安平町地域森林計画書

対照表

新計画（案）

旧計画

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

１

１

２

森林整備の現状と課題

森林整備の現状と課題

Ⅰの２の森林整備の基本的な事項を踏まえ、適切な森林整備方法により、人工造林
をすることとします。
（略）

Ⅰの２の森林整備の基本的な事項を踏まえ、適切な森林整備方法により、人工造林
をすることとします。
（略）

本町の総面積は２３,７１６ｈａで、森林面積は全てが民有林で９，５３８ｈａと
総面積の４０％を占めており、内訳は一般民有林６，４４２ｈａ、道有林３,０９６
ｈａとなっています。

本町の総面積は２３,７１６ｈａで、森林面積は全てが民有林で９，５５１ｈａと
総面積の４０％を占めており、内訳は一般民有林６，５１９ｈａ、道有林３,０９６
ｈａとなっています。
２ 森林整備の基本方針

森林整備の基本方針

（１）地域の目指すべき森林資源の姿

（１）地域の目指すべき森林資源の姿
森林の整備及び保全に当たっては、

（略）

森林の整備及び保全に当たっては、 （略） ～を設定します。

～を設定します。

さらに、
「水源涵養林」においては、水道取水施設上流部に位置し、水資源の安定供

さらに「水涵養林」においては水道取水施設上流部に位置し、水資源の安定供給の

給のために特に保全が求められる森林について「水資源保全ゾーン」、
「保健・文化機

ために特に保全が求められる森林について「水資源保全ゾーン」、また、
「保健・文化

能等維持林」においては、河川や湖沼周辺に位置し生物多様性保全の機能の発揮のた

機能等維持林」においては、河川や湖沼周辺に位置し生物多様性保全の機能の発揮の

めに特に保全が求められる森林について「生物多様性ゾーン（水辺林タイプ）
」及び貴

ために特に保全が求められる森林については「生物多様性ゾーン（水辺林タイプ）
」及

重な森林生態系を維持し特に保全が求められる森林について「生物多様性ゾーン（保

び貴重な森林生態系を維持し特に保全が求められる森林については「生物多様性ゾー

護地域タイプ）」を、
「木材等生産林」においては、森林資源の保続に配慮しつつ、多

ン（保護地域タイプ）」を

様な木材需要に応じた持続的、安定的な木材生産を可能とするため、伐採後に原則、
植栽による更新を行う森林について「特に効率的な施業が可能な森林」をそれぞれの
区域の中で重ねて設定します。
【森林の区域と森林整備の基本方針】

【森林の区域と森林整備の基本方針】

公益的機能別施業森林

公益的機能別施業森林

（略）

（略）
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それぞれの区域の中で重ねて設定します。

公益的機能別施業森林以外の森林
重視すべき機能

森林の区域

木材等生産林

木材等生産機能

特に効率的な施
業
が可能な森林

Ⅱ

公益的機能別施業森林以外の森林
望ましい森林の姿

森林の整備及び保全の基本方針

林木の生育に適した土壌を有し、木
材として利用する上で良好な樹木
により構成され、成長量が高い森林
であって、林道等の基盤施設が適切
に整備されている森林。

木材等の林産物を持続的、安定的かつ
効率的に供給する観点から、森林の健
全性を確保し、木材需要に応じた樹種、
径級の林木を生育させるための適切な
造林、保育及び間伐等を推進する。ま
た、将来にわたり育成単層林として維
持する森林については、主伐後の植栽
による確実な更新を行うとともに、施
業の集約化や機械化を通じた効率的な
整備を推進する。
特に木材等の林産物を持続的、安定
的かつ効率的に供給する観点から、森
林の健全性を確保し、木材需要に応じ
た樹種、径級の林木を生育させるため
の適切な造林、保育及び間伐等を推進
する。また、区域設定した人工林につ
いては、主伐後は原則、植栽による確
実な更新を行うとともに、施業の集約
化や機械化を通じた効率的な整備を推
進する。

特に林木の生育に適した土壌のほ
か、傾斜が緩やかであるなどの自然
条件を有し、木材として利用する上
で良好な樹木により構成され成長
量が高い森林であって、林道等の基
盤施設が適切に整備されている森
林。

重視すべき機能

木材等生産機能

２

Ⅱ

森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）

木材等生産林

木材等の林産物を持
続的、安定的かつ効率
的に供給する観点か
ら、森林の健全性を確
保し、木材需要に応じ
た樹種、径級の林木を
生育させるための適
切な造林、保育及び間
伐等を推進する。ま
た、施業の集団化や機
械化を通じた効率的
な整備についても併
せて推進する。

森林の整備に関する事項

第１

立木の伐採（主伐）の標準的な方法

森林の整備及び保全
の基本方針

望ましい森林の姿
林木の生育に適した土壌を有
し、木材として利用する上で良
好な樹木により構成され、成長
量が高い森林であって、林道等
の基盤施設が適切に整備され
ている森林。

森林の整備に関する事項

第１

森林の区域

森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法
次のとおり、立木の伐採（主伐）の標準的な方法を示します。

次のとおり、立木の伐採（主伐）の標準的な方法を示します。
（１）立木竹の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その方法について
は皆伐又は択伐によることとします。

（１）立木竹の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その方法について
は皆伐又は択伐によることとします。

ア

皆伐
（略）

ア 皆伐
（略）

イ

択伐

イ 択伐

択伐は、主伐のうち伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ
て、単木・帯状または樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行う
こととし、原則として材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による
場合にあっては４０％以下）とするよう努めることとします。
なお、択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林
分構造となるよう、一定の立木材積を維持することとし、適切な伐採率により一定の
立木材積を維持することとします。
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択伐は、主伐のうち伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ
て、単木・帯状または樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行う
こととし、原則として材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による
場合にあっては４０％以下）とするよう努めることとします。
なお、択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林
分構造となるよう、適切な伐採率による
こととします。

（２）主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に
配慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少な
くとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保します。
また、伐採作業に伴う林業機関の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、
伐採する区域の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森
林の更新及び森林の土地の保全への影響を極力抑えることとします。
伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することと
します。

（２）主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に
配慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少な
くとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとします。
また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定する
こととします。
また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定する
こととします。

（３）～（４）

（３）～（４）

（略）

（略）

３ その他必要な事項

３

その他必要な事項

（１）～（８）

（１）～（８）

（略）

（略）

（９）集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行すること
を目的として作設される仮施設をいい、規格は森林作業道と同等かそれ以下としま
す。土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、
積込みの作業等を行う場所をいい、集材路・土場は、使用後は原則植栽等により植
生の回復を促します。

第２

造林に関する事項

（新設）

第２

Ⅰの２の森林整備の基本的な事項を踏まえ、適切な森林整備方法により、人工造林
をすることとします。
１ 人工造林に関する事項

造林に関する事項

Ⅰの２の森林整備の基本的な事項を踏まえ、適切な森林整備方法により、人工造林
をすることとします。
１

（略）

人工造林に関する事項
（略）

（１）人工造林の対象樹種

（１）人工造林の対象樹種

（略）

（略）
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（２）人工造林の標準的な方法

（２）人工造林の標準的な方法

（略）

（略）

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針
植栽によらなければ適確な更新が困難な森林及びそれ以外の森林の伐採跡地にお
いての人工造林をすべき期間については、次のとおりとします。

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間

皆伐による伐採跡地については、林地の荒廃を防止し、裸地状態を早急に解消す

皆伐による伐採跡地については、林地の荒廃を防止し、裸地状態を早急に解消す

るため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内に人工

るため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内に人工

造林を実施し、更新を図ることとします。

造林を実施し、更新を図ることとします。
択伐による部分的な伐採跡地については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度

択伐による部分的な伐採跡地については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度

の初日から起算して５年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。

の初日から起算して５年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。

２ 天然更新に関する事項

２

天然更新に関する事項

（１）～（３）

（１）～（３）

（略）

（略）
３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

３

（１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

（新設）

主伐後の適確な更新を図るため、次の森林については原則として植栽によらなけれ

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

主伐後の適確な更新を図るため、天然更新が期待できない森林については「植栽に

ば適確な更新が困難な森林とし、植栽により更新を図ることとします。

よらなければ適確な更新が困難な森林」として定めます。

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準及び区域は、自然条件や森林の

なお、当該森林は、主として人工林を対象とするとともに、天然下種更新に必要な

有する機能の早期回復に対する地域住民等からの社会的要請などを勘案し、次のとお

母樹の賦存状況その他の自然条件や天然更新では対応し難い森林の早期回復に対す

り定めます。

る地域住民等からの社会的要請などを勘案して定めます。

①気象、地形、地質、土壌等の自然条件及び植生等により天然更新が期待できない森林

特にカラマツやトドマツなどの人工林資源の保続を図るとともに、第４の２におい

②早期に成林を目指す必要がある資源の循環利用を目的とした木材等生産林の人工林

て木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域に位置づけられている森林において

③水源涵養機能の早期回復が特に求められる水資源保全ゾーンの森林

確実かつ早期に更新を図るため当該ゾーンの人工林を以下のとおり指定します。

なお、天然更新が期待できない森林は、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得
る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲１００ｍ以内に存在せず、林床に
も更新樹種が存在しない森林を基本として定めます。
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（２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

（新設）

（略）

第４

公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

（略）

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

１

（略）

２

（略）

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当
該区域内における施業の方法

（１）区域の設定

公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

２

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当
該区域内における施業の方法

（１）区域の設定

材木の生育に適した森林、路網の整備状況等から効果的な施業が可能な森林、木材
材木の生育に適した森林、路網の整備状況等から効果的な施業が可能な森林、木

等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うこと

材等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行う

が適当と認められる森林など、木材の生産機能の維持増進を図る森林を別表１のとお

ことが適当と認められる森林など、木材の生産機能の維持増進を図る森林を別表１

り定めます。このうち、林地生産力や傾斜等の自然条件、林道等や集落からの距離等

のとおり定めます。

の社会的条件を勘案し、森林の一体性を踏まえつつ、特に効率的な森林施業が可能な
森林の区域を定めることとします。
なお、公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域につ
いては、重複を認めるものとします。

（２）施業の方法

（２）施業の方法
木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して、伐採時期の多様化・長伐期化を図

木材等生産機能の維持増進を図る森林については、森林の公益的機能の発揮に留意

るなど、生産目標に応じた林齢で伐採するものとし、人工林の主要な樹種の主伐時

しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整備を推進す

期については、次表を目安とします。

ることとし、多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材などの生産が可能となる

また、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林

資源構成となるよう、計画的な主伐と植栽による確実な更新に努めます。特に効率的

施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。

な森林施業が可能な森林の区域のうち人工林においては、原則として植栽による更新
を行うこととします。
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区域の設定の基準及び森林施業の方法に関する指針
森林の区域

区域の設定の基準

林木の生育に適した森林、路網の整備状況

木材等生産林

区域の設定の基準及び森林施業の方法に関する指針
森林の区域

森林施業の方法に関する指針

木材等の生産目標に応じた主伐の時期

区域の設定の基準

森林施業の方法に関する指針

林木の生育に適した森林、路網の整備状況等から 木材等の生産目標に応じた主伐の

等から効率的な施業が可能な森林など、木材 及び方法を定めるとともに、植栽による

効率的な施業が可能な森林など、木材等生産機

時期及び方法を定めるととも

等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条 確実な更新、保育及び間伐等を推進する

能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一

に、植栽による確実な更新、保

件等から一体として森林施業を行うことが適 ことを基本とし、森林施業集約化、路網

体として森林施業を行うことが適当と認められ

育及び間伐等を推進することを

当と認められる森林について、必要に応じて 整備や機械化等を通じた効率的な森林整

る森林について、必要に応じて林小班単位で定

基本とし、森林施業集約化、路

林小班単位で定める。

める。

網整備や機械化等を通じた効率

備を推進する。

木材等生産林
上記を踏まえ、かつ、人工林を中心とした

的な森林整備を推進する。

上記に加え、伐採後は、原則、植栽

林分構成であり、傾斜が比較的緩やかで路網 による更新を行う。
特に効率的な施業 からの距離が近い森林
が 可 能 な 森 林

第７

作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

第７

作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

１

（１）路網密度の水準及びシステム

（１）路網密度の水準

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度

の水準について、次のとおり定めます。

の水準について、次のとおり定めます。

6

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準
単位

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

路網密度：ｍ／ｈａ

単位 路網密度：ｍ／ｈａ
路網密度

区

分

路網密度

作業システム

区

分

作業システム

基幹路網

基幹路網

車両系作業
緩傾斜地（

０°～１５°）

車両系作業
１１０以上

３５以上

緩傾斜地（ ０°～１５°）

システム
車両系作業
中傾斜地（１５°～３０°）

２５以上

中傾斜地（１５°～３０°）

７５以上

２５以上

１５〈 〉以上

１５〈 〉以上

システム

架線系作業
）

３５以上

車両系作業
８５以上

システム
急傾斜地（３０°～

１００以上
システム

架線系作業
２０〈１５〉以上

２０〈１５〉以上

急傾斜地（３０°～

）

システム

システム

（注１）「車両系作業システム」とは、車両系の林業機械により林内の路網を移動しな

（注１）「車両系作業システム」とは、車両系の林業機械により林内の路網を移動し

がら木材を集積、運搬するシステム。グラップル、ウィンチ、フォワーダ等を活用。

ながら木材を集積、運搬するシステム。グラップル、ウィンチ、フォワーダ等を活用。

（注２）「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬

（注２）「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた

器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用。

搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用。

（注３）『急傾斜地』の＜ ＞書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層

（新設）

林へ誘導する森林における路網密度

（２）

作業システムに関する基本的な考え方

（２）

（略）

２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項
（１）

作業システムに関する基本的な考え方
（略）

２

基幹路網に関する事項

路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項

（１）

基幹路網に関する事項

ア

基幹路網の作設にかかる留意点
（略）

ア

基幹路網の作設にかかる留意
（略）

イ

基幹路網の整備計画
（略）

イ

基幹路網の整備計画
（略）
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【民有林・道有林】
開設／拡張

種
類

単位
区分

位

置

（市町村）

路
線
名

延長
及び
箇所数

利用
区域
面積

延長：km

前半５ヵ
年の計
画箇所

面積：ha
対
図
備考
番
号

【民有林・道有林】
開設／拡張

起点：

149

自
開設

動

林業

車

専用道

道

安平町

林
班
線

安平町
追分旭

3.5-2

該当なし

○
終点：
安平町
追分旭

8

種
類

単位 延長：km 面積：ha
区分

路
線
（市町村）
名
位 置

延長
及び
箇所数

利用
区域
面積

前半５ヵ
年の計
画箇所

対図
番号

備
考

