
滑油の使用を進めましょう。

 造材などに使用する重機は、地球温暖化による生態系への影響を軽減
するため、排出ガスの低減などに配慮したものの使用を進めましょう。
その際、既存の基準（基準をクリアしたことを示すラベルやマーク）を参考
にしましょう。 受注者配慮

受注者配慮

【別冊付録①】

㉙

【P.30 事例②】

【P.30 事例①】
仕様書記載例
逆引き事典

【柱１】多様な樹種が維持されていること

【柱３】生物の生育・生息環境が適切に形成されていること

受注者配慮



【事例①】燃費や排出ガス基準の例

✓ 森林整備事業等において、
生分解性のチェーンソー
オイルを使用して、生物
多様性の保全に配慮しま
しょう。

(左)燃費基準達成建設機械の認定ラベル
(右)特定特殊自動車の排出ガス基準適合車マーク

８ 林業機械等の使用

【事例②】環境配慮物品の使用例

事例

（上球磨共同事業体）

✓ 排出ガス削減対策として
有効な燃費性能の優れた
建設機械を使用して、
森林生態系の生物多様性
の保全にも配慮した取組
を進めましょう。

受注者配慮

受注者配慮

㉚



Ⅲ 参考資料

㉛



１ 仕様書記載例逆引き事典

２ 保安林における施業時の留意点

３ 渓畔の保全について

４ 人工林伐採による遷移初期種の減少緩和

５ （事例）北海道有林における保残伐施業
（実証実験）

６ （事例）シカはこんなことが苦手

７ （事例）高速道路会社の動物侵入対策

㉜



Ⅲ 参考資料

１ 仕様書記載例逆引き事典

㉝

（※１）オオタカは平成29年に国内希少野生動植物種の指定が解除されましたが、森林管理局長が必要と
認めた場合に希少野生生物保護管理対策の対象となることがあります（「別冊付録①」の付録①-２を参照）。

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

全般 行政手続 請負者は、事業当該地にかかる法令上の制限について、該当する行政庁に対し、
必要な許可申請等（森林法（保安林作業許可等）、文化財保護法、自然公園条例
に関する手続き等）を行うこと

-

有用天然木の
保護

事業実行区域内において、高山植物の保護、その他環境の保全に留意すべき箇所が
ある場合は、特に留意の上作業を行うこと

-

希少動植物の
保護 希少植物（高山植物・固有種等）の保護、その他環境の保全に十分注意すること -

クマゲラの新しい採餌掘跡の見られる採餌木の周辺においては、樹木内部の腐朽が
進み、クマゲラの餌となるアリが多数生息している枯損木や倒木等の保存に努めること

-

請負事業の実施中に希少猛禽類（イヌワシ、クマタカ、オオタカ（※１）等）の営巣木を
発見した場合は、事業を一時中止し、速やかにその旨を監督職員に連絡し、その後の
対処について協議・調整を図ること

-

収穫調査 方法 伐倒木は、残存木の樹冠配置と今後の生育を考慮し、効果的に選木すること -

渓畔周辺の
かく乱の抑制

皆伐・漸伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、
必要に応じて間伐すること

58

希少動植物の
保護

乙は、調査に際して、希少動植物の生育・生息を確認した場合は、速やかに甲に報告
すること

50

主伐・間伐 方法
本物件で指定した立木（●●と指定表示）について、択伐として単木伐採によること -

枯損木、倒木の搬出は害虫獣害や災害の防止に必要なものを除き行わないこと -

有用天然木の
保護（※２）

作業に当たっては、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全に留意し、残存木を損傷
しないために必要な措置を講ずること

-

①有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残すること
②植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残すること
③寒風害のおそれのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、
監督職員と協議の上、極力混生する広葉樹を保残すること
④林縁木は林分保護のため、原則として伐採しないこと

41

諸負者は、間伐等に当たって、目的樹種以外であっても、植栽木のない箇所、尾根筋
又は沢筋に生育する有用天然木、林分保護上必要な場合は林緑木については保残
すること

42

伐採に当たって、種子源（母樹）となる有用広葉樹が群状に生育している箇所
（尾根筋、沢筋等）及び、有用広葉樹として保残した場合に、風雪の影響を
受けるおそれが極めて低く、天然下種による更新が可能と思われる箇所は、伐採、
搬出の作業効率を落とさない範囲において保残すること

-

⚫ 「Ⅱ 各施業において配慮すること」で記載した事項を、仕様書
で記載する場合の表記例をまとめました。

⚫ これらの表記はあくまでも例示です。発注する事業の内容、現地
の状況等に応じて、数字や固有名詞など、適宜加工することが必要
です。

（※２）森林施業現場で、確実に有用天然木を残すため、請負者（林業事業者等）には、仕様書に
加え、「別冊付録② 有用広葉樹の樹木検索」を参考として提供するなど工夫しましょう。



１ 仕様書記載例逆引き事典

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

主伐・間伐 有用天然木の
保護
（つづき）

生育する広葉樹のうち、造林木の生育に支障となるものについては伐倒し、それ以外の
ものについては極力残存させること。また、サカキ、シキミ等の切花となる樹種は極力
残存させること

42

皆伐（アカマツ母樹保残）によること。アカマツ母樹（●●と指定表示）以外の全ての立木
を伐採すること

43

生育する有用天然木（ブナ、コナラ、・・・）のうち、搬出上やむを得ないものについては
伐倒し、それ以外のものについては極力残存させること

-

（緑の回廊内間伐作業）
①伐採の際に前生樹を極力損傷しないよう注意すること
②野生動物の餌となるアケビ等については、安全の支障とならない範囲で保残すること
③選木する場合の間伐では、残存木の樹冠配置を考慮し、広葉樹稚樹や埋土種子が
発生しやすいよう、広葉樹が生育している保護樹帯等に隣接する箇所の植栽木を優先
して間伐木として選定するよう努めること

43

希少動植物の
保護

希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督員に連絡し、その後の対応に
ついて協議すること

50

（立木公売）
当公売物件及び隣接区域に猛禽類の営巣等の確認等がされた場合は、作業の一時
停止及び作業期間の制限指定等をすること

50

（立木公売）
買受人は、希少猛禽類等の営巣木を発見した場合は、事業を一時中断し、速やかに
その旨を森林管理署長に連絡・協議し、必要な調整を行うこと。また、売払物件周辺
において、新たに希少猛禽類等の生息が確認された場合は、事業の一時中断すること

51

一般車両が通行する道路に隣接した事業地で間伐等の施業を行う場合、シマフクロウと
車両との衝突事故を防止する観点から、可能な限り道路からおおむね20m幅の区域では
伐採を行わないこと。（ただし、樹種の特性等から必要がある場合は、定性間伐を実施す
ること。）。また、原則として、道路に隣接した土場の作設は行わないこと

-

本物件は、①イヌワシ／②クマタカ／③オオタカの生息が確認された箇所から、1.2km
（①②）／400m（③）以内の営巣配慮区域内に該当するため、営巣配慮期間内
（①1～8月、②12～6月、③3～8月）は伐採等の作業を行わないこと。また、採食環境を
配慮した伐採方法の措置を講ずること
（※上記は例示。地域や個体によって敏感度の時期には幅があるため専門家の助言を得るこ
と。）

-

（立木公売）
本売払い物件は、クマタカの生息が確認された箇所から2km以内のエリアに該当する
ため、伐採・搬出作業が可能な期間は、8月～12月に限定される。

51

請負者は、希少野生生物（イトウ、シマフクロウ、クマゲラ、クマタカ、オオタカ）を発見した
場合は、監督職員に連絡すること

-

当該地は、天然記念物オオサンショウウオ生息地の指定地域内のため、着手に先だって
文化財保護法に基づく手続きが必要となるので留意すること

51

（立木公売）
高山植物の保護、その他環境の保全に十分注意すること

52

伐採箇所及び近辺の湧出地はツクバハコネサンショウウオが生息する可能性が高い
ため、伏流を含む沢付近の事業実行に配慮すること

52

渓畔周辺の
かく乱の抑制

渓畔周辺で伐採する場合は、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全、土砂の流出の
抑制に努めること。なお、伐採木の標示が無い場合（標準地調査）は、事前に監督職員と
協議を行い、伐採木を選定すること

57

渓畔周辺（渓畔周辺とは、常時水流のある渓流や河川（国有林野施業実施計画図や
国土地理院の地形図(1/25,000)）、湖沼等の水辺（通常、増水や氾濫といったかく乱を
直接受ける場所を含む）からおおむね片側25mを目安）における森林作業道の作設は
原則行わないものとし、やむを得ず作設する場合も横断のみにとどめ、渓畔内や渓畔沿
いに長距離にわたって作設することは避けること

-

㉞



１ 仕様書記載例逆引き事典

㉟

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

主伐・間伐 汚濁防止 木材の搬出に当たって、河川等を横断することが予想されるので、汚濁発生の防止等
必要な措置を必ず講ずること。なお、汚濁発生の防止策（案）を●●森林管理署長へ
提出し、承認を得てから、買受人において関係機関へ法令許可申請等を行うこと

51

（立木公売）
沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁して下流の民有地に被害を
与えないよう防止措置を講ずること

62

（分収育林）
下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受者は事前に予防対策を講じるとともに、
汚濁等が発生した場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せて
下流域関係者への説明等の措置を講ずること

62

①請負者は、入札公告時において水道施設、淡水魚等養殖施設、その他取水施設等
があり講ずるべき対策が示されている場合は、事業計画書に記載すること
②請負者は、入札公告時において講ずるべき対策が示されていない場合であっても、
汚濁等の防止に努めること
③請負者は、事業実行中に汚濁等が発生し水道施設等に被害を及ぼした場合、又は
被害が懸念される場合は、直ちに水道施設等事業者に連絡するとともに、監督職員に
連絡すること

-

機械の使用 列状間伐箇所においては、下層植生及び表土の保全に留意する必要があることから、
伐採後の列間に林業機械を走行させないこと

57



１ 仕様書記載例逆引き事典

㊱

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

地拵え 有用天然木の
保護

天然生稚幼樹で、監督職員が示したものは全て保残すること 44

天然生稚幼樹が群状に生育している箇所は整地・刈払いはせずに保残すること -

天然生稚幼樹及び残存立木は可能な限り保残すること 46

(人工林)
有用天然木については原則保残すること

46

(天然林)
稚樹が少ない箇所で、稚樹の発生を阻害している笹類及びかん木類は地際から刈り払
うこと。なお、有用広葉樹については、保残すること

46

植栽 方法 更新を行う場合は、本来成立すべき植生や母樹となる樹木の賦存状況、稚幼樹や
ぼう芽の発生・生育の状況、水流によるかく乱の現状等を考慮して、更新方法を選択
すること

56

保残木占有面積を除いた伐採跡地●●haにヒノキ（ha当たり2,200本）を植栽すること -

苗木の調達等 植栽樹種については自然条件並びに既往の造林地の実績を勘案し、スギ、ヒノキ、
カラマツ等、最も適合した樹種を決定すること

-

植栽を行う場合は、地域に本来生育する樹種を選定し、地元に生育する樹木から採取
した種子や挿し穂に由来する苗木を使うこと

-

苗木の調達は請負者において行うこと。調達に当たっては、地元産とし、
あらかじめ監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和45年５月22日法律第89号）
第12条第１項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けること

44

スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元産であり、種子の産地が明確である
こと

44

天然更新 母樹となる●●の賦存状況、稚幼樹やぼう芽の発生・生育の状況、水流によるかく乱の
現状等を考慮して、更新補助作業を実施すること

-

現状が既に本来成立すべき植生となっている場所については、自然の推移に委ねる
こと

-

有用天然木の
保護

間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、
残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこと
①（略）
②有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残すること
③植栽木と有用天然木が競合状態にある場合は、将来性の優れたものを保残すること

-

（多様な森林づくり）
事業区域内に自生する有用天然木については、伐採及び搬出作業において特に支障
のないものは、極力残存させること。天然生稚幼樹についても同様に残存に努めること

-



１ 仕様書記載例逆引き事典

㊲

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

下刈り・
除伐・
除伐２類

方法
鳥獣被害を防ぐため、当該植栽地外縁の藪は、野生動物（イノシシ、シカ、クマ）の
隠れ家等にならないよう、出来るだけ刈払いを行い見通しをよくすること

-

保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は
枝払いを行うこと

48

気象害を受けるおそれのある尾根筋等の立木は、保残すること -

有用天然木の
保護 針広混交林へ誘導するため、有用広葉樹については極力保残すること -

造林木の生育に支障のない広葉樹等の侵入木は保存すること 45

①天然生稚幼樹及び残存立木は可能な限り保残すること
②自生している有用天然木が密生している場合は、疎な配置となるよう刈り払うこと

46

（除伐・除伐Ⅱ類）
造林木及び有用天然木の生育に支障となるかん木類を伐除すること

47

（除伐対象木）
植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないものを対象と
すること
（保残すべき樹木）
①植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木
②尾根筋、沢筋に成育する有用天然木
③崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木
④目的木の生育に支障とならないかん木
⑤その他監督職員から伝える残存させるべき樹木

48

除伐木は、現に造林木の成長を阻害しているもの及び今後、造林木の成長を阻害する
おそれのあるものとすること。ただし、造林木の少ない箇所については、監督員と調整し
有用天然木を存置すること

45

希少動植物の
保護

（保護林及び緑の回廊における除間伐）
野生動物の営巣・繁殖、休息、見張り、採餌等の場として重要な樹洞木・枯損木等は、
安全の確保や森林の保護等の観点で支障になる場合を除き、極力残置すること

53

渓畔周辺の
かく乱の抑制

下刈りや除伐を行う場合は、植栽木の生育のみならず、その地域や水辺に本来生育
する樹木及び下層植生の維持を考慮して行うこと

56

（下刈り）
渓畔周辺については、草類のみを刈払い、かん木類については刈り払わないこと

58
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㊳

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例
掲載

ページ

作業道開設・
治山施設の
作設等

方法 資材運搬路が市街地等となる場合は、第三者に危害を及ばさないよう最大限配慮し、十分な
安全対策を確保すること

-

工事実施に伴う上下方向の連続性の破壊、ギャップ（裸地）の発生による遷移過程の変化、
それに伴う野生動物への影響、回廊の連続性（動植物）、河川生息生物の個体群分断、遡上、
回遊性魚類等への影響を考慮するなど生物多様性の保全を図ること

-

一定面積以上（工事１箇所当たり0.05ha以上の面積を必要とする場合など）の広葉樹林の伐採を
伴う工事の場合、希少種の自生の有無等を事前に調査し、調査結果によっては中止を含め、
ミティゲーションの考え方も取り入れるなど、工種・工法を慎重に決定すること

-

有用天然木
の保護 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めること 45

希少動植物
の保護

公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するために必要な措置をとること。また、希少な
野生生物の生育・生息情報を知ったときは、監督員と協議すること

53

渓畔周辺の
かく乱の抑制

林道技術基準、林業専用道作設指針及び森林作業道作設指針等に基づくものとし、水系や
野生生物の生育・生息の状況を考慮するなど渓畔周辺との調和に努めること

56

治山施設の設置に当たっては、渓畔周辺の土砂流出防止機能を高度に発揮させるとともに、
本来成立すべき植生の維持・形成に資する手法を積極的に採用するなど渓畔周辺の生物
多様性への影響の低減に努めること

56

森林作業道の作設に当たっては、渓畔周辺では計画しないこと。やむを得ない状況により
渓畔周辺を横断等、必要等がある場合は、事前に監督職員と協議・調整を図ること

57

汚濁防止
森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地
への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出するおそれがないように、
安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること

59

（排水管の設置）
当該事業で使用する森林作業道で、沢等の走行により汚濁水の発生のおそれがある箇所につ
いては、必要に応じて次に定める排水管を設置すること

59

工事箇所の周辺区域は、水源かん養保安林区域内であるため、特に立木の保護、林地の保全
及び流排水の処理に留意し、その機能維持に努めること

60

事業期間を通じ、河川等に土砂が流出しないよう十分な処置をとり、汚濁防止に努めること。
特に、●●川下流では、アユ／アマゴの養殖／放流等を行っているためので留意すること

60

使用機械
「林道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種
については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用すること。これにより難い
場合は、監督職員と協議すること

63

掘削、排土、残土等に使用する機械及び機種は、工事の規模及び林地等自然環境保全を考慮
した機種を選ぶこと

63

本工事の施工箇所近隣において、希少野生生物の生息が確認されたため、6月、7月は騒音・
振動等が発生する重機・機械の使用は中断すること。また、希少野生生物の活動に異変等が
生じた場合は監督職員と協議・調整を図ること

63

魚類（イトウ）
河川内に施設を設置する場合は、魚類の遡上に支障とならないよう配慮すること -
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㊴

施業区分 配慮の内容 仕様書記載例
具体例

掲載ページ

鳥獣被害
対策

方法
シカの生息状況、地形等現地の実情に応じた防護対策を行うこと -

シカの嗜好植物、不嗜好植物の繁茂具合により生息状況を把握すること -

（材料の規格、数量等を指定した上で）本作業で使用する剥皮防止資材（剥皮被害防止
テープ）は請負者が購入し、設置前監督職員立会のもと、規格・数量等の確認を受けること

-

ノウサギ、シカなど野生鳥獣による造林木の食害、剥皮等の被害の防止、シカ等による
下層植生の食害から林地荒廃を防止するため、防護柵や単木保護柵資材を設置すること

-

有用天然木の
保護

事業地は、●●国立公園特別地域内及び特別名勝●●に指定されているため、作業時に
立木等を損傷しないように作業を行うこと

49

シカ・クマが通る道の周辺や将来にわたり保残すべき優良木について重点的に剥皮防止
資材を巻き付けること

-

汚濁防止 忌避剤の散布に当たっては、散布液が河川に流入するおそれがあるところでは、流入を
防止するため無散布帯を設けるなど必要な対策を講じること

-

狩猟
野生鳥獣の捕獲に当たっては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
等の関係法令を遵守し、錯誤捕獲があった場合は、放獣するなど適切に対応すること

-

鉛弾が着弾した捕獲個体を、他の鳥獣が捕食して鉛中毒を起こす事例があることから、
鉛製以外の銃弾を使用すること

-

北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林野を管轄する森林管理（支）署が定め
る狩猟安全対策に従うこと

65

埋設
捕獲したシカの埋設場所は、国指定天然記念物（●●）群落区域外の国有林野内と
すること

65

埋設が不十分であると他の動物による掘り起こしを誘引し、一方で埋設深が深いほど、埋設
個体の分解は遅くなり土壌水成分への影響が長期化するため、他の動物による掘り起こし
が起こりづらい程度の深さ（0.5 m 程度以深）に埋設すること

-

薬剤散布等 汚濁防止
（空中散布・地上散布）
①薬剤を河川等に流出させないようにすること
②機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとすること
③薬剤の空容器等は確実に回収すること

60

(林地除草剤散布)
崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度（常時流水のある沢については
20m程度）間は散布しないこと

61

（松くい虫等伐倒駆除）
①薬剤散布中又は薬剤を希釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注意
すること
②薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと
③空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分すること。林内に放置
したり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと

61

貸付等 希少動植物の
保護 ①希少野生生物の生息状況等については常に最新の情報を専門家から聞き取り、その

意見に即した施工及び維持管理を実施すること
②希少野生生物専門家の助言を受け対応すること
③客土や工事跡地の緑化を行う場合は、外来植物等の持ち込みをすることがないよう注意
すること。また、緑化に当たっては、郷土種を使用するなど地域の生態系に配慮すること

54

ヘリコプター運航計画については、あらかじめ希少猛禽類の生息状況等を確認し、飛来等
が確認される場合は専門家の助言を受け、その内容に即した運航を行うこと

54



１ 仕様書記載例逆引き事典

㊵

次ページ以降では、森林施業における生物多様性の保全の具体的な配
慮事項の仕様書等への記載例を掲載します。

● 【渓畔周辺のかく乱の抑制】例 P56 ~ P58 

● 【水質汚濁の防止】例 P51, P59 ~ P62，P64

● 【有用天然木の保護】例 P41 ~ P49

● 【希少動植物（猛禽類等）の保護】例
P50 ~ P55

● 【使用機械の選択】例 P63 ~ P64

● 【その他（狩猟期間の安全対策等）】例 P65



仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

中部森林管理局 「造林事業請負局仕様書」より抜粋

Ⅹ 保育間伐

【有用天然木の保護】例

関東森林管理局 「造林事業仕様書」を参考

㊶

森林施業現場で確実にこれらの樹木を残すため、事業を実施する
請負事業体等には、仕様書の規定のほかに、「【別冊付録②】
有用広葉樹の樹木検索」も参考として提供するなど工夫しましょう。

２ その他
崩壊地周辺の植栽木及び天然樹木は伐倒の対象としない。

有用広葉樹とは、高木性の次の樹種とする。

オニグルミ サワグルミ ドロヤナギ ハンノキ ケヤマハンノキ ウダイカンバ

シラカバ ダケカンバ ミズメ アサダ クマシデ イヌシデ アカシデ ブナ

イヌブナ ウバメガシ クヌギ アベマキ カシワ ミズナラ コナラ イチイガシ

アカガシ ツクバネガシ アラカシ ウラジロガシ クリ スダジイ ツブラジイ

ケヤキ ハルニレ ヤマグリ ホオノキ コブシ クスノキ カツラ

ウワミズザクラ エドヒガン オオヤマザクラ カスミザクラ ヤマザクラ

アズキナシ イヌエンジュ キハダ ハナノキ イロハモミジ オオモミジ

ヤマモミジ コハウチワカエデ ハウチワカエデ ウリハダカエデ イタヤカエデ

メグスリノキ トチノキ アオハダ シナノキ ミズキ コシアブラ ハリギリ

※中部森林管理局「管理経営の指針」より抜粋

保育間伐

(1) 間伐対象木等
保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な

選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。

① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木
以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめること

② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残すること

③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残すること

④ 寒風害のおそれのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、
監督職員と協議の上、極力混生する広葉樹を保残すること

⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこと

⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準
地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、
花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること



仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

四国森林管理局 「間伐等に関する作業仕様書」を参考

（中略）

【有用天然木の保護】例

近畿中国森林管理局 森林整備事業（間伐）閲覧図書「特記仕様書」を参考

㊷

6 諸負者は、間伐等に当たって、目的樹種以外であっても、植栽木のない箇所、
尾根筋又は沢筋に生育する有用天然木、林分保護上必要な場合は林縁木について
は保残すること

１ 伐倒

（中略）

(3) 生育する広葉樹のうち、造林木の生育に支障となるものについては伐倒し、
それ以外のものについては極力残存させること。

また、サカキ、シキミ等の切花となる樹種は極力残存させること

(4) 事業区域外で支障木が発生する場合には、速やかに報告すること

間伐等に関する作業仕様書（主伐を除く。）

列状間伐以外の間伐作業に当たっては、製品生産事業請負標準仕様書「第27条の1」
の取扱いを次のとおりとする。

特記仕様書



仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

東北森林管理局 立木公売公告「公売物件明細書特記事項」を参考

【有用天然木の保護】例

九州森林管理局 「緑の回廊における保育間伐作業仕様書」を参考

㊸

本物件は、「皆伐（アカマツ母樹保残）」で作業することとしておりアカマツ母樹以外の
全ての立木を伐採すること。

なお、母樹については赤ペンキで「ホ」と標示している。

1.作業方法等
緑の回廊における保育間伐については、多様な樹種や複数の階層からなる天然生林への

誘導を念頭に置きつつ、光環境の改善のため植栽木の間伐を実施する。

(1) 伐採の際に前生樹を極力損傷しないよう注意すること
(2) 野生動物の餌となるアケビ等については、安全の支障とならない範囲で保残すること

2.留意事項
(1) 乙が選木する場合の間伐では、残存木の樹冠配置を考慮し、広葉樹稚樹や埋土種子が

発生しやすいよう、広葉樹が生育している保護樹帯等に隣接する箇所の植栽木を優先して
間伐木として選定するよう努めること

(2) 間伐木で、下層植生の生育を阻害するおそれのあるかかり木は、地面に落としておくこと

特 記 事 項

緑の回廊における保育間伐作業仕様書



（1） 苗木の調達

① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、地元産とし、

あらかじめ監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和45年5月22日法律第89号）

第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けること

② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督

職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議すること

③ 略

（2） 苗木の品質・規格

① スギ、ヒノキの苗木は、地元の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、

可能な限り花粉症対策苗木（無花粉、少花粉及び低花粉苗木）又は、特定母樹から採

取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付すること

② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元産であり、種子の産地が明確

であること

仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

関東森林管理局 「造林事業仕様書」を参考

㊹

（1） 作業方法等

区域内の全面を対象に雑かん木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを

筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。

① 略

② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員と協議して

保残することにしたものを除き、全て伐倒すること

（中略）

⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員と協議して保残することにしたものは全て保残すること

⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を

除いた箇所について上記に準じて行うこと

●●森林管理局仕様書

2 全刈地拵

4 植付（裸 苗）

5 植付（コンテナ苗）



除伐Ⅱ類・保育間伐作業（未選木林分）については、造林事業請負標準仕様書第32条
によるほか次のとおりとする。

1 作業地は、現地において発注者の示した区域とする

2 除間伐木は、存置しても価値の向上が期待できない損傷木、曲がり木、二又木等の形
質不良木等から選木伐採すること（除伐Ⅱ類の場合は、胸高直径おおむね6cm以下を
目安とする。)

なお、造林木の成長を阻害しているもの及び造林木の成長を阻害するおそれのある雑
木類は、除間伐の対象とすること

3 造林木の生育に支障のない広葉樹等の侵入木は保存すること

除伐作業については、造林事業請負標準仕様書第32条によるほか次のとおりとする。

1 作業地は、現地において発注者の示した区域とする

2 除伐木は、現に造林木の成長を阻害しているもの及び今後、造林木の成長を阻害する
おそれのあるものとする。

ただし、造林木の少ない箇所については、監督職員と協議の上、有用天然木を存置する
こと

仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

四国森林管理局 「森林作業道作設に関する仕様書」を参考

【有用天然木の保護】例

四国森林管理局 「除伐作業仕様書」、「除伐Ⅱ類・保育間伐作業仕様書」を参考

㊺

Ⅱ 事業管理
1 事業実行

(1) 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に
努めること

(2) 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、やむを得ず発生する場
合又は発生のおそれのある場合は、監督職員と協議の上、処理を行うこと

森林作業道作設に関する仕様書

除伐Ⅱ類・保育間伐作業仕様書（未選木林分）

除伐作業仕様書



（林床植生の刈払い）
4 稚幼樹が少ない箇所で、稚幼樹の発生を阻害している笹類及びかん木類は地際か

ら刈り払うこと
なお、有用広葉樹については、保残すること

（地床植生の刈払い及び末木枝条の処理）

3 区域内の全ての地床植生（ササ、雑木、かん木等）を地際より刈り払うこと
（略）

ただし、有用天然木については原則保残すること

仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

中部森林管理局 「造林事業請負局仕様書」を参考

【有用天然木の保護】例

東北森林管理局 公売公告「標準仕様書」を参考

㊻

全刈筋置地拵
Ⅰ－2 全刈地拵（刈払い）
Ⅱ 筋刈筋置地拵
Ⅱ－2 筋刈地拵（刈払い）
Ⅲ－3 筋置地拵（枝条整理）
Ⅳ 下刈り

5 地上立木及び天然生稚幼樹の処理
天然生稚幼樹及び残存立木は可能な限り保残すること

Ⅶ 除伐

3 有用広葉樹の処置
自生している有用広葉樹が密生している場合は、疎な配置となるよう除伐すること

全刈筋置地拵作業仕様書
全刈枝条存置地拵作業仕様書

天然下種Ⅰ類更新地拵作業仕様書



保育間伐作業仕様書（本数調整伐B）

（間伐木等）

3 標準値調査法による調査箇所の伐倒すべき立木は、標準地内（伐倒木は黄色
テープにより選木）を目安にして伐倒すること

4 各小班の間伐するべき本数及び小班内渓畔周辺の作業については、監督員と
確認した上で作業すること。

なお、間伐するべき本数が80%に満たない場合及び120%以上と見込まれる場合は、
現地の状況を監督員と協議し、その協議内容を記載しておくこと

仕様書記載例逆引き事典

東北森林管理局 公売公告「標準仕様書」を参考

㊼

（除伐木）

3 造林木及び有用天然木（以下「造林木等」という。）の生育に支障となるかん木類を
伐除すること。また、造林木等であっても、成長及び形質不良で将来的に育成の対象
とならないものは伐除すること。

ただし、監督職員があらかじめ示したものについては残存又は伐除すること。

また、渓畔周辺の作業方法については監督員と確認した上で作業すること。

除伐作業仕様書
除伐Ⅱ類作業仕様書（本数調整伐A）

【有用天然木の保護】例



仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

関東森林管理局 「造林事業仕様書」を参考

（中略）

㊽

●●森林管理局仕様書

6 下刈（全刈）
7 下刈（筋刈）
8 下刈（坪刈）

（１） 作業方法等
区域内の幼齢植栽木（以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の

配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。）と競合状態にある全ての雑草、
笹、雑かん木、つる類などの刈払いを行うものとし、その方法は以下による。

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、
枝払いを行うこと

10 除伐
（1） 除伐対象木

① 目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の生育に支障となるつる類、雑かん木類
② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木
③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの

（2） 保残すべき樹木

① 植栽木がないか極めて少ない箇所に生育する有用天然木
② 尾根筋、沢筋に生育する有用天然木
③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木
④ （1）の③で残存することとした有用天然木
⑤ 目的木の成育に支障とならないかん木
⑥ その他監督員から伝える残存させるべき樹木

11 除伐2類

(2) 保残すべき樹木

① （1）の④で残存することとした有用天然木
② 尾根筋、沢筋に生育する有用天然木
③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木
④ 目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の生育に支障とならない雑かん木
⑤ その他監督職員が示す残存させるべき樹木



4 その他

① 事業地は、●●国立公園特別地域内及び特別名勝●●に指定されているため、
作業時に立木等を損傷しないように作業を行うこと

仕様書記載例逆引き事典 【有用天然木の保護】例

関東森林管理局 保護林等整備事業「特記仕様書」を参考

㊾

○ ●●国立公園特別地域内工作物の新築協議について【協議済み】
○ 特別名勝●●の現状変更について【協議済み】

なお、事業期間中（開始～終了）は、別紙1の表示板を見やすい箇所に掲示すること

② 作業中は、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講じ、作業注意看板を常時設置
すること

③ 周辺の住民等（登山者等）に迷惑を及ぼすような行為（遊歩道等への資材の放置等）
が無いようにすること

④ この仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議をすること

特記仕様書

獣害防護柵（金網獣害防護柵）設置



東北森林管理局 「収穫調査委託契約仕様書」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 立木販売（作業道分）「特記仕様書」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 立木販売入札条件書「特約条件」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例仕様書記載例逆引き事典

㊿

（周辺環境への配慮）

公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するために必要な措置をとること。

また、希少な野生生物の生育・生息情報を知ったときは、監督員に連絡し、監督員と
協議をすること。

特約条件

9 法令制限林内での伐採・搬出等を行う場合は、県知事等に申請届出等が必要であるこ
とから、立木の伐採や搬出のため法令制限林内において作業道を作設する場合の申請
内容については、支署担当者・森林官等と十分な打合せを行うこと。

10 当公売物件及び隣接区域に猛禽類の営巣等の確認等がされた場合は、作業の一時停
止及び作業期間の制限指定等をすることがある。

2 希少動植物
乙は、調査に際して、希少動植物の生息• 生育を確認した場合は速やかに甲に報告す

ること

収穫調査委託契約仕様書



【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

東北森林管理局 立木公売公告・入札案内「特約条項」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

東北森林管理局 立木公売公告「公売物件明細書特記事項」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例
【水質汚濁の防止】例

近畿中国森林管理局 森林整備事業（間伐）閲覧図書「特記仕様書」を参考

仕様書記載例逆引き事典

特約条項

8 買受人は、希少猛禽類等の営巣木を発見した場合は、事業を一時中断し、速やかにその旨を
森林管理署長へ連絡し、森林管理署と協議すること。

また、売払物件周辺において、新たに希少猛禽類等の生息が確認された場合は、事業の一時
中断や作業時期の変更等を要することがあり、双方協議の上、対応を決定すること。

特記事項

6．本売払い物件は、クマタカの生息が確認された箇所から2km以内のエリアに該当するため、
営巣期は伐採等の作業を禁じている。

これにより、伐採・搬出作業が可能な期間は8月～12月に限定されることに留意すること。

（伐採、搬出に当たっての条件等）

(2) 4、5号物件について

当該地は、天然記念物「オオサンショウウオ生息地」の指定地域内のため、着手に先だって
文化財保護法に基づく手続きが必要となるので留意すること。

木材搬出に当たって、河川等を横断することが予想されるので、濁水発生の防止等の措置を
必ず講ずることを条件とする。

なお、濁水発生の防止策（案）を●●森林管理署長へ提出し、承認を受けてから、買受人に
おいて関係行政機関に法令許可申請等（文化財保護法、森林法（保安林関係）及び県立自然
公園条例に関する手続き）を行うこと。この場合、申請から許認可まで2ヵ月程度の期間を要す
るため留意すること。
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仕様書記載例逆引き事典

四国森林管理局 販売物件明細書「特記事項」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 分収育林売払契約 「現地指導メモ」 を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

分収育林契約地主伐箇所について（現地説明メモ）

1．伐採箇所及び近辺の湧出地にはツクバハコネサンショウウオが生息する可能性が高い。このた
め、伏流を含む沢付近の事業実行に配慮すること

2．保全のため、やむを得ない場合を除いて湧出地や沢付近へ作業道作設を行わないこと
また、作設する場合は湧出地付近を極力避け、ルートも谷側を基本とすること

3．沢は普段、伏流しているため、沢地形における取り扱いも湧出地に準じた扱いとすること
4．作業道の水切り等を行う場合は、湧出地へ流水が直接入り込まないよう配慮すること
5．重機は作業道以外の林地走行を極力避けること
6．湧出地や沢及び沢地形の箇所へ枝条等残材を極力集積しないこと
7．伐倒や枝払い作業時においては、湧出地付近での作業を極力避けること
8．使用するオイル類は環境負荷の少ない品種かどうか確認すること
9．略

10．伐出作業完了に当たり、特に搬出路とした沢付近の養生に配慮すること

販売物件明細書

10（特記事項）
① 搬出支障木は必要最小限にとどめること
② 周辺の林木を損傷しないこと
③ 高山植物の保護、その他環境の保全に十分注意すること
④ 道路及び歩道等の安全通行に支障のない集材設備及び作業方法により実行すること
⑤ 末木枝条等の整理及び盤台跡地を原状回復すること
⑥ 林地保全、河川汚濁防止等に努めること
⑦ 河川及びダム湖並びに道路等の上空を枝条運搬する時は、落下等特に注意すること
⑧ 末木枝条類については、搬出作業中を含め河川に流出しないよう措置すること
⑨ 盤台周辺の末木枝条類は、林外に搬出するか河川及び林道等へ流出のおそれがない箇所

に分散させることとし、盤台周辺に集積放置しないこと
⑩ 使用済みワイヤーやその他物品等は、必ず撤去すること
⑪ 集材設備の設置において立木を利用する場合は、必ず「あて木」を施すなど、立木を損傷させ

ないための措置を講ずること
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仕様書記載例逆引き事典 【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

東北森林管理局 公売公告「標準仕様書」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 森林作業道作設「特記仕様書」を参考

（中略）
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第3 周辺環境への配慮
公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するために必要な措置をとること。
また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督員に報告し、対応を

協議すること。

4 その他

残存木の成長に支障を及ぼすおそれのあるつる類は、必要に応じて根元から抜き取るか
切断するものとする。ただし、ヤマブドウ等の野生動物の餌となるつる類（下表）は、残存木
の成長に著しい支障を及ぼす場合を除き残置するものとする。

野生動物の餌となるつる類
アケビ、ミツバアケビ、 ゴヨウアケビ、チョウセンゴミシ、マツブサ、ヤマブドウ、 エビヅル、
サンカクヅル、サルナシ、マタタビ、ミヤママタタビ

野生動物の営巣・繁殖、休息、見張り、採餌等の場として重要な樹洞木・枯損木等は、
安全の確保や森林の保護等の観点で支障になる場合を除き、極力残置すること

本特記仕様書は、 「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656号
林野庁長官通知）に基づき、地形 ・ 地質、気象条件やこれまでの●●森林管理局管内に
おける路網施工状況等を踏まえ定めたものである。

作設する路網は継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固な土構造を基本に、
構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様
書により作設する。

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によるこ
とを基本とする。

特記仕様書

保護林等における除間伐（抜伐り）標準仕様書



2 施工の際は、緑の回廊の区域内であることを踏まえ、以下の事項について相手方と
調整すること。

① 施工箇所及びその周辺における希少野生生物の生息状況について、最新の情報を
専門家から聞き取り、その意見に即した施工を実施すること

② 希少野生生物が発見された場合は、専門家の指導を受け対応すること
③ 緑の回廊の区域内の自然環境への影響が最小限となるよう配慮することとし、支障木

以外の周囲の立木を損傷しないようにすること
④ ヘリコプター運航計画については、あらかじめ希少猛禽類の生息状況等を確認し、飛来

等が確認された場合は専門家から助言を受け、その内容に即した運航を行うこと
⑤ 工事終了後は、工事に使用した資機材を確実に撤去すること
⑥ 跡地緑化において種子付きムシロを使用する場合は、郷土種子を使用することとし、

遺伝子かく乱や外来種の持込みを予防すること

2 施工及び土地使用に当たっては、緑の回廊の区域内であることを踏まえ、以下の事項
について相手方と調整すること。

① 希少野生生物の生息状況等については、常に最新の情報を専門家から聞き取り、
その意見に即した施工及び維持管理を実施すること

② 希少野生生物が発見された場合は、専門家の助言を受け対応すること
③ 緑の回廊の区域内の野生生物及び自然環境への影響が最小限となるよう配慮する

こと
④ 支障木は必要最小限とし、残存する立木については施工時に損傷することが無いよう

注意すること
⑤ 客土や工事跡地の緑化を行う場合は、外来植物等の持込みをすることがないよう注意

すること
⑥ 工事終了後は、工事に使用した資機材を確実に撤去すること

仕様書記載例逆引き事典 【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 森林管理署等宛て事務連絡
「保護林・緑の回廊における国有林野の利活用等への対応について」を参考

【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 森林管理署等宛て事務連絡
「保護林・緑の回廊における国有林野の利活用等への対応について」を参考
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（保護林・緑の回廊における携帯電話基地局の設置にかかる新規使用許可及び
電柱敷貸付についての事例）

（保護林・緑の回廊における特別高圧架空送電線交換工事に伴う荷下ろし場敷
一時使用についての事例）



仕様書記載例逆引き事典 【希少動植物（猛禽類等）の保護】例

関東森林管理局 森林整備事業「シカ防護柵設置特記仕様書」を参考
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シカ防護柵設置特記仕様書

4． その他

この仕様書に定めない事項については、監督職員と協議をすること。
使用資材については、全数量について監督職員の納品確認を受けること。設置後に

余分な資材が生じた場合は、監督職員に引き渡すこと。
現地は、国立公園第一種特別地域、保安林、鳥獣保護区特別保護地区に指定されて

おり、今後、森林管理署の手続きにおいて作業条件等が示された場合については、その
条件により作業を行うこと。



仕様書記載例逆引き事典 【渓畔周辺のかく乱の抑制】例

東北森林管理局 森林整備事業等共通「渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書」を参考
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渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書

本特記仕様書は、国有林野の渓畔周辺の取扱について（平成24年7月12日付け24林国経

第18号国有林野部長通知）に基づき、 ●●管内の事業請負の実施に関する一部事項「渓
畔周辺の範囲」に関して示すものである。

なお、事業請負における契約書、図面、森林管理局（署・支署・センターを含む。） 仕様書
及び特記仕様書に掲載された事項は、この特記仕様書に優先するものとする。

渓畔周辺の範囲における森林整備事業（治山事業による保安林整備を含む）等本来成立
すべき植生への誘導・復元等を図る場合、 森林整備等の実施に当たって、施業等による
かく乱の抑制に努めるほか、以下の点に留意して行うものとする。

(1) 更新 ： 更新を行う場合は、 本来成立すべき植生や母樹となる樹木の賦存状況、
稚幼樹やぼう芽の発生•生育の状況、水流によるかく乱の現状等を考慮して、
更新方法を選択するものとする。 また、天然更新が期待できず植栽を行う場合
は、その地域に本来生育する樹種を選定するとと もに、遺伝的かく乱を阻止す
る観点から、 苗木の産地に配慮するものとする。

(2) 保育 ： 下刈りや除伐を行う場合は、植栽木の生育のみならず、その地域や水辺に
本来生育する樹木及び下層植生の維持を考慮して行うものとする。

(3) 伐採 ： 伐採が必要な場合は、原則択伐又は間伐によるものとする。 作業に当たって
は、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全に留意するとともに、土砂流出の
抑制に努めるものとする。

(4) 路網整備 ： 林道技術基準（平成10年3月3日付け9林野基第812号林野庁長官通知）、
林業専用道作設指針（平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官
通知）及び森林作業道作設指針（平成22年11月17日付け22林整整第656号
林野庁長官通知）等に基づくものとし、水系や野生生物の生息・生育の状況
を考慮するなど渓畔周辺との調和に努めるものとする。

(5) 治山施設 ： 治山施設の設置に当たっては、渓畔周辺の土砂流出防止機能を高度に
発揮させるとともに、本来成立すべき植生の維持・形成に質する手法を積極
的に採用するなど渓畔周辺の生物多様性への影響の低減に努めるものと
する。

また、現状が既に本来成立すべき植生となっている場合には、自然の推移に委ねるなど
その状態の維持・保全を図るものとし、枯損木、倒木の搬出についても、害虫獣害や災害の
防止に必要なものを除き行わないものとする。



【渓畔周辺のかく乱の抑制】例

東北森林管理局 素材生産事業「渓畔周辺における生産事業実施に係る留意事項」を参考

仕様書記載例逆引き事典
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（渓畔周辺について）

渓畔周辺は、設計図書であらかじめ国有林野施業実施計画図(1/20,000)により
示した沢から高木性の平均樹高の幅以上(25m以上）とする。

なお、設計図書で渓畔周辺として表示している場合はその区域とする。

（渓畔周辺内での作業）

渓畔周辺で伐採する場合は、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全、土砂流出の
抑制に努めること。

伐採木の標示が無い場合（標準地調査）は、事前に監督職員と協議の上、伐採木を
選定すること。

（森林作業道作設）

森林作業道の作設に当たっては、渓畔周辺で計画しないこと。やむを得ない状況に
より渓畔周辺の横断を必要とするなど、必要がある場合は、事前に監督職員と協議
すること。

（その他）

列状間伐箇所においては、下層植生及び表土の保全に留意する必要があることから、
伐採後の列間に林業機械を走行させないこと。

渓畔周辺における生産事業実施に係る留意事項



仕様書記載例逆引き事典 【渓畔周辺のかく乱の抑制】例

東北森林管理局「収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱いに関する特記仕様書」を参考

【渓畔周辺のかく乱の抑制】例

東北森林管理局 公売公告「標準仕様書」を参考
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収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱いに関する特記仕様書

（区域の設定について）

・ 渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について
監督員と打合せの上、決定すること。

なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に
渓畔である旨記載するものとする。

（主伐の調査について）

・ 皆伐・漸伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、
必要に応じて間伐するものとする。分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり
区域全域の調査を行うものとする。

下刈作業仕様書

（刈払い）
3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意を払うこと
(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、

全刈を行うこと。
ただし、有用天然木については原則保残すること。
また、渓畔周辺については、草類のみ刈払い、かん木類については刈払わないこと。

(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うこと
(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること
(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと
(5) 二又以上の植栽木等を発見したときは、生育旺盛な、形質の良いものを残して１本立

てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除すること
(6) 刈払後15日を経過しない期間内に一部完了届を提出し、部分検査を受けること

また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の一部完了検査を受けてから着手
すること



【水質汚濁の防止】例

関東森林管理局 林道改良工事 現場説明書を参考

【水質汚濁の防止】例

北海道森林管理局 保全整備（保育間伐）「特記仕様書」を参考
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現 場 説 明 書

15 建設副産物
（1） 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行うこと

ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること
イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分に行うこと
ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行うこと。 特に作

業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること

（2） 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内に
おける林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する
おそれがないように、安定した状態で林地への自然還元として利用すること

特 記 仕 様

【●●地区】保全整備（保育間伐）第●号について、下記の事項を定める。

排水管の設置・撤去
当該事業で使用する森林作業道で、沢等の走行により汚濁水の発生のおそれがある箇

所については、必要に応じて次に定める排水管を設置すること

①ポリ波状管 600mm x 12.0m
②コルゲートパイプ 1,000mm x 8.0m

仕様書記載例逆引き事典



2 林地の制限関係
(1) 工事箇所は、水源かん養保安林区域内であるので、特に立木の保護、林地の保全及び

流排水の処理に留意し、その機能維持に努めること

(10) 散布薬剤等

① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとすること

② 薬剤を河川等に流出させないようにすること

③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うこと

④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること

仕様書記載例逆引き事典

【水質汚濁の防止】例

近畿中国森林管理局 森林整備事業（間伐）閲覧図書「特記仕様書」を参考

【水質汚濁の防止】例

関東森林管理局 林道新設工事 現場説明書 より抜粋

【水質汚濁の防止】例

関東森林管理局 「造林事業仕様書」を参考
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濁水防止

事業期間を通じ、河川等に土砂が流出しないよう十分な処置をとり、濁水防止に努めること。

特に、●●川下流では鮎やアマゴの放流をしているので留意すること。

現 場 説 明 書

特 記 仕 様 書

薬 剤 散 布 （ 空 中 ）
薬 剤 散 布 （ 地 上 ）



（5） 薬剤の取扱等

① 薬剤散布中又は薬剤を希釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないよう

に注意すること

② 薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと

③ 空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分することとし、林内

に放置したり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと

④ 薬剤の使用上の注意事項を遵守する。特に毒物又は劇物に指定されている薬剤

については、毒物及び劇物取締法の規定を遵守すること

⑤ 薬剤は、密栓して火気のない冷暗所にカギをかけて保管すること

⑥ 薬剤に火気を近づけないこと

⑦ 容器の蓋は完全にし、運搬中に薬剤がこぼれないように注意すること

⑧ 作業現場へ運搬する薬剤は、当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は、林

内に放置することなく所定の場所に保管すること

⑨ 薬剤を直接取り扱う者は、原液や散布液が直接皮膚に触れないよう、防護衣等の

保護具を使用し、かつ清潔で丈夫な物を使用すること

⑩ 作業後は、顔、手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをすること

① 散布時の風向きに留意し、風上から風下に向けて散布すること

② 散布は、強風・雨天を避け、散布中に強風や降雨があった場合は直ちに作業を

中止すること

③ 薬剤は吸湿性が強いので、開封した薬剤はその日のうちに全量散布すること

④ 薬剤の授受は、監督職員立ち会いのもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で

保管すること

⑤ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10ｍ程度（常時流水のある沢に

ついては20ｍ程度）の間は散布しないこと

⑥ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会いの下に数量を

確認し、適正に処分すること

⑦ 散布箇所には、監督職員の確認を受けて標示をすること

（4） 実行上の留意事項

仕様書記載例逆引き事典 【水質汚濁の防止】例

関東森林管理局 「造林事業仕様書」を参考
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林 地 除 草 剤 散 布

松 く い 虫 等 伐 倒 駆 除



仕様書記載例逆引き事典 【水質汚濁の防止】例

東北森林管理局 公売公告「特約条項」を参考

【水質汚濁の防止】例

九州森林管理局 国有林野産物公売公告「特約事項」より抜粋
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10 下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受者は事前に予防対策を講じるとと

もに、汚濁等が発生した場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せ

て下流域関係者への説明等の措置を講ずること

1．乙は、伐採した立木の残材及び末木枝条等を沢縁に放置しないこと

2．乙は、沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁して下流の民有地に

被害を与えないよう防止措置を講じること

特 約 条 項

特 約 条 項



第20条 本工事の施工箇所近隣において、希少野生生物の生息が確認されたため、
6月、7月は騒音・振動等が発生する重機・機械の使用は中断すること。

また、希少野生生物の活動に異変等が生じた場合は監督職員と協議すること。

仕様書記載例逆引き事典 【使用機械の選定】例

関東森林管理局 林道新設工事「特記仕様書」を参考

【使用機械の選定】例

中部森林管理局 復旧治山工事「現場説明書」を参考
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第16条 林道工事共通特記仕様書に対する特記事項

1. 「林道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械
で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型
建設機械を使用すること（第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機
械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた
排出ガス浄化装置を装着した建設機械については、第2次基準値に適合した
排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。）。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議すること。

（使用機械）

掘削、排土、残土等に使用する機械及び機種は、工事の規模及び林地等自然環境
保全を考慮した機種を選ぶこと

説明事項



（事業実行中の環境への配慮）

第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等
の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害されるおそれの
ある場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出すること

2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、
水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において
十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めること

3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に
報告すること

仕様書記載例逆引き事典 【使用機械の選定】例
【水質汚濁の防止】例

中部森林管理局 「製品生産事業中部森林管理局仕様書」を参考
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① 囲いわなによるシカ捕獲頭数は、●●頭を予定している。このため、捕
獲したシカの処理については●●頭を上限として実施すること

② 捕獲したシカを止刺しする際には、必ず周囲の状況を確認した上で、
安全管理規程を遵守し、電気止刺し器、猟銃、ナイフ等を使用して安全に
行うこと

③ 捕獲したシカは、共通仕様書2．4．2(2)により記録写真を撮影する際、捕
獲個体記録票（別紙様式33）とともに撮影すること

また、撮影後、捕獲したシカの両耳を切断し、冷凍保存等を行った上で
監督職員が示す方法により提出すること

④ 捕獲したシカの埋設箇所は、国指定天然記念物（●●）群落区域以外
の国有林野内とすること

⑤ 特別天然記念物であるニホンカモシカ等を錯誤捕獲した場合には、監
督職員に報告するとともに、関係する行政機関に対しても報告を行うこと

ウ シカ捕獲

仕様書記載例逆引き事典 【その他（狩猟期間の安全対策等） 】例

北海道森林管理局 収穫調査業務委託入札公告「特記仕様書」を参考

【その他（狩猟期間の安全対策等） 】例

四国森林管理局 シカによる森林被害緊急対策事業（緊急捕獲）「特記仕様書」を参考
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北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林野を管轄する森林管
理（支）署が定める銃猟安全対策に従うこと。

なお、林道入口付近及び事業地の前後等の視認しやすい場所に「発砲禁
止」ののぼり(規格：のぼり0.45×1.5m以上、ポール伸縮3ｍ程度)を3本設置
すること。

また、事業実行箇所を含む周辺国有林野で有害鳥獣捕獲を行う際、事前
に森林管理（支）署・市町村・受託者の三者により協定を締結する必要が生
じる場合があるが、こうしたときは、この協定締結に係る協議に応じること。

3 狩猟期間中の安全対策について

令和●年度シカによる森林被害緊急対策事業（緊急捕獲）
特記仕様書
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（両面印刷用 裏面ページ）



Ⅲ 参考資料

✓ 国有林野の９割以上が保安林です。
✓ 保安林内で施業を実施をする際は、指定施業要件に留意する必要があります。
✓ 特に立木の伐採は、保安林の伐採の制限を遵守する必要があります。

植栽における配慮ポイント

保安林内での植栽

根拠通知：保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
（S45.6.2 45林野治921） 第１の２の(12)、別表２

根拠法令：森林法施行令（S26政令276） 別表第２の３の(１)

✓ 1ha当たり、省令で定める植栽本数(*) 以上の割合で均
等に分布するように植栽

指定施業要件とは

保安林の指定に際して定められる、「立木の伐採の方法及び
限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地につい
て行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種」のこと。

根拠法令：森林法（S26法249）第33条

２ 保安林における施業時の留意点

✓ 指定施業要件で植栽の下限本数が定められている保安林では、低密度
植栽を検討する際も、上記の下限本数を遵守する必要があります。

✓ 植栽指定のある保安林では、伐採が終了した翌年度の初日から２年以
内に植栽する必要があります。

(*) 省令で定める植栽本数 ： 3,000×(5/V)2/3

根拠法令：森林法施行規則 （S26省令54） 附録第８

（※ Vは「地位級」と同義）

別表２　規則付録第８の算式による植栽本数

V 5 6 7 8 9 10 11 12

(5/V）＾（2/3） 1.000 0.886 0.800 0.732 0.676 0.630 0.592 0.558

植栽本数 3,000 2,700 2,400 2,200 2,100 1,900 1,800 1,700

V 13 14 15 16 17 18 19 20

(5/V）＾（2/3） 0.529 0.504 0.481 0.461 0.443 0.426 0.411 0.397

植栽本数 1,600 1,600 1,500 1,400 1,400 1,300 1,300 1,200
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保安林における施業時の留意点（特に間伐の場合）

根拠法令：森林法施行令（S26政令276）
別表第２の１の(2)イロ、２の(2)

間伐における配慮ポイント

✓ 現状で樹冠疎密度(*) が0.8以上
かつ

✓ 伐採率（材積率）は３５％以内
かつ

✓ 間伐後５年以内に樹冠疎密度(*) が0.8以上に戻ること

保安林内での間伐

(*) 樹冠疎密度：
その森林の区域内においてどの部分に20メートル平方の区域
をとったとしても得られる樹冠疎密度のこと

（※ 区域内の平均ではありません。）

根拠通知：保安林等の処理基準
（H12.4.27 12林野治790）
別紙第４の１の(2)イ

✓ 保安林制度における森林施業で、生物多様性を保全し
目標林型に誘導するためには定性間伐が基本となります。

✓ ただし、効率化等で列状間伐（定量間伐）を検討するなら、
間伐後５年以内に樹冠疎密度が0.8に回復が見込める

林分（若齢段階）において実施の可否を判断することが
重要です。

※ その他施業実行に当たって保安林関係で確認しておくべき事項については、
「国有林野事業における天然力を活用した施業実行マニュアル」(平成30年3月林野庁
国有林野部経営企画課)の該当ページ（p.12～16）を参照してください。
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「国有林野事業における天然力を活用した施業実施マニュアル」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/attach/pdf/seibi-1.pdf


渓畔林の現状 誘導方法

人工林

林分内に高木性広葉樹の
稚樹が存在しない場合

間伐により光環境等を改善し、高木性広葉樹の稚樹（種子）の導入を促す。

林分内に高木性広葉樹の
稚樹が生育している場合

間伐により高木性広葉樹の稚樹の成長・定着を促す。

針広混交林
択伐等により高木性広葉樹の稚樹の導入・成長及び樹冠を構成する高木性
広葉樹の成長を促し、広葉樹林に誘導する。

広葉樹林
渓畔域の重要な種子供給源となり得ることから、現状（自然な状態）を維
持。

３ 渓畔の保全について

渓流沿いの人工林を広葉樹林や針広混交林に誘導していく際には、その
地域に本来成立すべき渓畔林構成樹種を把握しておく必要があります。

Ⅲ 参考資料

渓畔林の管理範囲

➢ 急峻な谷地形等では、平均樹高よりも管理対象とす
る渓畔林の幅は狭くなる場合がある。

➢ 一方、水辺の高低差が少ない地形等では、平均樹高
よりも管理対象とする渓畔林の幅は広くなる場合が
ある。

➢ このため、対象とする渓畔林の管理範囲は、地形の
状況に応じて適宜調整することが望ましい。

地域
構成樹種

北海道 東北
関東
中部

近畿
中国

九州

ヤナギ低木群落 ― ⭕

⭕

―

―

ヤナギ高木群落 ⭕ ⭕ ⭕

フサザクラ群落

―

― ―

サワグルミ群落 ⭕ ⭕

シオジ群落 ―

―

ヤマハンノキ群落 ⭕

ヤチダモ群落 ⭕

― ―
アカメガシワ群落

― ⭕メダケ群落

ヤブニッケイ群落

地域別の主な渓畔林構成樹種

渓畔域

渓畔林

樹高幅±α

渓畔林

樹高幅±α

谷壁斜面 谷壁斜面氾濫原 流路 段丘

森林整備の方法

注）いずれの誘導方法においても、周辺の母樹の有無や更新阻害要因（シカ・ササ等）の影響を考慮する必要がある。

種子散布

➢ 洪水かく乱の及ぶ立地特性により、上流域に生
育するその地域に本来成立すべき渓畔林構成樹
種等（サワグルミ、ブナ、トチノキ等）から種
子が供給（上流から一緒に土砂も供給）。

➢ 一方、洪水かく乱が及びやすい地形の場合、一
旦定着した稚樹が流されやすく、成林に至らな
い可能性もある。

※林床に見える黒い点がサワグルミの種子。
河床に砂が堆積している。モニタリング

➢ 土石流や氾濫等、回帰年数が異なる自然かく乱が針広混交林や広葉樹林化に与える影響を把握す
るためには、通常の森林よりも長期間に渡るモニタリングが必要。 69



出典：林野庁「平成29年度渓畔保全プロジェクト林における調査事業報告書」から作成
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/attach/pdf/index-9.pdf

渓畔林設定のイメージ

伐採区域

１ 伐採区域の検討

保護樹帯
(渓畔林)

２ 渓畔周辺を保護樹帯
（渓畔林）として設定

３ 伐採・再造林

※保護樹帯内に有用天然木がある場合は
（かん木であっても）原則伐らない。

伐採後に侵入してきた広葉樹

４ 渓畔林の将来
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４ 人工林伐採による遷移初期種の減少緩和

○ 採草地や若い森林などの開放地が減少し、そこに生育・生息する遷
移初期種(遷移の初期段階に現われる種)の減少が懸念されています。

○ 若い造林地には、採草地や放牧地と同じように遷移初期種が多く見
られると言われています。

○ ある程度の面積で伐採を行い継続的に造林を行っていくことは、遷
移初期種の生育・生息地を持続的に確保する観点からも重要です。

ハナバチ

ビンズイ

ヤマオダマキ

遷移初期種の種数と個体数

出典：（国研）森林総合研究所プレスリリース「生物多様性の第二の危機を緩和す
る林業活動—人工林の伐採は遷移初期種の減少緩和に貢献する—」（平
成24年5月28日付け）

https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2012/20120528/index.html

岩手県北上高地内のカラマツ
造林地（調査地）

Ⅲ 参考資料
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５（事例）北海道有林における保残伐施業（実証実験）

Ⅲ 参考資料

○ 北海道、森林総合研究所(北海道支所)、北海道大学(農学部森林科学科)及び北
海道立総合研究機構(林業試験場)は共同で、北海道有林をフィールドに「トド
マツ人工林における保残伐施業の実証実験（略称：REFRESH）」を実施して
います。

○ トドマツ人工林内に伐採方法や樹木の保残方法等を変えた8通りの実験区を
3セットずつ設定し、伐採前後を比較して、生物多様性や生態系サービスにど
のような変化が生じるかなどについて調査しています。

○ これまでの調査により、森林性種の鳥類のなわばり密度が単木保残の保残量が
多いほど増加するなど、広葉樹の単木保残は伐採による森林性種の減少を抑制
し、群状保残の保残部分は森林性種の避難場所として機能することが明らかに
なっています。

実証実験における8通りの実験区（1区画5～9ha）

単木中量保残区

群状保残区

実験区における伐採1年後の鳥類のなわばり密度

出典： （国研）森林総合研究所「木材生産と生物多様性保全の両立をめざす保残伐施業の実証実験」
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2018/documents/p16-17.pdf 72

https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2018/documents/p16-17.pdf


６（事例）シカはこんなことが苦手

Ⅲ 参考資料

○ シカは「先が見通せない」ことや「足場が悪い」「腹がこすれる」ことを
嫌う傾向があるようです。

○ 兵庫県立林業試験場（緑化センター）の研究成果として、次の報告があり
ます。
• 造林地の周囲に、農業用の遮光シートを張った防護柵を設置したところ、

強度はさほど強くない遮光ネットでも、シカは中が見通せないために
４年以上においても造林木に食害がなかったという顕著な効果

• 造林地の周囲を、地拵えの時に刈り払った枝条を積んで囲んだところ、
一定期間はシカが造林地に侵入しなかったという効果

出典：「山と田畑をシカから守る」（井上雅央・金森弘樹、農文協）

出所の情報源

✓ この防護柵は従来の防護柵の構造と異なり、写真１のように柵の資材
に農業用等で用いられている遮光資材を張りめぐらして、動物が容易
に柵内を見透かすことができないように設置したものである。

✓ 柵の設置高は約1.7mとし、下部が遮光率の高いダイオシートを地際
から約1.1mの高さまで張り、上部は遮光率の低いダイオネットを地上
1.7mの高さに張って固定して暖簾状に吊り下げるように設置した。

✓ 防護柵は昭和63年8月下旬にヒノキ幼齢造林地に設置しており、設置
後四年を経過した平成4年8月末現在もシカによる遮光資材の破損や、
柵内への侵入形跡がないことから、ヒノキ造林地のシカ被害は皆無で
ある。

✓ この防護柵の設置費は従来の金網とネットの併用柵の2/3程度と安価であった。
✓ この防護柵は効果、耐久性、経済性から考慮しても、現在のところでは最も期待できるものである。

出典：上山泰代(1993)兵庫県におけるシカ被害の実態と被害回避技術の検討. 山林1312, 42-47

✓ 伐倒樹木による防護さくは約17

カ月間シカの侵入を阻止し、対
照区の食害率約70%に比べ食
害率は0%であり、その防除効
果が認められた。

✓ 18カ月目に防護さくの一部崩壊
によってシカの侵入が確認され、
苗木も食害されたが、それ以前
にさく補強することによって更に
防除効果は継続していたものと
思われる。

① ヒノキ造林地におけるシカ被害が増大した時期は夏期の下刈り直後からで、10月が被害のピークと
なり被害程度も激しかった。これは、下刈りにより苗木がシカに発見されやすい林床に変化したこと、
下刈りにより食餌植物が激減したこと、秋の交尾期を迎えシカが集団化してきたことなどがあげられる。

② シカに対する忌避剤等の忌避効果は、いずれも認められなかった。
③ また、地拵え時の伐倒樹木の積み込みによる防護さくを設置して、シカの侵入防止および苗木の食害

防止効果の有無をヒノキ造林地で検討した結果、つぎのことが明らかにされた。

出典：「シカの被害防除に関する試験(2)(3)」（上山泰代・兵庫県立林業試験場研究報告）より抜粋して作成 73



６（事例）シカはこんなことが苦手（つづき）

区分 漁網柵 遮光ネット柵 電気柵 金網柵

長所 ・安価で設置が容易 ・安価で設置が容易
・シカが警戒し高い防止
効果が期待

・高い効果
・安価で設置が容易

・高い効果
・長持ち

短所 ・効果はやや劣る
・目合いによって角や脚を
絡ませて死ぬことがある
・ステンレス線がない網は
噛み切られ侵入を許すこ
とがある

・強風や積雪に弱い
・耐久性がやや劣る

・漏電防止のための
草刈り管理等が必要
・人間が触れないよ
うに注意が必要

・やや高価
・設置に労力がかか
る

コスト 100～300円/m 200～300円/m 300～500円/m 1,000～2,000円/m

○ 前ページのシカの苦手を活かした防護柵（兵庫県立林業試験場・上山泰代氏
が考案した例）を示すと次のようになります。

（表） 防護柵の比較とコスト

出典：「山と田畑をシカから守る」（井上雅央・金森弘樹、
農文協）（P.44表3-1）を参考に作成

（図） 遮光ネットと漁網を組み合わせた柵のイメージ（兵庫県・上山泰代氏の例）

出典：「山と田畑をシカから守る」（井上雅央・金森弘樹、農文協）（p.44 図3-2及び表記を一部加工）

【設置手順】
① 防護柵の設置ルートを除草・除伐して整地
② 長さ2.5m程度にそろえた支柱（間伐材＋防腐剤塗布）を3m間隔で50cm程度打ち込む
③ 地際部、中段（地上1.1m）及び上段（地上1.7m）の高さに3本の針金を張る
④ 柵の下部は、遮光率95%の「ダイオシート」（遮光ネット、高さ1.2m）を中段と地際の針金に固定
⑤ 地際からの侵入を防ぐために、補助杭（長さ30cm）を1m間隔に打ち込み地際に張った針金で固定
⑥ 柵の上部は、漁網（のり養殖用ネット）を上段と中段の針金に固定し、中断から下は暖簾状に吊り下げる
（下部のダイオシートと上部の漁網が一部重なるようにする）
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７（事例）高速道路会社の動物侵入対策

Ⅲ 参考資料

○ 高速道路会社では、高速道路本線に野生動物が侵入すると、動物と車両と
の衝突事故（ロードキル）だけでなく、車両破損やドライバーの安全にか
かる重大な事故につながるため、徹底した動物侵入対策が執られています。

○ ロードキルの半数以上はタヌキなどの小・中型動物ですが、シカやイノシ
シなど大型動物の事故も年間で一定数が発生しています。

○ 動物により道路用地内への侵入方法は異なるため、各動物に適した侵入対
策が必要です。特に、シカは、防護柵を飛び越えるのではなく、イノシシ
等が掘り起こした柵下のわずかな隙間から侵入するため、柵下部を徹底し
て強固な構造に施工しています。

防護柵下を破壊して潜り抜ける
イノシシ（新東名高速道路）

（※この隙間がシカの通り道に
なります。）

ロードキルに遭ったシカ
（新東名高速道路）

シカを避けようとして横転
したトラック（新東名高速道路）

柵下を潜るネコ（圏央道）

出典：「動物侵入を防止する施工の手引き」（NEXCO中日本（東京支社・建設事業部）一般向け資料） 75



７（事例）高速道路会社の動物侵入対策（つづき）

○ 前ページの対動物柵は、新規の建設路線（のり面の第１小段）に施工する
場合の例（イメージ）です。

○ しかしながら、既に供用している高速道路の沿線は、対人用の立入防止柵
が設置されていることから、この柵に動物侵入対策を施す必要があります。

○ 次の写真のように、動物侵入の実態として、まずイノシシが立入防止柵の
下部の地面を掘削、又は柵の脆弱な部分を破壊して侵入した後に、シカを
始めとする他の動物が侵入しているという実態があります。

○ このため、高速道路会社では、保全管理の一環として、柵の下部の補強を
徹底して実施しています。

【タイプ２の補強材の特徴】
・L型鋼に強度があり、堅固であるためイノシシに

対して効果的
・また、溶接金網もインシュロックで結束することで、

揺さぶられない堅固な構造を確保できる

防止柵の下部の補強として、
下部横桟と面的補強材の組合せのうち
タイプ２が最も効果的

出典：「供用中の高速道路における動物侵入対策（防止柵の補修）」
（NEXCO中日本（東京支社）工藤、北澤ほか、第19回「野生生物と交通」研究発表会講演論文集，31-32）

（写真）
イノシシによる柵下部の突破（左）と
その破損箇所から出入りするシカ（右）
（新東名高速道路）
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猛禽類プロファイル

【別冊付録①】

◆ 森林生態系に生息する猛禽類の絶滅や減少は、生態系の変化

や種の遺伝的多様性の喪失をもたらします。

◆ また、管理不足の人工林の増加は、猛禽類の獲物の減少につな

がるとともに、林内を採食場所とする種にとっては、好適な採食環

境の減少となります。

◆ 森林生態系において、食物連鎖の頂点に位置する猛禽類の持続

的な生息を可能にするには、多様な食物資源が安定的に供給さ

れる豊かな生物多様性が確保される必要があります。

◆ 生物多様性の保全と持続可能な利用を両立させるため、猛禽類

の生息環境を知った上で、森林施業における体系的な保護管理

対策が必要です。

付録①-1



イヌワシ
Aquila chrysaetos

クマタカ
Nisaetus nipalensis

オオタカ
Accipiter gentilis

付録①-2

⚫ オオタカは、「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施行令の一部
を改正する政令」（H29.8.29閣議決定）による改正同施行令の施行により、国内希少野
生動植物種の指定が解除されました。

⚫ 環境省は、「国内希少野生動植物種から解除した種については、レッドリストの見直し時
のカテゴリーの変化を注視する。解除したことにより個体数が減少し、再び環境省レッド
リストカテゴリーが上がり絶滅危惧種に選定される場合には、再度指定することを検討
する。」（「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」（H26.4策定））という取扱いを
しています。

⚫ 国有林野事業では、「希少野生生物保護管理対策実施要領（2林国経63（R2.4.9））」に
おいて、希少野生生物保護管理対策の対象種は、
a)上記政令による指定種
b) a)以外であっても森林管理局長が必要と認めた種
を対象とするとした取扱いをしています。

⚫ 森林管理局長が、オオタカを保護管理対策の対象種としている局においては保全措置
の参考として、また脆弱性に配慮が必要なオオタカに関する一般的な情報として、この
「別冊付録①」には掲載をしています。

環境省レッドリスト2020
（準絶滅危惧種(NT)）

※ オオタカに関する留意点

環境省レッドリスト2020
(絶滅危惧 IB類 (EN))



【別冊付録①】猛禽類プロファイル

○ 一般に猛禽類は、種ごとに生態的地位が異なり、それぞれ得意な環境を
選好しています。森林生態系において、食物連鎖の頂点に位置する猛禽類
の保護を図ることは、多様な食物資源が安定的に供給される豊かな生物
多様性が確保されることにつながります。
○ 森林施業（事業）において、猛禽類の生息情報を十分に把握して、
事業の影響を最小限にとどめられるような柔軟な事業計画が必要です。

猛禽類（イヌワシ・クマタカ、オオタカ（※））の保護管理対策

猛禽類と事業実行上の対処方法

400m以内
（営巣配慮区域）

事業計画

猛禽類の生息確認・情報入手

事業地内及びその周辺の
営巣地確認調査

有識者の意見を踏まえ
・事業実行上の配慮事項
・実行可否の検討

事業期間の変更等

事業の中止
計画の見直し

工種・工法等の調整
実施期間の変更
保護対策の検討

営巣配慮期間外

事 業 の 実 施

営巣地確認営巣地なし

200m以内
（特別区域）

オオタカイヌワシ・クマタカ

500m以内
（特別区域）

1.2km以内
（営巣配慮区域）

営巣配慮
期間内

出典：「希少猛禽類と事業実行の対処（中部森林管理局）」を一部加工

否定 可能

付録①-3

（※） 森林管理局長が、希少野生生物保護管理対策
の対象種として「必要な種」と認めている場合



猛禽類（イヌワシ）プロファイル

【分布】
✓ 留鳥として、北海道、本州、四国、九州に分布
✓ 東北地方・中部地方から北陸地方にかけての日本海

側の地域を中心に生息
✓ 四国、九州では局所的にごくわずかに生息

分布域

生態

✓ 一夫一妻制
✓ つがい関係は片方が死亡するまで継続
✓ 留鳥として周年同じ地域に生息
✓ 全国の主要な生息地はおおむね把握されている。
✓ 崖地のある山地帯が繁殖地

生活サイクル

保全措置

✓ イヌワシは疎開地の周辺や上空を飛行するため、重要地の
推定は目視による追跡調査が可能

✓ 事業計画の際には、入念に分布や生息状況の情報収集を行い、
事業の影響を回避、もしくは事業の影響を最小限にとどめられ
るような計画を立てることが必要

✓ 特に、営巣配慮期間は、地域性や個体性により幅があるため、
有識者への相談が必要

出典：「猛禽類保護の進め方（改訂版）（平成24年12月）環境省野生生物課」を基に加工して作成 付録①-4

環境省レッドリスト2020
(絶滅危惧 IB類 (EN))

※ 右表の上段と下段は、
地域差、個体差により、
１～２か月程度の幅が
あることを示す。

（※ 営巣配慮期間：造巣期・抱卵期・巣内育雛期における敏感度・大ないし極大の期間）



猛禽類（クマタカ）プロファイル

【分布】
✓ 留鳥として、北海道、本州、四国、九州に分布
✓ 佐渡島（新潟県）や五島列島（長崎県）でも生息の記録

あり

分布域

生態

✓ 一夫一妻制。留鳥として、周年同じ地域に生息
✓ 繁殖はほぼ一年を必要、はっきりした非繁殖期はない。
✓ 地域により１～２か月程度の差。温暖地域ほど生活サイクルが早い傾向あ

り。
✓ 山地の階層構造のよく発達した高木林に生息
✓ 巣は急傾斜地上の樹木に造られることが多い。
✓ 主要な生息地では、繁殖ペアの行動圏が隣接し、連続して分布しているこ

とが多い。

生活サイクル

保全措置

✓ クマタカ生息の脆弱性に対し、事業の影響を完全に回避することは困難
✓ このため、事業計画の段階で分布及び生息状況の情報収集を行い、

事業の影響を最小限にとどめられるような計画を立てることが必要
✓ 特に、営巣配慮期間は、地域性や個体性により、幅があるため有識者への

相談が必要

出典：「猛禽類保護の進め方（改訂版）（平成24年12月）環境省野生生物課」を基に加工して作成 付録①-5

環境省レッドリスト2020
(絶滅危惧 IB類 (EN))

（※ 営巣配慮期間：造巣期・抱卵期・巣内育雛期における敏感度・大ないし極大の期間）

※ 右表の上段と下段は、
地域差、個体差により、
１～２か月程度の幅が
あることを示す。



（猛禽類（オオタカ）プロファイル）

【分布】
✓ 南西諸島を含む島嶼部を除き、ほぼ全国に生息
✓ 四国・九州地方では、繁殖記録のない県もあり、生息数

も少ない。越冬期には全国的に分布

分布域

生態

✓ 一夫一妻制。つがい関係は少なくとも繁殖期間中は維持
✓ 留鳥では、つがい関係は片方が死亡するまで続く。
✓ 平地から丘陵地の森林（里山林）を繁殖地とすることが多く、

森林内や低空を飛行して移動することが多い。
✓ 主要な生息地では、繁殖ペアの行動圏が隣接して広がり、面的

に分布していることが多い。

生活サイクル

保全措置

✓ オオタカの目視による追跡は一般に困難
✓ このため、重要な場所を推定し、事業予定地の選定段階で分布

状況の情報収集を行い、事業の影響を回避できるような計画を
立てることが必要

✓ 特に、営巣配慮期間は、地域性や個体性により幅があるため、
取扱いを含めて、有識者への相談が必要

出典：「猛禽類保護の進め方（改訂版）（平成24年12月）環境省野生生物課」を基に加工して作成 付録①-6

※ 森林管理局長が、オオタカを保護管理対策の対象種と
している局の参考として、引き続き脆弱性に配慮が必要
なオオタカに関する一般的情報として掲載をしています。

（※ 営巣配慮期間：造巣期・抱卵期・巣内育雛期における敏感度・大ないし極大の期間）

※ 右表の上段と下段は、
地域差、個体差により、
１～２か月程度の幅が
あることを示す。



有用広葉樹の樹木検索

【別冊付録②】

◆ 有用天然木の収穫や人工植栽時を除き、将来の多様な森林に

向けて、森林施業の現場で広葉樹を残す配慮を行う場合、

必ずしも、学術的な樹種の見分けは必要ありません。

◆ 有用天然木のうち高木性の広葉樹を、葉の特徴から樹木検索

できるようにまとめました。前生樹や周辺の母樹の生育状況、

稚幼樹やぼう芽の発生状況等を見る場合、有用広葉樹の当た

りをつけるための参考として活用してください。

ブナ
（不分裂葉・互生・
鋸歯縁）

ケヤキ
（不分裂葉・互生・
鋸歯縁）

サワグルミ
（羽状複葉・互生・
鋸歯縁）

付録②-1



【別冊付録②】有用広葉樹の樹木検索

（表） 有用広葉樹（※）の一覧（樹木の特徴等の整理）

（※） 【別冊付録②】で扱う「有用広葉樹」とは、有用天然木のうち、林業的生産価値の高い高木性の広葉樹をいいます。
本表の樹種は、中部森林管理局「管理経営の指針」（仕様書記載例逆引き事典p.39）を参考に主な樹種を網羅的に掲載しています。
各森林管理局がそれぞれ定める「有用天然木」等の一覧を補完する参考資料として活用してください。

最小 最大

1 クスノキ クスノキ クスノキ 単葉 不分裂 互生 全縁 卵形 6 10
2 タブノキ クスノキ タブノキ 単葉 不分裂 互生 全縁 倒卵形 8 15
3 スダジイ ブナ シイノキ 単葉 不分裂 互生 全縁 長楕円形 5 15
4 ミズキ ミズキ ミズキ 単葉 不分裂 互生 全縁 楕円形 6 15
5 コブシ モクレン モクレン 単葉 不分裂 互生 全縁 倒卵形 6 13
6 ホオノキ モクレン モクレン 単葉 不分裂 互生 全縁 倒卵形 20 40

7 キリ キリ キリ 単葉 不分裂・分裂 対生 全縁 卵形 15 30

8 シナノキ アオイ シナノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 ハート形 4 8
9 コシアブラ ウコギ ウコギ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 10 20

10 ハクウンボク エゴノキ エゴノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 円形 10 20
11 アサダ カバノキ アサダ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 心形以外 7 12
12 ウダイカンバ カバノキ カバノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 ハート形 8 14
13 シラカンバ カバノキ カバノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 三角形 5 7
14 ダケカンバ カバノキ カバノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 ハート形 5 10
15 ミズメ カバノキ カバノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 心形 5 10
16 アカシデ カバノキ クマシデ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 心形以外 4 7
17 イヌシデ カバノキ クマシデ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 心形以外 4 8
18 クマシデ カバノキ クマシデ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 心形 6 10
19 ケヤマハンノキ カバノキ ハンノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 7 12
20 ハンノキ カバノキ ハンノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 6 13
21 ヤマグワ クワ クワ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 8 20
22 ケヤキ ニレ ケヤキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 心形以外 3 10
23 ハルニレ ニレ ニレ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 不同 3 12
24 アズキナシ バラ アズキナシ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 5 10
25 ウワミズザクラ バラ サクラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 心形 5 10
26 エドヒガン バラ サクラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 6 12
27 オオヤマザクラ バラ サクラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 心形 6 14
28 カスミザクラ バラ サクラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 8 12
29 ヤマザクラ バラ サクラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 心形以外 8 12
30 クリ ブナ クリ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 7 20
31 アカガシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 8 20
32 アベマキ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 8 15
33 アラカシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 7 13
34 イチイガシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 9 15
35 ウバメガシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 3 6
36 ウラジロガシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 9 13
37 カシワ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 10 30
38 クヌギ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 8 15
39 コナラ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 不同以外 6 15
40 ツクバネガシ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 6 10
41 ミズナラ ブナ コナラ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 倒卵形 不同以外 9 18
42 ツブラジイ ブナ シイノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 長楕円形 5 15
43 イヌブナ ブナ ブナ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 心形以外 5 8
44 ブナ ブナ ブナ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 心形以外 5 8
45 アオハダ モチノキ モチノキ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 4 7
46 ドロヤナギ ヤナギ ヤマナラシ 単葉 不分裂 互生 鋸歯縁 卵形 6 10

47 カツラ カツラ カツラ 単葉 不分裂 対生 鋸歯縁 ハート形 3 7

48 イタヤカエデ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 全縁 扁円形 5～7浅裂 5 10

49 イロハモミジ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 五角形 3 7
50 ハナノキ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 三角形 心形 5 12
51 ヤマモミジ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 扁円形 （5）7～9中・深裂 5 10
52 オオモミジ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 五角形 6 12
53 コハウチワカエデ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 五角形 6 8
54 ハウチワカエデ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 五角形 7 12
55 ウリハダカエデ ムクロジ カエデ 単葉 分裂 対生 鋸歯縁 五角形 10 16

56 ハリギリ ウコギ ハリギリ 単葉 分裂 互生 鋸歯縁 楕円形 心形 10 30

57 トチノキ ムクロジ トチノキ 複葉 掌状 対生 鋸歯縁 小葉・長倒卵形 5～7出葉 5 7
58 メグスリノキ ムクロジ カエデ 複葉 掌状 対生 鋸歯縁 小葉・長倒卵形 3出葉 6 10

59 イヌエンジュ マメ イヌエンジュ 複葉 羽状 互生 全縁 小葉・卵形 小葉7～11枚 4 7

60 オニグルミ クルミ クルミ 複葉 羽状 互生 鋸歯縁 小葉・長楕円形 小葉9～21枚 8 18
61 サワグルミ クルミ サワグルミ 複葉 羽状 互生 鋸歯縁 小葉・長楕円形 小葉11～21枚 5 12

62 キハダ ミカン キハダ 複葉 羽状 対生 鋸歯縁 小葉・長楕円形 小葉5～13枚 4 12
63 シオジ モクセイ トネリコ 複葉 羽状 対生 鋸歯縁 小葉・広倒披針形 小葉5～9枚 8 20
64 ヤチダモ モクセイ トネリコ 複葉 羽状 対生 鋸歯縁 小葉・長楕円形 小葉7～11枚 6 15
65 アオダモ モクセイ トネリコ 複葉 羽状 対生 鋸歯縁 小葉・長楕円形 小葉5～7枚 4 10

つきかた①属科樹種
葉の大きさ

基部その他葉身の形縁の形つきかた②切れ込み

付録②-2



✓ 地拵え・下刈り・除伐等を、必要最小限の整地や刈払いに止め、
前生稚樹や侵入した広葉樹を残すことにより、植栽樹種のほか、
有用広葉樹を含めた複数の樹種の生育を期待することができます。
✓ 現場において、有用広葉樹を見分けるための一例を紹介します。

３ 葉のつき方を見る②

５ 葉身の形を見る（一例）

葉身の切れ込みが深くなり複数の分断した
複数の葉（小葉）で一枚の葉を構成するもの

葉身

１ 葉のつき方を見る①

葉の本体が１枚の面
（葉身）からなる葉

葉縁にギザギザ（鋸歯）がない

枝に２枚ずつ対につく

４ 葉の縁の形を見る

枝に１枚ずつ互い違いにつく

葉縁にギザギザ（鋸歯）がある

掌状複葉 羽状複葉

全縁
ぜんえん

鋸歯縁
きょ し えん

互生
ごせい

対生
たいせい

単葉
たんよう

複葉
ふくよう

小葉
しょうよう

ようしん

葉身に切れ込み
がない葉

葉身に切れ込み
がある葉

不分裂葉
ふぶんれつよう

分裂葉
ぶんれつよう

２ 葉の分裂の有無を見る しょうじょうふくよう うじょうふくよう

小葉が掌状に１カ所
から出ているもの

小葉が羽状に並んで
いるもの

鋸葉
きょし

楕円形 倒卵形
三角形

ミズキ ホオノキ ウダイカンバ

ハート形 卵形楕円形 長楕円形 倒卵形

シラカンバ
オオヤマ
ザクラ

ブナ ケヤキ ミズナラ

※ 上表は、樹木の検索における一般的な流れをイメージ的に表したものです。

有用広葉樹の樹木検索表
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✓ 前ページのように、広葉樹を見分ける場合、一般には、
①葉のつき方が単葉か複葉か、②単葉なら不分裂葉か分裂葉か、
複葉なら掌状か羽状か、③葉が枝に互生、対生のどちらでついているか、
④葉の縁が全縁か鋸歯縁か、⑤葉身の形その他の特徴等で検索します。

✓ これらに従って、主な有用広葉樹を分類すると次のようになります。

広葉樹

単葉

不分裂葉 分裂葉 羽状複葉

【全縁】 【鋸歯縁】

●クスノキ科

クスノキ
タブノキ

●ブナ科

スダジイ

●ミズキ科

ミズキ

●モクレン科

コブシ
ホオノキ

●アオイ科

シナノキ

●ウコギ科

コシアブラ

●エゴノキ科

ハクウンボク

●カバノキ科

アサダ
ウダイカンバ
シラカンバ
ダケカンバ
ミズメ
アカシデ
イヌシデ
クマシデ

ケヤマハンノキ

ハンノキ

●バラ科

アズキナシ
ウワミズザクラ
エドヒガン
オオヤマザクラ
カスミザクラ
ヤマザクラ

●クワ科

ヤマグワ

●ニレ科

ケヤキ
ハルニレ

●ブナ科

クリ
アカガシ
アベマキ
アラカシ
イチイガシ
ウバメガシ
ウラジロガシ
カシワ
クヌギ
コナラ
ツクバネガシ
ミズナラ
ツブラジイ
イヌブナ
ブナ

●モチノキ科

アオハダ

●ヤナギ科

ドロヤナギ

●ムクロジ科

イタヤカエデ

●ムクロジ科

イロハモミジ
ウリハダカエデ
オオモミジ
コハウチワカエデ
ハウチワカエデ
ハナノキ
ヤマモミジ

●ムクロジ科

トチノキ
メグスリノキ

複葉

【全縁】

【鋸歯縁】 【鋸歯縁】

●マメ科

イヌエンジュ

【全縁】

【鋸歯縁】

●キリ科

キリ

（互生）

（対生）

（対生）

●カツラ科

カツラ

（対生）

●ウコギ科

ハリギリ

（互生）

（対生） （対生）

（互生）

●ミカン科

キハダ

●モクセイ科
シオジ
ヤチダモ
アオダモ

（対生）

（互生）

●クルミ科

オニグルミ
サワグルミ

掌状複葉

※ 分裂葉
（３～５浅裂）もあり

※ 上表の樹種は、付録②-2の（表）の樹種を、その特徴等で検索した結果を表しています。

（互生）
※樹木の中では

極めて少ない形態

有用広葉樹の樹木検索（総括分類表）
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●カバノキ科
ハンノキ属

ケヤマハンノキ

卵形
7～12cm

●カバノキ科
カバノキ属

ミズメ

卵形
5～10cm

●カバノキ科
カバノキ属

ウダイカンバ

ハート形
8～14cm

●エゴノキ科
エゴノキ属

ハクウンボク

円形
10～20cm

●ウコギ科
ウコギ属

コシアブラ

楕円形
10～20cm

●カバノキ科
アサダ属

アサダ

長楕円形
7～12cm

●ブナ科
シイノキ属

スダジイ

長楕円形
5～15cm

●キリ科
キリ属

キリ

●ミズキ科
ミズキ属

ミズキ

楕円形
6～15cm

●モクレン科
モクレン属

コブシ

倒卵形
6～13cm

不分裂葉 【全縁】

（互生） ●モクレン科
モクレン属

ホオノキ

倒卵形
20～40cm

（対生）

●アオイ科
シナノキ属

シナノキ

ハート形
4～8cm

不分裂葉 【鋸歯縁】

（互生）
●カバノキ科

カバノキ属

シラカンバ

三角形
5～7cm

●カバノキ科
カバノキ属

ダケカンバ

ハート形
5～10cm

●カバノキ科
クマシデ属

アカシデ

卵形
4～7cm

●カバノキ科
クマシデ属

イヌシデ

卵形
4～8cm

卵形
15～30cm

●クスノキ科
クスノキ属

クスノキ

卵形
6～10cm

●クスノキ科
タブノキ属

タブノキ

倒卵形
8～15cm

※ 不分裂又は
分裂（３～５浅裂）

※ 葉の画像は、成木の葉の平均的な大きさを、樹種ごとに相対的に比較して表示しています。

有用広葉樹の樹木検索（個別表・単葉①）

付録②-5

●カバノキ科
クマシデ属

クマシデ

長楕円形
6～10cm



●ブナ科
コナラ属

ミズナラ

倒卵形
9～18cm

●ブナ科
コナラ属

カシワ

倒卵形
10～30cm

●ブナ科
コナラ属

ウラジロガシ

長楕円形
9～13cm

●ブナ科
コナラ属

ウバメガシ

倒卵形
3～6cm

●ブナ科
コナラ属

イチイガシ

長楕円形
9～15cm

●ブナ科
コナラ属

アラカシ

楕円形
7～13cm

●ブナ科
コナラ属

アベマキ

長楕円形
8～15cm

●バラ科
サクラ属

エドヒガン

倒卵形
6～12cm

●バラ科
サクラ属

ヤマザクラ

楕円形
8～12cm

●バラ科
アズキナシ属

アズキナシ

卵形
5～10cm

●クワ科
クワ属

ヤマグワ

卵形
8～12cm

●カバノキ科
ハンノキ属

ハンノキ

楕円形
6～13cm

●ブナ科
クリ属

クリ

長楕円形
7～20cm

●ブナ科
コナラ属

アカガシ

長楕円形
8～20cm

不分裂葉 【鋸歯縁】 （互生）

●ブナ科
コナラ属

クヌギ

長楕円形
8～15cm

●ブナ科
コナラ属

コナラ

倒卵形
6～15cm

●ブナ科
コナラ属

ツクバネガシ

長楕円形
6～10cm

●ブナ科
シイノキ属

ツブラジイ

楕円形
5～15cm

●ブナ科
ブナ属

イヌブナ

卵形
5～8cm

●バラ科
サクラ属

ウワミズザクラ

楕円形
5～10cm

●バラ科
サクラ属

オオヤマザクラ

楕円形
6～14cm

●バラ科
サクラ属

カスミザクラ

楕円形
6～14cm

●ニレ科
ニレ属

ハルニレ

長楕円形
3～12cm

●ニレ科
ケヤキ属

ケヤキ

長楕円形
3～10cm

※ 葉の画像は、成木の葉の平均的な大きさを、樹種ごとに相対的に比較して表示しています。

有用広葉樹の樹木検索（個別表・単葉②）
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●ムクロジ科
カエデ属

ハウチワカエデ

五角形
7～12cm

●ムクロジ科
カエデ属

コハウチワカエデ

五角形
6～8cm

●ムクロジ科
カエデ属

ハナノキ

三角形
5～12cm

●ムクロジ科
カエデ属

イロハモミジ

五角形
3～7cm

●ムクロジ科
カエデ属

イタヤカエデ

扁円形
5～10cm

●ヤナギ科
ヤマナラシ属

ドロヤナギ

楕円形
6～10cm

●モチノキ科
モチノキ属

アオハダ

卵形
4～7cm

●ブナ科
ブナ属

ブナ

卵形
5～8cm

不分裂葉 【鋸歯縁】

（互生）
●カツラ科

カツラ属

カツラ

ハート形
3～7cm

●ウコギ科
ハリギリ属

ハリギリ

扁円形
10～30cm

●ムクロジ科
カエデ属

オオモミジ

五角形
6～12cm

●ムクロジ科
カエデ属

ヤマモミジ

扁円形
5～10cm

（対生）

分裂葉 【全縁】

（対生） （互生）

分裂葉 【鋸歯縁】

分裂葉 【鋸歯縁】

（対生）

●ムクロジ科
カエデ属

ウリハダカエデ

五角形
10～16cm

※ 葉の画像は、成木の葉の平均的な大きさを、樹種ごとに相対的に比較して表示しています。

有用広葉樹の樹木検索（個別表・単葉③）

付録②-7



●ムクロジ科
カエデ属

メグスリノキ

小葉・長倒卵形
小葉6～10cm

●ムクロジ科
トチノキ属

トチノキ

小葉・長倒卵形
小葉5～7cm

掌状複葉 【鋸歯縁】

（対生）

●マメ科
イヌエンジュ属

イヌエンジュ

小葉・卵形
小葉4～7cm

●クルミ科
クルミ属

オニグルミ

小葉・長楕円形
小葉8〜18cm

●クルミ科
サワグルミ属

サワグルミ

小葉・長楕円形
小葉5～12cm

羽状複葉 【全縁】

（互生）

（互生）

羽状複葉 【鋸歯縁】

●モクセイ科
トネリコ属

シオジ

小葉・広倒披針形
小葉8～20cm

●モクセイ科
トネリコ属

アオダモ

小葉・長楕円形
小葉4～10cm

（対生）
●ミカン科

キハダ属

キハダ

小葉・長楕円形
小葉4～12cm

●モクセイ科
トネリコ属

ヤチダモ

小葉・長楕円形
小葉6～15cm

※ 葉の画像は、成木の葉の平均的な大きさを、樹種ごとに相対的に比較して表示しています。

※ 樹木の中では
極めて少ない形態

有用広葉樹の樹木検索（個別表・複葉）
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（参考１） 有用広葉樹の特性

付録②-9

ぼう芽 枝挿し 根廻し発根

ドロヤナギ ヤナギ ヤマナラシ 中群生（先駆） 羽状型 少 易 良 風 極早 陽

サワグルミ クルミ サワグルミ 点生 羽状型 少 難 - 風 早 中

ダケカンバ カバノキ カバノキ 大群生（先駆） 羽状型 （浅根） 少 - 不良 風 低凸型 陽

ウダイカンバ カバノキ カバノキ 大群生（先駆） 羽状型 （浅根） 少 - 不良 風 高凸型 陽

シラカンバ カバノキ カバノキ 大群生（先駆） 羽状型 （浅根） 少 難 不良 風 極早 陽

ミズメ カバノキ カバノキ 小群生～点生 箒状型 少 - - 風 やや遅 陽

ハンノキ カバノキ ハンノキ 中群生（先駆） 羽状型 （浅根） 中 難 良 風 早 陽

ブナ ブナ ブナ 大群生（極相） 箒状型 （浅根） 少 難 良 貯食 やや遅 陰

ミズナラ ブナ コナラ 中群生～点生 箒状型 （深根） 良 極難 良 貯食 高直型 中

コナラ ブナ コナラ 中群生 箒状型 （深根） 良 極難 良 貯食 早 陽

クリ ブナ クリ 点生 箒状型 （深根） 良 極難 不良 貯食 低直型 陽

ケヤキ ニレ ケヤキ 小群生～点生 箒状型 （深根） 少 難 良 風 中 中

カツラ カツラ カツラ 小群生～点生 羽状型 （深根） 中 難～中 良 貯食 中 中

ホオノキ モクレン モクレン 点生 羽状型 （中間） 良 難 良 貯食 早 中

ヤマザクラ バラ サクラ 点生 箒状型 （中間） 良 やや難 良 周食 やや早 陽

キハダ ミカン キハダ 小群生～点生 箒状型 （深根） 中 - 良 周食 低凸型 陽

イタヤカエデ ムクロジ カエデ 小群生～点生 箒状型 （浅根） 良 - 不良 風 やや遅 中

ヤマモミジ ムクロジ カエデ 小群生～点生 箒状型 （深根） 良 - 極不良 風 やや遅 中

トチノキ ムクロジ トチノキ 点生 箒状型 （中間） - 易 良 貯食 やや早 中

シナノキ アオイ シナノキ 小群生～点生 中間型 （浅根） 良 - 良 風 高凸型 中

ハリギリ ウコギ ハリギリ 点生 中間型 （深根） 少 易 良 周食 高直型 中

ミズキ ミズキ ミズキ 点生 羽状型 （浅根） 少 中～易 良 周食 早 陽

シオジ モクセイ トネリコ 小群生～点生 羽状型 （深根） - - 極不良 風 中 中

ヤチダモ モクセイ トネリコ 小群生～点生 羽状型 （深根） 良 - 極不良 風 高直型 中

樹種 科 属葉形 種子散布型成立特性 樹形 （根系型） 成長特性 耐陰性
ぼう芽性・発根性

出典：「多様な森林の育成と管理（河原輝彦・東京農業大学出版会）」（p.108表8-1の一部を抜粋・加工）



（参考２） 有用広葉樹の生育地形特性

出典：「多様な森林の育成と管理（河原輝彦・東京農業大学出版会）」（p.109表8-2を一部抜粋・加工）

付録②-10

地形区分

洪涵地
ドロヤナギ
（風散布）

谷底平地
ハルニレ
（風散布）

カツラ
（貯食型）

ヤチダモ
（風散布）

トチノキ
（貯食型）

ハンノキ
（風散布）

扇状地
ハルニレ
（風散布）

ヤチダモ
（風散布）

崖錐
オニグルミ
（貯食）

カツラ
（貯食型）

ケヤキ
（風散布）

山腹斜面下部
イタヤカエデ
（風散布）

シナノキ
（風散布）

山腹斜面
コナラ
（貯食型）

ホオノキ
（貯食型）

シナノキ
（風散布）

 ミズナラ
（貯食型）

山腹斜面台地
イヌエンジュ
（風散布）

キハダ
（周食型）

アサダ
（風型）

山腹斜面上部
 ミズナラ
（貯食型）

アサダ
（風型）

アオダモ
（風散布）

河岸段丘
 ミズナラ
（貯食型）

ハリギリ
（周食型）

コナラ
（貯食型）

火山性台地
ダケカンバ
（風散布）

ミズナラ
（貯食型）

カシワ
（貯食型）

海岸砂丘
カシワ
（貯食型）

泥炭地
ハンノキ
（風散布）

樹種名（種子散布型）

ケヤマハンノキ
（風散布）

ウダイカンバ
（風散布）

イタヤカエデ
（風散布）

ドロヤナギ
（風散布）

ヤマモミジ
（風散布）

サワグルミ
（風散布）

ヤマザクラ
（周食型）



【有用広葉樹の樹種】

「地域管理経営計画書別冊 管理経営の指針」（中部森林管理局）

【樹木検索の用語・方法等】

「有用広葉樹の稚幼樹の見分け方」（前橋営林局・全国林業改良普及協会）

「山渓ハンディ図鑑14増補改訂 樹木の葉」（林将之・山と渓谷社）

「葉で見分ける樹木 増補改訂版」（林将之・小学館）

「樹木検索くん」（WEBサイト）

「樹木図鑑」（北海道森林管理局駒ヶ岳・大沼森林ふれあい推進センター）（WEBサイト）

「管内の樹木図鑑」（東北森林管理局技術普及課）（WEBサイト）

【樹木の特徴等】

「実用樹木要覧」（中島道郎ほか・朝倉書店）

「原色牧野日本植物図鑑コンパクト版１・２・３」（牧野富太郎・北隆館）

「ミニ植物図鑑」（四国森林管理局）（WEBサイト）

「広葉樹展示林図鑑」（九州森林管理局森林技術・支援センター）（WEBサイト）

有用広葉樹の樹木検索（参考資料）
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「多様な森林の育成と管理」（河原輝彦・東京農業大学出版会）

「国有林野事業における天然力を活用した施業実行マニュアル」
（林野庁国有林野部経営企画課）
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