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千葉北部地域森林計画 新・旧対照表 

変更計画 現計画 

千葉北部地域森林計画変更計画書 

 

Ⅰ 【略】 

 

Ⅱ 計画の基本的事項 

【略】 

第１ 計画区の自然的、社会経済的背景 

１ 位置及び面積 

本計画区は、前掲の森林計画区の位置図のとおり、千葉県北部の市原市～長

南町～睦沢町～一宮町以北の28市13町1村を包括し、総土地面積は341,528ha

で県土面積の 66.2％を占めています。 

２～５ 【略】 

 

第２～第３ 【略】 

第４ 計画に当たっての基本的な考え方 

１ 計画の基本方針 

計画の推進に当たっては、「美しいちばの森林づくり」の取組を踏まえ、環

境的持続性、経済的持続性、社会的持続性のバランスを考慮しつつ、地域の

実情を踏まえた持続的森林管理を進めていくものとします。 

具体的には、「Ⅰの第３の２の(2) 美しいちばの森林づくりの新たな展開方

向」に沿って次のように進めていくものとします。 

(1) 美しい森林づくりの展開方向 

ア 統合的森林政策の推進 

○モニタリング等による地域森林管理システムの構築 

森林計画、森林整備、森林保全の各システムを平成23年度に統合したところ

ですが、一元化された森林関係の情報に、森林経営計画及び実施状況の反

映、その他森林関係情報の集積を進め、さらに、市町村が整備する林地台帳

との連携も踏まえたトータルで使いやすい地域森林管理システムの構築を目

指します。 

千葉北部地域森林計画変更計画書 

 

Ⅰ 【略】 

 

Ⅱ 計画の基本的事項 

【略】 

第１ 計画区の自然的、社会経済的背景 

１ 位置及び面積 

本計画区は、前掲の森林計画区の位置図のとおり、千葉県北部の市原市～長

南町～睦沢町～一宮町以北の27市14町1村を包括し、総土地面積は341,528ha

で県土面積の 66.2％を占めています。 

２～５ 【略】 

 

第２～第３ 【略】 

第４ 計画に当たっての基本的な考え方 

１ 計画の基本方針 

計画の推進に当たっては、「美しいちばの森林づくり」の取組を踏まえ、環

境的持続性、経済的持続性、社会的持続性のバランスを考慮しつつ、地域の実

情を踏まえた持続的森林管理を進めていくものとします。 

具体的には、7ページの「(2) 美しいちばの森林づくりの新たな展開方向」

に沿って次のように進めていくものとします。 

(1) 美しい森林づくりの展開方向 

ア 統合的森林政策の推進 

○モニタリング等による地域森林管理システムの構築 

森林計画、森林整備、森林保全の各システムを平成 23 年度に統合したとこ

ろですが、一元化された森林関係の情報に、森林経営計画及び実施状況の

反映、その他森林関係情報の集積を進め、トータルで使いやすい地域森林

管理システムの構築を目指します。 
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○地球温暖化防止や生物多様性の保全等を確保する森林管理の促進 

森林吸収量確保対策事業等、間伐の推進を図るとともに伐採跡地の適確な

更新を図り、また、一部人工林では混交林化を目指し、天然林については、主

に自然の力を活用することにより生物多様性の保全を確保するなど、期待され

る機能に応じた森林管理を進めていきます。 

○森林資源の総合的な循環利用の促進 

森林整備により増加が見込まれる間伐材等の有効利用や住宅、公共建築物

をはじめとした用材としての木材利用の推進を図り、森林資源の循環利用が促

進されるよう取組を進めます。 

イ～ウ 【略】 

(2)～(3) 【略】 

(4) 東日本大震災の復旧に向けた取組 

県では、緊急性の高い箇所から早急に復旧に着手するとともに、津波に対す

る海岸保安林の減災効果の検証と今後の海岸保安林の整備方針を定め、九

十九里浜を中心とした海岸保安林の再生と機能強化を森林行政の重要な課題

として取り組んでいます。 

また、林産物の放射性物質による汚染については、今後も定期的に林産物の

放射性物質検査を継続し、県産林産物の安全性の確保のため迅速な検査結

果の公表に努め、さらに出荷制限・自粛の解除に向けた検査や放射性物質低

減対策の実施、しいたけ原木の供給等、安全な林産物を生産するための取組

を進めています。 

２～４ 【略】 

 

Ⅲ 計 画 事 項 

第１ 【略】 

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

１ 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 

(1) 【略】 

(2) 森林の整備及び保全の基本方針 

【略】 

○地球温暖化防止や生物多様性の保全等を確保する森林管理の促進 

森林吸収量確保対策事業等、間伐の推進を図るとともに一部人工林では混

交林化を目指し、天然林については、主に自然の力を活用することにより生

物多様性の保全を確保するなど、期待される機能に応じた森林管理を進めて

いきます。 

○森林資源の総合的な循環利用の促進 

森林整備により増加が見込まれる間伐材の有効利用や住宅、公共建築物

をはじめとした用材としての木材利用の推進を図り、森林資源の循環利用が

促進されるよう取組を進めます。 

イ～ウ 【略】 

(2)～(3) 【略】 

(4) 東日本大震災の復旧に向けた取組 

県では、緊急性の高い箇所から早急に復旧に着手するとともに、津波に対す

る海岸保安林の減災効果の検証と今後の海岸保安林の整備方針を定め、九

十九里浜を中心とした海岸保安林の再生と機能強化を森林行政の重要な課題

として取り組んでいます。 

また、林産物の放射性物質による汚染については、今後も定期的に林産物の

放射性物質検査を継続し、県産林産物の安全性の確保のため迅速な検査結

果の公表に努め、さらに安全な林産物を生産するための取組を進めています。 

 

 

２～４ 【略】 

 

Ⅲ 計 画 事 項 

第１ 【略】 

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

１ 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 

(1) 【略】 

(2) 森林の整備及び保全の基本方針 

【略】 
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表－１５ 森林機能別の整備・保全の基本方針 

森林の有する

機能 
森林整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

養機能 

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を

促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とす

るとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分

散を図ることとします。また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、

水源地の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力

も活用した施業を推進することとします。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養
か ん よ う

の機能が十全

に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するこ

とを基本とします。 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を
考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進
することとします。また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、天然
力も活用した施業を推進することとします。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等に

おいて、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安

林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防

止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の

施設の設置を推進することを基本とします。 

快適環境形成

機能 
【略】 

保健・レクリエ

ーション機能 

県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民

のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を

推進することとします。 

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進

することとします。 

文化機能 【略】 

生物多様性保

全機能 

一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した

様々な生育段階や樹種から構成される森林が、バランス良く配置

表－１５ 森林機能別の整備・保全の基本方針 

森林の有する

機能 
森林整備及び保全の基本方針 

水 源 涵
かん

養 機

能 

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を

促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とす

るとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分

散を図ることとします。また、立地条件や県民のニーズ等に応じ、

天然力も活用した施業を推進することとします。 

 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養
か ん よ う

の機能が十全

に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するこ

とを基本とします。 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を
考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進
することとします。また、立地条件や県民のニーズ等に応じ、天然
力も活用した施業を推進することとします。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等に

おいて、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安

林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防止

や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施

設の設置を推進することを基本とします。 

快適環境形成

機能 
【略】 

保健・レクリエ

ーション機能 

県民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民

のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を

推進することとします。 

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進

することとします。 

文化機能 【略】 

生物多様性保

全機能 

一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に

適した様々な生育段階や樹種から構成される森林が、バランス良
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されていることを目指すものとします。 

特に、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森

林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林な

どの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多

様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとしま

す。 

木材等生産機

能 

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

ことを基本として、将来にわたり育成単層林として維持する森林で

は、主伐後の植栽等による確実な更新を行うこととします。この場

合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進するこ

とを基本とします。 

 

(3) 【略】 

２ 【略】 

 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 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。） 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の気

候、地形、地質、土壌等森林の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社会

的要請、車道等や集落からの距離などの社会的条件、施業制限の有無、地域の

素材生産の動向、野生生物の生息状況等を勘案して、立木竹の伐採に関する事

項を定めるものとします。 

(1)～(2) 【略】 

(3) その他必要な事項 

ア～イ 【略】 

ウ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の伐採 

原木林の胸高直径が10～16cmとなった段階で皆伐し、原木を収穫します。伐

採の時期は、成長休止期とし、伐期齢は15年程度とします。伐採位置は、更新

のたびに高くなるため、初回の伐採位置はできるだけ地面に近く地上5cm程度と

く配置されていることを目指すものとします。 

特に、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森

林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林な

どの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多

様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとしま

す。 

木材等生産機

能 

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

こととします。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的

な整備を推進することを基本とします。 

 

 

 

(3) 【略】 

２ 【略】 

 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する基本的事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の気

候、地形、土壌等森林の立地条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要

請、施業制限の有無、地域の素材生産の動向、野生生物の生息状況等を勘案し

て、立木竹の伐採に関する事項を定めるものとします。 

 

(1)～(2) 【略】 

(3) その他必要な事項 

ア～イ 【略】 

ウ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の伐採 

原木林の胸高直径が10～16cmとなった段階で皆伐し、原木を収穫します。伐

採の時期は、成長休止期とし、伐期齢は15年程度とします。伐採位置は、更新

のたびに高くなるため、初回の伐採位置はできるだけ地面に近く地上5cm程度と
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し、根株の腐朽を防ぐために切り口は多少傾斜をつけ、水切りを良くします。ぼう

芽枝は光を必要とするため、切り株には陽光が十分にあたるようにします。また、

林齢が高くなり、根株の直径が大きくなるほど、ぼう芽する能力が低下するので

注意が必要です。 

なお、伐採した原木を使用する場合は、放射性物質の検査を行う必要がありま

す。 

 

２ 造林に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の気

候、地形、地質、土壌等の森林の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社

会的要請、車道等や集落からの距離などの社会的条件、施業制限の有無、地域

の木材の利用状況、野生生物の生息状況等を勘案して造林に関する事項を定め

るものとします。 

(1) 人工造林に関する指針 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益

的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等

生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林に

おいて行うこととします。 

ア 【略】 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

森林の確実な更新を図ることを旨として、以下のとおり定めるものとします。 

(ｱ) 人工林の植栽本数 

植栽本数は、森林の確実な更新を図るため、木材生産又は防災など造林

の目的及び造林地の自然条件や樹種特性、既往の植栽本数などを勘案し

て、主要樹種について、次の表を参考に定めるものとします。 

なお、多様な森林づくりを進める観点及び効率的な施業実施の観点から、

機械化による低コスト作業を計画するヒノキの植栽本数は、確実な更新に配

慮の上、2,500 本／ha 以上するなど、技術合理性に基づき、柔軟な植栽本

数の選択について配慮することとします。 

また、しいたけ原木林においては、皆伐後に他の樹種が優占する場合に

は、コナラ・クヌギの苗木を、ぼう芽枝を含めて3,000本／haとなるように植栽

し、根株の腐朽を防ぐために切り口は多少傾斜をつけ、水切りを良くします。ま

た、ぼう芽枝は光を必要とするため、切り株には陽光が十分にあたるようにしま

す。なお、林齢が高くなり、根株の直径が大きくなるほど、ぼう芽する能力が低下

するので注意が必要です。 

 

 

 

２ 造林に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の地

形、土壌等の森林の立地条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、施

業制限の有無、地域の木材の利用状況等を勘案して造林に関する事項を定める

ものとします。 

 

(1) 人工造林に関する指針 

 

 

 

 

ア 【略】 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

森林の確実な更新を図ることを旨として、以下のとおり定めるものとします。 

(ｱ) 人工林の植栽本数 

植栽本数は、森林の確実な更新を図るため、木材生産又は防災など造林

の目的及び造林地の自然条件や樹種特性、既往の植栽本数などを勘案し

て、主要樹種について、次の表を参考に定めるものとします。 

なお、多様な森林づくりを進める観点及び効率的な施業実施の観点から、

技術合理性に基づき、柔軟な植栽本数の選択について配慮することとしま

す。 

 

しいたけ原木林においては、皆伐後に他の樹種が優占する場合には、コ

ナラ・クヌギの苗木 3,000 本／ha、植栽することとします。 
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することとします。 

樹  種 仕立て方法 1ha当たり植栽本数 

ス   ギ 
【略】 

ヒ ノ キ 

 

(ｲ) 【略】 

(ｳ) 人工造林等の標準的な方法 

① 【略】 

② 植付け方法 

土壌、気候その他の自然条件、苗木の特性及び既往の植付け方法を勘

案して定めるとともに、適期に植え付けるものとします。 

ウ 【略】 

(2) 天然更新に関する指針 

【略】 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

適地適木を旨として、自然条件、周辺環境等を勘案し、本計画区において

は天然更新樹種を下記のとおり定めます。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、ヤマザクラ、ウワミズザクラ、イヌザ

クラ、オオシマザクラ、イイギリ、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、クマ

ノミズキ、ホオノキ、カエデ類、マツ類、スダジイ、マテバシイ、シラカシ、ウラ

ジロガシ、アラカシ、アカガシ、ヤブニッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ、

スギ、ヒノキ、モミ等、将来高木となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しう

る樹種 

なお、ぼう芽力は樹種によって著しい差異があることから、ぼう芽更新を行う

ことができる林分はぼう芽力の強い下記の樹種で構成されている林分としま

す。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、ヤマザクラ、ウワミズザクラ、イヌザ

クラ、オオシマザクラ、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、ホオノキ、カ

エデ類、スダジイ、マテバシイ、シラカシ、ウラジロガシ、アラカシ、アカガ

シ、ヤブニッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ等、将来高木となり林冠（森

林上部の葉群層）を構成しうる樹種 

 

樹  種 仕立て方法 1ha当たり植栽本数 

ス   ギ 
【略】 

ヒ ノ キ 

 

(ｲ) 【略】 

(ｳ) 人工造林等の標準的な方法 

① 【略】 

② 植付け方法 

土壌、気候その他の立地条件、苗木の特性及び既往の植付け方法を勘

案して定めるとともに、適期に植え付けるものとします。 

ウ 【略】 

(2) 天然更新に関する指針 

【略】 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

適地適木を旨として、立地条件、周辺環境等を勘案し、本計画区において

は天然更新樹種を下記のとおり定めます。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、ヤマザクラ、ウワミズザクラ、イヌザ

クラ、オオシマザクラ、イイギリ、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、クマ

ノミズキ、ホオノキ、カエデ類、マツ類、スダジイ、マテバシイ、シラカシ、ウラ

ジロガシ、アラカシ、アカガシ、ヤブニッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ、

スギ、ヒノキ、モミ等、将来高木となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しう

る樹種 

なお、ぼう芽力は樹種によって著しい差異があることから、ぼう芽更新を行う

ことができる林分はぼう芽力の強い下記の樹種で構成されている林分としま

す。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、ヤマザクラ、ウワミズザクラ、イヌザ

クラ、オオシマザクラ、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、ホオノキ、カ

エデ類、スダジイ、マテバシイ、シラカシ、ウラジロガシ、アラカシ、アカガ

シ、ヤブニッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ等、将来高木となり林冠（森

林上部の葉群層）を構成しうる樹種 
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また、ぼう芽更新に適する樹齢は、成長が旺盛な幼齢木から壮齢木までの

範囲であり、老齢木でのぼう芽更新は期待できないことに留意します。伐採に

適した時期は樹液の流動が休止している 11 月から 3 月の間とします。 

イ～ウ 【略】 

(3) 【略】 

(4) その他必要な事項 

ア 野生鳥獣の被害対策 

既往の野生鳥獣の被害状況等から、造林木等への被害が予想される場合

は、「Ⅲの第４の３の（1）鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内におけ

る鳥獣害の防止の方法に関する方針」及び同「４の(2)鳥獣害対策の方針」に

より対策を講じるものとします。 

イ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の更新  

立木密度が2,000本／ha、胸高直径が10～16cmの幹がまっすぐで枝分かれ

の少ない林を目指します。 

更新方法は、皆伐によるぼう芽更新とし、皆伐後に他の樹種が優占する場合

には、前述のとおり、コナラ・クヌギの苗木を、ぼう芽枝を含めて3,000本／haと

なるように植栽することとします。 

 

３ 間伐及び保育に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、森林に対する

社会的要請、車道等や集落からの距離などの社会的条件、市町村内の森林資源

の構成及び間伐・保育の実施状況を勘案して間伐及び保育に関する事項を定め

るものとします。 

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

【略】 

ア～イ 【略】 

ウ 間伐率 

第2回目以降の間伐率は、材積に係る伐採率が35％以下であり、かつ、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おおむね５年後におい

て、その森林の樹幹疎密度が10分の８以上に回復することが確実であると認め

られる範囲で実施することとします。 

また、ぼう芽更新に適する樹齢は、成長が旺盛な幼齢木から壮齢木までの

範囲であり、老齢木でのぼう芽更新は期待できないことに留意します。伐採に

適した時期は樹液の流動が休止している 11 月から 3 月の間とします。 

イ～ウ 【略】 

(3) 【略】 

(4) その他必要な事項 

ア 野生鳥獣の被害対策 

既往の野生鳥獣の被害状況等から、造林木への被害が予想される場合

は、現地の状況に応じて、防護柵の設置や忌避剤の散布、食害防止チュー

ブの設置などの被害防止対策を講じるものとします。 

 

イ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の更新  

立木密度が2,000本／ha、胸高直径が10～16cmの幹がまっすぐで枝分かれ

の少ない林を目指します。 

更新方法は、皆伐によるぼう芽更新とし、皆伐後に他の樹種が優占する場合

には、前述のとおり、コナラ・クヌギの苗木を3,000本／ha、植栽することとしま

す。 

 

３ 間伐及び保育に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、森林に対する

社会的要請、市町村内の森林資源の構成及び間伐・保育の実施状況を勘案して

間伐及び保育に関する事項を定めるものとします。 

 

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

【略】 

ア～イ 【略】 

ウ 間伐率 

第2回目以降の間伐率は、原則として、次に示す林分密度管理図及び仕立て

方法別の間伐を実施すべき森林の収量比数によって求められる間伐材積を基

に決定することとします。 

ただし、間伐対象林分の立木本数が著しく多い場合は、2～3年間隔の間伐
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ただし、間伐対象林分の立木本数が著しく多い場合は、2～3年間隔の間伐

を繰返し、適正本数に誘導するよう間伐率を調整することとします。 

 

 

樹種 施業体系 
間 伐 林 齢 (年) 

初 回 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 備考 

スギ 

植栽本数3,000本/ha 

【略】 

生産目標:柱材等 

生産目標:大径材 

ヒノキ 

植栽本数4,000本/ha 

生産目標:柱材等 

生産目標:大径材 

注） 【略】 

(2)～(3) 【略】 

 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

【略】 

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法

に関する指針 

公益的機能別施業森林は、「Ⅲの第２の１の(1)に示す森林の有する機能」の

うち「水源涵養
か ん よ う

機能」、「山地災害防止／土壌保全機能」、「快適環境形成機

能」、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」、及び「生物多様性保全機能」

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とします。 

なお、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」、「生物多様性保全機能」の

３機能を併せて｢保健文化機能｣として区分することとします。 

ア 区域の設定の基準 

保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、対象森林

に関する自然条件及び社会的条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能

別調査実施要領の制定について」（昭和52年1月18日付け52林野計第532

号林野庁長官通知）に基づく評価区分をいう。）等を参考に、以下のとおり基

準を定めることとします。 

を繰返し、適正本数に誘導するよう間伐率を調整することとします。 

・南関東・東海地方スギ林分密度管理図 

・サンブスギ林分密度管理図 

・関東・中部地方ヒノキ林分密度管理図 

樹種 施業体系 
間 伐 林 齢 (年) 

初 回 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 備考 

スギ 

植栽本数3,000本/ha 

【略】 

生産目標:柱材等 

生産目標:大径材 

ヒノキ 

植栽本数4,000本/ha 

生産目標:柱材等 

生産目標:大径材 

注） 【略】 

(2)～(3) 【略】 

 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

【略】 

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域における施業の方法に

関する指針 

公益的機能別施業森林は、25 ページの「第２の１の(1)に示す森林の有する

機能」のうち「水源涵養
か ん よ う

機能」、「山地災害防止／土壌保全機能」、「快適環境

形成機能」、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」、及び「生物多様性保

全機能」の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とします。 

なお、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」、「生物多様性保全機能」の

３機能を併せて｢保健文化機能｣として区分することとします。 

ア 区域の設定の基準に関する指針 

保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、森林の立地

条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要領の制定につい

て」（昭和 52 年 1 月 18 日付け 52 林野計第 532 号林野庁長官通知）に基づく

評価区分をいう。）等を参考に、以下のとおり基準を定めることとします。 
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(ｱ)～(ｲ) 【略】 

イ 施業の方法に関する指針 

【略】 

(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

の基準及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

ア 【略】 

イ 施業の方法に関する指針 

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ます。 

この場合、森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、森林施業の集約化、路

網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとします。 

(3) 【略】 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域

の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮するものとします。また、木材の搬出

を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ

効率的に実施するため、次の表に示す「林道」、「林業専用道」、「森林作業道」

からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システ

ムに対応したものとします。 

区 分 規  格 ・ 構  造 

基

幹

路

網 

林 道 

【略】 林業 

専用道 

森林作業道 

なお、林道の開設量については、森林の有する公益的機能の別に応じて当

該公益的機能の維持増進を図るため、路網の骨格としての機能や森林施業の

効率的な実施を確保する観点から、「Ⅲの第６の４林道の開設及び拡張に関す

(ｱ)～(ｲ) 【略】 

イ 森林施業の方法に関する指針 

【略】 

(2) 木材の生産機能の維持増進を図る森林の区域の基準及び当該区域における

森林施業の方法に関する指針 

ア 【略】 

イ 森林施業の方法に関する指針 

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ことを基本とします。 

この場合、森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、森林施業の集約化、路

網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとします。 

(3) 【略】 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域

の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮するものとします。また、木材の搬出

を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ

効率的に実施するため、次の表に示す「林道」、「林業専用道」、「森林作業道」

からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システ

ムに対応したものとします。 

区 分 規  格 ・ 構  造 

基

幹

路

網 

林 道 

【略】 林業 

専用道 

森林作業道 

なお、林道の開設量については、森林の有する公益的機能の別に応じて当

該公益的機能の維持増進を図るため、路網の骨格としての機能や森林施業の

効率的な実施を確保する観点から、49 ページの「第６の４」のとおり計画します
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る計画」のとおり計画します。また、林道の開設に当たっては、森林の利用形態

や地形・地質等に応じた丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、

自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林

を主体に整備を進めるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進すること

とします。 

さらに、基幹路網の安全な通行の確保及び施設の被災防止等を図るため、維持

管理に努めるとともに、必要に応じ改良等を行い、森林整備の推進に資する路網

を整備します。 

 

基幹路網の現状（林道・林業専用道） 

区  分 路線数 延長(km) 

基幹路網 
【略】 

  うち林業専用道 

 

(2) 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

ムの基本的な考え方 

森林の利用形態、地形・地質に応じた高性能林業機械の導入により、

特に林産物の搬出方法等、低コストで効率的な作業システムについて、

下表を目安とした基幹路網及び森林作業道を適切に組み合わせた路網

整備（既設路網の改良を含む。）を計画的に推進します。 

また、本計画対象森林内の公道（国、県、市町村道、農道等（幅員3.0

ｍ以上の道路））及び既設林道の延長を計測した結果、下表の基幹路網

の路網密度を超えている市町村については、高性能林業機械を使用した

効率的な作業システム等に必要な森林作業道の計画を推進します。 

 

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準 

区   分 作業システム 
路網密度（m/ha) 

  基幹路網 

緩傾斜地（ 0°～15°） 

【略】 中傾斜地（15°～30°） 

急傾斜地（30°～35°） 

。また、林道の開設に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じた丈

夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、森林施業の優先順位に応じ

た整備を推進することとします。 

 

 

さらに、基幹路網の安全な通行の確保及び施設の被災防止等を図るため、維持

管理に努めるとともに、必要に応じ改良等を行い、森林整備の推進に資する路網

を整備します。 

 

基幹路網の現状（林道・林業専用道） 

区  分 路線数 延長(km) 

基幹路網 
【略】 

  うち林業専用道 

 

(2) 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

ムの基本的な考え方 

森林の利用形態、地形・地質に応じた高性能林業機械の導入により、

特に林産物の搬出方法等、低コストで効率的な作業システムについて、

下表を目安とした基幹路網及び森林作業道を適切に組み合わせた路網

整備を計画的に推進します。 

また、本計画対象森林内の公道（国、県、市町村道、農道等（幅員3.0

ｍ以上の道路））及び既設林道の延長を計測した結果、下表の基幹路網

の路網密度を超えている市町村については、高性能林業機械を使用した

効率的な作業システム等に必要な森林作業道の計画を推進します。 

 

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準 

区   分 作業システム 
路網密度（m/ha) 

  基幹路網 

緩傾斜地（ 0°～15°） 

【略】 中傾斜地（15°～30°） 

急傾斜地（30°～35°） 
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急 峻 地（35°～    ） 

 

(3)～(6) 【略】 

 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林

施業の合理化に関する事項 

【略】 

(1) 【略】 

(2) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

ア 林業事業体の体質強化 

「林業労働力の確保の促進に関する法律」（平成 8 年 5 月 24 日法律第

45 号）に基づき、知事が指定する林業労働力確保支援センターを中核とし

て、雇用管理の改善及び事業の合理化を推進する意欲及び能力を備えた

林業事業体を認定事業主として認定し、林業機械の導入や森林施業プラ

ンナーの育成の支援等、効果的な支援措置を実施することとします。 

また、地域林業の核となりうる森林組合を始めとした林業事業体を育成す

るため、経営の多角化、協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進す

ることとします。 

イ 林業従事者の養成・確保 

林業従事者の養成・確保を図るには、従事者を雇用する林業事業体の

経営基盤の強化と就労環境の改善が重要です。また、新規就業の円滑化

を図るため、就労相談会や就労に必要な基本的な知識・技術の講習会の

開催、さらに、技能・技術の習得のための計画的な研修の実施による林業

就業者のキャリア形成を支援することが必要です。 

このため、千葉県林業労働力確保支援センターを中心に次の事項に取り

組むこととします。 

① 雇用管理者の選任や就業規則の整備等による雇用管理の改善 

② 雇用に関する文書交付等による雇用関係の明確化 

③ 通年雇用の促進、月給制導入等による雇用の安定化 

④ 通年雇用を通じた賃金水準のアップと社会保険の加入促進、年次有

給休暇の取得促進等の他産業並の労働条件の改善 

急 峻 地（35°～    ） 

 

(3)～(6) 【略】 

 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林

施業の合理化に関する事項 

【略】 

(1) 【略】 

(2) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

ア 林業事業体の体質強化 

「林業労働力の確保の促進に関する法律」（平成 8 年 5 月 24 日法律第

45 号）に基づき、知事が指定する林業労働力確保支援センターを中核とし

て、雇用管理の改善及び事業の合理化を推進する意欲及び能力を備えた

林業事業体を認定事業主として認定し、効果的な支援措置を実施すること

とします。 

また、地域林業の核となりうる森林組合を始めとした林業事業体を育成す

るため、経営の多角化、協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進す

ることとします。 

イ 林業従事者の養成・確保 

林業従事者の養成・確保を図るには、従事者を雇用する林業事業体の

経営基盤の強化と就労環境の改善が重要です。また、新規就業の円滑化

を図るため、就労相談会や就労に必要な基本的な知識・技術の講習会の

開催、さらに、技能・技術の習得のための計画的な研修の実施による林業

就業者のキャリア形成を支援することが必要です。 

このため、千葉県林業労働力確保支援センターを中心に次の事項に取り

組むこととします。 

① 雇用管理者の選任や就業規則の整備等による雇用管理の改善 

② 雇用に関する文書交付等による雇用関係の明確化 

③ 通年雇用の促進、月給制導入等による雇用の安定化 

④ 通年雇用を通じた賃金水準のアップと社会保険の加入促進、年次有

給休暇の取得促進等の他産業並の労働条件の改善 
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⑤ 就労希望者に対する相談 

⑥ 現場技能者の育成 

⑦ 林業事業体の組織強化の推進 

これに併せて、千葉県林業サービスセンターにおいては、安全衛生教育

を通じて労働安全衛生対策の向上を図るとともに、林業機械のほか各種資

格取得の研修や、幅広い技術講習の開催により、林業技術の向上と新たな

林業技術者の養成に努めることとします。 

ウ～エ 【略】 

(3)～(4) 【略】 

 

７ 林産物の利用促進及びそのための施設の整備に関する事項 

持続可能な森林資源の循環を図っていくためには、「Ⅲの第３の６の委託を受け

て行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化

に関する事項」により森林施業の合理化を進めていきますが、併せて、生産された

木材の流通・加工体制の整備等を行い、適切な木材の利用促進を図っていく必

要があります。そのために計画的でコストの削減を目指した木材生産を推進し、供

給者と需要者との協定等により安定した受給体制の整備に努めるものとします。 

今後、森林整備により供給される間伐材等の利用を推進するため、木造住宅等

への安定した供給体制の整備、公共建築物等における木材利用体制の整備、木

質バイオマスの利用拡大等を目指します。また、新規用途開発された木質部材や

木材製品等による新たな県産木材の需要拡大に努めます。併せて、放射性物質

で汚染され供給が減少した県外からのしいたけ原木を補うため、県内での供給体

制の整備を目指すこととします。 

(1)～(2) 【略】 

(3) 木質バイオマスの利用拡大 

未利用森林資源（間伐材、低質材、被害材、林地残材等）の積極的な利用を

図るため、供給者側と需要者側の協定等による安定した木材供給により、チッ

プや木質ペレット、ボイラーへの熱源やバイオマス発電等への利活用につい

て、関係機関との連携を図り、木質バイオマスの利用拡大に努めるものとしま

す。 

(4)～(7) 【略】 

⑤ 就労希望者に対する相談 

⑥ 現場技能者の育成 

⑦ 林業事業体の組織強化の推進 

これに併せて、千葉県林業サービスセンターにおいては、安全衛生教育

を通じて労働安全衛生対策の向上を図るとともに、幅広い技術講習の開催

により、林業技術の向上と新たな林業技術者の養成に努めることとします。 

 

ウ～エ 【略】 

(3)～(4) 【略】 

 

７ 林産物の利用促進及びそのための施設の整備に関する事項 

持続可能な森林資源の循環を図っていくためには、40 ページの「第３の６の委託

を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の

合理化に関する事項」により森林施業の合理化を進めていきますが、併せて、生

産された木材の流通・加工体制の整備等を行い、適切な木材の利用促進を図っ

ていく必要があります。そのために計画的でコストの削減を目指した木材生産を推

進し、供給者と需要者との協定等により安定した受給体制の整備に努めるものとし

ます。 

今後、森林整備により供給される間伐材の利用を推進するため、木造住宅等へ

の安定した供給体制の整備、公共建築物等における木材利用体制の整備、木質

バイオマスの利用拡大等を目指します。併せて、放射性物質で汚染され供給が減

少した県外からのしいたけ原木を補うため、県内での供給体制の整備を目指すこ

ととします。 

(1)～(2) 【略】 

(3) 木質バイオマスの利用拡大 

供給者側と需要者側の協定等による安定した木材供給により、チップや木質

ペレット、薪などの直接利用やこれらによるエネルギー利用について、関係機

関との連携を図り、木質バイオマスの利用拡大に努めるものとします。 

 

 

(4)～(7) 【略】 
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第４ 森林の保全に関する事項 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

(1)～(3) 【略】 

(4) その他必要な事項 

林地開発許可等により一時的に転用（砂利採取、残土埋立等）された森林に

おいては、「Ⅰの第３の１の(2) 目指すべき森林と森林づくりの方向性（表-1・

2）」、「Ⅲの第２の１の(1)の各機能の発揮の上から望ましい森林の姿」及び「Ⅲ

の第３の２ 造林に関する事項」等を踏まえ、県が作成した千葉県林地開発行

為等に関する緑化技術指針（平成 22 年 10 月）に従い確実に緑化を実施する

ことにより、森林の持つ公益的機能の早期回復と維持に努めることとします。 

 

２ 保安施設に関する事項 

(1) 【略】 

(2) 保安施設地区の指定に関する方針 

【略】 

(3) 治山事業の実施に関する方針 

県民の安全・安心の確保を図る観点から、豪雨、地震、津波等の災害に強い

地域づくりを進めるため、事前防災・減災の考え方に立ち、緊急かつ計画的な

実施を必要とする荒廃地や海岸県有保安林等を対象として、山腹工、渓間工

等の治山施設の整備、海岸県有保安林の整備を計画的に推進することとしま

す。この際、土砂防備等の機能の十分な発揮を図る観点から、保安林の配備

による伐採等の規制措置と治山事業の実施の一体的な運用等に努めます。 

また、海岸県有保安林については、松くい虫被害や過湿による疎林化が増加

していることに加え、東日本大震災に伴う津波による被害を受けたことから、津

波に対する減災効果をより高める整備を含め、海岸県有保安林の再生・整備に

努めます。 

(4)～(5) 【略】 

 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

(1) 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

に関する方針 

第４ 森林の保全に関する事項 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

(1)～(3) 【略】 

(4) その他必要な事項 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

２ 保安施設に関する事項 

(1) 【略】 

(2) 保安施設地区に関する方針 

【略】 

(3) 治山事業に関する方針 

県民の安全・安心の確保を図る観点から、豪雨、地震、津波等の災害に強い

地域づくりを進めるため、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地や海岸県

有保安林等を対象として、山腹工、渓間工等の治山施設の整備、海岸県有保

安林の整備を計画的に推進することとします。 

 

 

特に、海岸県有保安林については、松くい虫被害や過湿による疎林化が増

加していることに加え、東日本大震災に伴う津波による被害を受けたことから、

津波に対する減災効果をより高める整備を含め、海岸県有保安林の再生・整

備に努めます。 

(4)～(5) 【略】 
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ア 区域設定の基準 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成 28 年 10 月 20

日付け 28 林整研第 180 号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカを主とし

て、区域の対象とする鳥獣の別に設定することとします。この際、当該鳥獣に

よる森林被害の状況を把握できる全国共通のデータ及び当該鳥獣の生息に

関するデータに基づき、千葉県第二種特定鳥獣管理計画等を踏まえて、鳥

獣害を防止するための措置を実施すべき森林について、林班を単位として区

域を設定します。 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、対象とする鳥獣

の別に、現地の状況に応じて、防護柵の設置や忌避剤の散布、食害防止チ

ューブの設置等、当該対象鳥獣による被害を防止するために効果を有すると

考えられる植栽木の保護措置又は捕獲による鳥獣害防止対策を、千葉県野

生鳥獣対策本部や関係行政機関等と連携し、推進することとします。 

また、その際、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携・調整に努め

ることとします。 

(2) その他必要な事項 

鳥獣害の防止の方法の実施状況の確認に当たっては、各種会議の場等を通

じて鳥獣害の情報を地域で共有するとともに、必要に応じて森林経営計画認

定森林所有者等から報告や現地の状況の分かる写真の提出を求める等、日頃

から状況の把握に努めることとします。 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護等に関する事項 

(1) 【略】 

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針（３に揚げる事項を除く。） 

野生鳥獣による諸被害の防止を図るため、被害の早期発見に努め、被害状

況・地形等現地の状況等に応じて、適切な被害防止対策を講ずるものとしま

す。 

また、千葉県鳥獣保護管理事業計画や千葉県第二種特定鳥獣管理計画及

びこれらに基づく野生鳥獣の生息数や被害のモニタリング調査等を踏まえて、

千葉県野生鳥獣対策本部の取組との連携を図り、人工林の長伐期化、伐採面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 森林の保護等に関する事項 

(1) 【略】 

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針 

野生鳥獣による諸被害の防止を図るため、被害の早期発見に努め、被害状

況・地形等現地の状況等に応じて、防護柵設置等の被害防止対策を講ずるも

のとします。 

また、千葉県鳥獣保護事業計画や千葉県特定鳥獣保護管理計画及びこれら

に基づく野生鳥獣の生息数や被害のモニタリング調査等を踏まえた千葉県野

生鳥獣対策本部の取組との連携を図り、人工林の長伐期化、伐採面積の細分
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積の細分化や複層林・混交林化及び林縁・竹林整備などの方法により、野生

鳥獣の生息環境整備を考慮した被害防止対策を適時適切に実施します。 

(3)～(4) 【略】 

 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

１ 【略】 

２ その他保健機能森林の整備に関する事項 

(1) 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針 

【略】 

(2)～(3) 【略】 

 

第６ 計画量等 

１～４ 【略】 

５ 保安林の整備及び治山事業に関する計画 

(1)～(3) 【略】 

６ 【略】 

 

第７ その他必要な事項 

１ 保安林その他制限林の施業方法 

【略】 

２ 【略】 

化や複層林・混交林化及び林縁・竹林整備などの方法により、野生鳥獣の生

息環境整備を考慮した被害防止対策を適時適切に実施します。 

(3)～(4) 【略】 

 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

１ 【略】 

２ その他保健機能森林の整備に関する事項 

(1) 保健機能森林の区域内における施業の方法に関する指針 

【略】 

(2)～(3) 【略】 

 

第６ 計画量等 

１～４ 【略】 

５ 保安林整備及び治山事業に関する計画 

(1)～(3) 【略】 

６ 【略】 

 

第７ その他必要な事項 

１ 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

【略】 

２ 【略】 

 


