
湖南地域森林計画変更の概要 

資料１－３ 

【湖南計画区】 

変更計画事項 

１ 計画の対象となる森林の区域に関する事項（計画書 P7、P60） 

 （総数面積） 

  現況     変更前  ８９，３１４ha 

変更後  ８９，２８９ha   （     ２５ha 減） 

  増減理由：林地開発等に伴う面積の減 

 （総数蓄積） 

  現況     変更前  １５，１４６千 m3 

         変更後  １５，２９４千 m3  （１４８千 m3 増） 

   増減理由：林齢増加に伴う蓄積の増 

 

２ 計画量等に関する事項（計画書 P36） 

 （主伐材積） 

  計画内容   変更なし    ３６８千 m3 

   

 （間伐材積） 

  計画内容   変更なし    ５５１千 m3 

   

 （人工造林面積） 

   計画内容   変更なし    １，３１３ha 

   

 （天然更新面積） 

   計画内容   変更なし       ５９０ha 

 

３ 林道の開設又は拡張に関する事項（計画書 P37） 

 （開設延長） 

  計画内容   変更なし       14.1 ㎞ 

（改良延長） 

  計画内容   変更前        45.2 ㎞ 

変更後        45.8 ㎞ （  0.6 ㎞の増） 

（舗装延長）  変更なし       45.3 ㎞ 

 

４ 実施すべき治山事業の数量に関する事項（計画書 P43） 

 （箇所数） 

  計画内容   変更前          195 箇所 

変更後         185 箇所 （   10 箇所減） 

  変更理由：実施箇所の見直しによる減  

 

 

 

 

 

 



湖北地域森林計画樹立の概要 

 

【湖北計画区】                                               資料１－４ 

 変更計画事項 

１ 計画の対象となる森林の区域に関する事項（計画書 P6、P62） 

 （総数面積） 

  現況     樹立前  ９４，８５１ha 

樹立後  ９４，８４８ha    （      3ha 減） 

  増減理由：林地開発等に伴う面積の減 

 （総数蓄積） 

  現況     樹立前  １８，９５１千 m3 

         樹立後  １９，２１３千 m3   （262 千 m3 増） 

  増減理由：林齢増加に伴う蓄積の増 

 

２ 計画量等に関する事項（計画書 P35） 

 （主伐材積） 

  計画内容   樹立前     ３７２千 m3 

         樹立後     ５７０千 m3 

 （間伐材積） 

  計画内容   樹立前      ７１７千 m3 

         樹立後          ７４８千 m3 

 （人工造林面積） 

   計画内容   樹立前      １，３８１ha 

         樹立後         ２，１８２ha 

 （天然更新面積） 

   計画内容   樹立前       ６２１ha 

樹立後       ８１０ha 

変更理由：資源量の増加伴う計画量の増 

 

３ 林道の開設又は拡張に関する事項（計画書 P36） 

 （開設延長） 

  計画内容   樹立前         48.5 ㎞ 

樹立後            46.9 ㎞（  1.6 ㎞の減） 

（改良延長） 

  計画内容   樹立前        76.7 ㎞ 

樹立後        76.6 ㎞（  0.1 ㎞の減） 

（舗装延長） 

  計画内容   樹立前        84.3 ㎞ 

樹立後        86.1 ㎞（  1.8 ㎞の増） 

 

４ 実施すべき治山事業の数量に関する事項（計画書 P46） 

 （箇所数） 

  計画内容   樹立前          181 箇所 

樹立後         184 箇所 （  3 箇所増） 

  変更理由：新たな荒廃地発生に伴う箇所の増 

 



森林・林業基本計画 

長期的かつ総合的な施策の方向・目標 

政府 

森林・林業基本法第１１条 

地域森林計画(10年計画 5年毎) 

・都道府県の森林関連施策の方向 

・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等 

・市町村森林計画等の規範 

都道府県知事 

森林法第５条 

市町村森林整備計画(10年計画 5年毎) 
・市町村が講ずる森林関連施策の方向 

・森林所有者が行う伐採、造林の指針等 

市町村 

森林法第１０条の５ 

森林経営計画(5年計画) 
・森林所有者または森林の経営を受けた者が 

  自発的に作成する具体的な伐採・ 

 造林等の実施に関する５年間の計画 

森林所有者また森林経営委託を受けた者 

森林法第１１条 

全国森林計画（15年計画 5年毎) 
・国の森林関連施策の方向 

・地域森林計画等の規範 

農林水産大臣 

森林法第４条 

国有林の地域別の森林計画 

・国有林の森林整備、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 

森林法第７条の２ 

資料１－５ 

即して 

即して 即して 

適合して 

適合して 

森林計画制度の体系図 



地域森林計画変更の概要 
森林法（抜粋） 
（地域森林計画）  
第五条  都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区に係る民有林につき、 
    五年ごとに、十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。  
 
２  地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
 一 その対象とする森林の区域  
 ニ 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に 
  関する基本的な事項  
 三 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項 
 四 造林面積その他造林に関する事項  
 五 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及び 
  その搬出方法その他林産物の搬出に関する事項  
 六 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項  
 七 保安林の整備、保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項  

３ 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のため
に必要な事項を定めるよう努めるものとする。 

５ 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、 
 地域森林計画を変更することができる。 



湖南地域森林計画 

Ｈ30～H39年度 

Ｈ24年度樹立計画 

Ｈ25～H34年度 

変更 

(H26.12) 

Ｈ32～H41年度 

Ｈ31年度（H31.12)

樹立予定 

Ｈ26年度樹立計画 

Ｈ27～H36年度 

地域森林計画樹立・変更の時期 

湖北地域森林計画 

樹立 

(H26.12) 

Ｈ29年度（H29.12)

樹立予定 



地域森林計画変更の概要 
 ※ 資料１－１~１－４参照。 
１ 計画の対象となる森林の区域  
（面積） 
【湖南】 ８９，２８９ha （２５ha減）P7参照 
【湖北】 ９４，８４８ha （ ３ha減）P7参照 
（蓄積） 
【湖南】１５，２９４千m3（１４８千m3増） 
【湖北】１９，２１３千m3（２６２千m3増） 
 
２ 伐採計画量等に関する事項 
【湖南】変更なし。 
【湖北】樹立により見直し。 
 （間伐材積）７４８千m3（３１千m3増） 
 
３ 林道の開設又は拡張に関する事項 
 （開設延長） 
【湖南】変更なし 
【湖北】４８．５ｋｍ→４６．９ｋｍ 
４ 実施すべき治山事業の数量 
【湖南】１８５箇所（１０箇所減） 
【湖北】１８４箇所（ ３箇所増） 
 ※ 数値は１０年計画の合計値。 
 
 


