
２．計画対象森林の所在等 （単位：ha）

認定番号【　　　　】【　新規　・　変更　】
森　林　経　営　計　画　書【　林班計画　・　区域計画　・　属人計画　】【　単独　・　共同　】１．計画期間 自　　令和　　年　　月　　日至　　令和　　年　　月　　日森林経営計画に従って施業を開始しようとする日令和　　年　　月　　日計 画 対 象 森 林 の 所 在 等 計 画 対 象 森 林 面 積所 在 面 積 うち人工林計 -         -         -         

計 -                    
他 の 森 林 経 営 計 画 の 対 象 森 林 と の 重 複 状 況認 定 権 者 認 定 番 号 計 画 対 象 森 林 面 積



当初計画作成時期
計画の種類



１　森林経営に関する長期の方針　(1)　森林の経営に関する基本方針　　ア　森林の多面的機能を高度に発揮しうる森林経営

　　イ　目標とする森林の姿とそれに向けた森林施業及び保護



　(2)　公益的機能別施業森林区域の内外別の長期の伐採立木材積及び造林面積区　域 期　間 伐採立木材積(㎥) 造林面積(ha) 備考うち植栽(ha)
公益的機能別施業森林以外の森林

Ⅰ分期Ⅱ分期Ⅲ分期Ⅳ分期Ⅴ分期Ⅵ分期Ⅶ分期Ⅷ分期合　計 -               -               -               
公益的機能別施業森林

Ⅰ分期Ⅱ分期Ⅲ分期Ⅳ分期Ⅴ分期Ⅵ分期Ⅶ分期Ⅷ分期合　計 -               -             -             



別表１のとおり２　森林の現況及び伐採計画等　(1)　森林の現況及び伐採計画等

　(3)　森林経営の規模の拡大に関する長期の方針

　(4)　その他参考とすべき事項森林経営計画の継続性の有無 有　　・　　無



　(2)　要整備森林又は災害等防止措置命令対象森林とされている森林の保育その他の施業の計画要整備森林又は災害等防止措置命令対象森林の別 所在場所 施業の区分 施業の種類 面積(ha) 時期 備　　考都道府県 市町村(郡) 大字・字 地番 森林所有者名合　　　計 -      　(1)　鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法３　森林の保護に関する事項
　(2)　森林の保護
　(3)　火入れを実施する森林に関する事項所在場所 都道府県市町村(郡)大字・字

防火帯器具
地番森林所有者名火入れの時期

火入れ責任者
火入れの目的火入れ方法防火体制 火入れ従事者



（認定請求者ごとの計画期間内の伐採立木材積及び間伐面積等）別表２のとおり
　　イ　共同で実施する保護の種類
　　ウ　その他

４　森林の経営の共同化に関する事項　(1)　共同して行う森林の経営の長期の方針
　(2)　共同して行う森林の経営の種類及びその実施の方法　　ア　共同で実施する施業の種類（造林、保育、伐採（間伐を含む）等）



　(3)　その他の共同化に関する事項　　ア　森林作業道等の施設の設置

　　イ　森林作業道等の維持管理



５　経営の規模拡大の目標等　(1)　経営の規模拡大の目標
　(2)　作業路網及び作業システム等
　(3)　その他森林の経営の規模拡大に関する事項



別表１
1 奈良県 -2 奈良県 -3 奈良県 -4 奈良県 -5 奈良県 -6 奈良県 -7 奈良県 -8 奈良県 -9 奈良県 -10 奈良県 -11 奈良県 -12 奈良県 -13 奈良県 -14 奈良県 -15 奈良県 -16 奈良県 -17 奈良県 -18 奈良県 -19 奈良県 -20 奈良県 -21 奈良県 -22 奈良県 -23 奈良県 -24 奈良県 -25 奈良県 -26 奈良県 -27 奈良県 -28 奈良県 -29 奈良県 -30 奈良県 -31 奈良県 -32 奈良県 -33 奈良県 -34 奈良県 -35 奈良県 -36 奈良県 -37 奈良県 -38 奈良県 -39 奈良県 -40 奈良県 -41 奈良県 -42 奈良県 -43 奈良県 -44 奈良県 -45 奈良県 -

認定請求者No. 伐採面積摘要 時期 (ha)
（２）伐採計画

(m3)
伐採立木材積(m3)主伐間伐別 皆伐択伐等の別 その他伐採方法 林班 小班 施業番号

伐採可能材積 時期 造林方法 摘要造林面積 （４） その他面積施業履歴時期 間伐所在場所都道府県 面積(ha)市町村 計画的間伐対象森林の内外の別施業方法等 立木材積(m3)樹高(m) 時期 (ha)面積人工林天然林の別大字 地番 (ha)
計画的伐採対象森林の内外の別

（１）森林の現況公益的機能別施業森林等の区分 主伐樹種又は林相 林齢森林の区分等
(ha) (本/ha)造林樹種（３）造林計画 植裁本数 　保育計画 　保護計画（５） 枝番森林所有者 計画対象森林の追加時期 備考鳥獣害防止森林区域の区分



別表１認定請求者No. 伐採面積摘要 時期 (ha)
（２）伐採計画

(m3)
伐採立木材積(m3)主伐間伐別 皆伐択伐等の別 その他伐採方法 林班 小班 施業番号

伐採可能材積 時期 造林方法 摘要造林面積 （４） その他面積施業履歴時期 間伐所在場所都道府県 面積(ha)市町村 計画的間伐対象森林の内外の別施業方法等 立木材積(m3)樹高(m) 時期 (ha)面積人工林天然林の別大字 地番 (ha)
計画的伐採対象森林の内外の別

（１）森林の現況公益的機能別施業森林等の区分 主伐樹種又は林相 林齢森林の区分等
(ha) (本/ha)造林樹種（３）造林計画 植裁本数 　保育計画 　保護計画（５） 枝番森林所有者 計画対象森林の追加時期 備考鳥獣害防止森林区域の区分46 奈良県 -47 奈良県 -48 奈良県 -49 奈良県 -50 奈良県 -51 奈良県 -52 奈良県 -53 奈良県 -54 奈良県 -55 奈良県 -56 奈良県 -57 奈良県 -58 奈良県 -59 奈良県 -60 奈良県 -61 奈良県 -62 奈良県 -63 奈良県 -64 奈良県 -65 奈良県 -66 奈良県 -67 奈良県 -68 奈良県 -69 奈良県 -70 奈良県 -71 奈良県 -72 奈良県 -73 奈良県 -74 奈良県 -75 奈良県 -76 奈良県 -77 奈良県 -78 奈良県 -79 奈良県 -80 奈良県 -81 奈良県 -82 奈良県 -83 奈良県 -84 奈良県 -85 奈良県 -86 奈良県 -87 奈良県 -88 奈良県 -89 奈良県 -90 奈良県 -



別表１認定請求者No. 伐採面積摘要 時期 (ha)
（２）伐採計画

(m3)
伐採立木材積(m3)主伐間伐別 皆伐択伐等の別 その他伐採方法 林班 小班 施業番号

伐採可能材積 時期 造林方法 摘要造林面積 （４） その他面積施業履歴時期 間伐所在場所都道府県 面積(ha)市町村 計画的間伐対象森林の内外の別施業方法等 立木材積(m3)樹高(m) 時期 (ha)面積人工林天然林の別大字 地番 (ha)
計画的伐採対象森林の内外の別

（１）森林の現況公益的機能別施業森林等の区分 主伐樹種又は林相 林齢森林の区分等
(ha) (本/ha)造林樹種（３）造林計画 植裁本数 　保育計画 　保護計画（５） 枝番森林所有者 計画対象森林の追加時期 備考鳥獣害防止森林区域の区分91 奈良県 -92 奈良県 -93 奈良県 -94 奈良県 -95 奈良県 -96 奈良県 -97 奈良県 -98 奈良県 -99 奈良県 -100 奈良県 -101 奈良県 -102 奈良県 -103 奈良県 -104 奈良県 -105 奈良県 -106 奈良県 -107 奈良県 -108 奈良県 -109 奈良県 -110 奈良県 -111 奈良県 -112 奈良県 -113 奈良県 -114 奈良県 -115 奈良県 -116 奈良県 -117 奈良県 -118 奈良県 -119 奈良県 -120 奈良県 -121 奈良県 -122 奈良県 -123 奈良県 -124 奈良県 -125 奈良県 -126 奈良県 -127 奈良県 -128 奈良県 -129 奈良県 -130 奈良県 -131 奈良県 -132 奈良県 -133 奈良県 -134 奈良県 -135 奈良県 -136 奈良県 -137 奈良県 -



別表１認定請求者No. 伐採面積摘要 時期 (ha)
（２）伐採計画

(m3)
伐採立木材積(m3)主伐間伐別 皆伐択伐等の別 その他伐採方法 林班 小班 施業番号

伐採可能材積 時期 造林方法 摘要造林面積 （４） その他面積施業履歴時期 間伐所在場所都道府県 面積(ha)市町村 計画的間伐対象森林の内外の別施業方法等 立木材積(m3)樹高(m) 時期 (ha)面積人工林天然林の別大字 地番 (ha)
計画的伐採対象森林の内外の別

（１）森林の現況公益的機能別施業森林等の区分 主伐樹種又は林相 林齢森林の区分等
(ha) (本/ha)造林樹種（３）造林計画 植裁本数 　保育計画 　保護計画（５） 枝番森林所有者 計画対象森林の追加時期 備考鳥獣害防止森林区域の区分138 奈良県 -139 奈良県 -140 奈良県 -141 奈良県 -142 奈良県 -143 奈良県 -144 奈良県 -145 奈良県 -146 奈良県 -147 奈良県 -148 奈良県 -149 奈良県 -150 奈良県 -151 奈良県 -152 奈良県 -153 奈良県 -154 奈良県 -155 奈良県 -156 奈良県 -157 奈良県 -158 奈良県 -159 奈良県 -160 奈良県 -161 奈良県 -162 奈良県 -163 奈良県 -164 奈良県 -165 奈良県 -166 奈良県 -167 奈良県 -168 奈良県 -169 奈良県 -170 奈良県 -171 奈良県 -172 奈良県 -173 奈良県 -174 奈良県 -175 奈良県 -176 奈良県 -177 奈良県 -178 奈良県 -179 奈良県 -180 奈良県 -181 奈良県 -182 奈良県 -183 奈良県 -184 奈良県 -



別表１認定請求者No. 伐採面積摘要 時期 (ha)
（２）伐採計画

(m3)
伐採立木材積(m3)主伐間伐別 皆伐択伐等の別 その他伐採方法 林班 小班 施業番号

伐採可能材積 時期 造林方法 摘要造林面積 （４） その他面積施業履歴時期 間伐所在場所都道府県 面積(ha)市町村 計画的間伐対象森林の内外の別施業方法等 立木材積(m3)樹高(m) 時期 (ha)面積人工林天然林の別大字 地番 (ha)
計画的伐採対象森林の内外の別

（１）森林の現況公益的機能別施業森林等の区分 主伐樹種又は林相 林齢森林の区分等
(ha) (本/ha)造林樹種（３）造林計画 植裁本数 　保育計画 　保護計画（５） 枝番森林所有者 計画対象森林の追加時期 備考鳥獣害防止森林区域の区分185 奈良県 -186 奈良県 -187 奈良県 -188 奈良県 -189 奈良県 -190 奈良県 -191 奈良県 -192 奈良県 -193 奈良県 -194 奈良県 -195 奈良県 -196 奈良県 -197 奈良県 -198 奈良県 -199 奈良県 -200 奈良県 - 00.000.00 0.000 00.00 0.00総計摘要



別表２

計

（ha） （ha）
うち計画的間伐対象森林の面積 （ha）

うち標準伐期齢以上の森林（単層林
の状態にある複層林施業森林、要間伐森林及び要整備森

林を除く。）の面積 間伐の下限面積（ha）
計画的間伐対象森林の面積

計画期間内の間伐面積（ha） （ha） （ha）（ha）
うち単層林の状態にある複層林

施業森林の面積
うち災害等防止措置命令対象森

林及び要整備森林（単層林状態にある複層
林施業森林を除く。）の面積

うち標準伐期齢未満の森林（単層林
の状態にある複層林施業森林、要間伐森林及び要整備森

林を除く。）の面積
うち左記以外の森林の面積

計画期間内の伐採立木材積 備　　考（ha）
うち単層林の状態にある複層

林施業森林の面積
うち災害等防止措置命令対象

森林（単層林の状態にある複層林施業森林を除
く。）の面積（ha） （ha）（m3）（ha） （m3） （m3）

うち超過伐採材積認定請求者の氏名
計画対象森林の面積 伐採可能材積



添付書類（様式１）
１．現況により更新困難地として除外している森林番号 住所（地番） 林班 小班 枝番 面積（ha）1234567891011121314151617181920計 0.00

一体整備相当森林面積から除外する森林のリスト（様式２を除く）対象となる森林



２．現況により開発予定地として除外している森林番号 住所（地番） 林班 小班 枝番 面積（ha）1234567891011121314151617181920計 0.00

対象となる森林



添付書類（様式２）
１．森林所有者が不確知な森林住所（地番） 林班 小班 枝番 面積（ha） 郵便番号 住所 電話番号1234567891011121314151617181920計 0.00

森林所有者名 森林所有者の連絡先 連絡を取ろうと試みた方法No.
一体整備相当森林面積から除外する「計画的な森林の施業及び保護が著しく困難又は不適当な森林」のリスト森林の所在



２．森林所有者の同意が得られなかった森林住所（地番） 林班 小班 枝番 面積（ha） 郵便番号 住所 電話番号1234567891011121314151617181920計 0.00

No. 森林の所在 森林所有者名 同意を得ようと試みた方法森林所有者の連絡先



添付書類（様式３）調整対象森林 森林経営計画認定日 森林所有者（認定請求日） 住所（地番） 林班 小班 枝番 （森林経営者）1234567891011121314151617181920計 0

No. 調整対象森林と超過伐採森林の有無 材積（m3）森林経営計画認定番号 森林の所在



超過伐採森林 森林経営計画認定日 森林所有者（認定請求日） 住所（地番） 林班 小班 枝番 （森林経営者）1234567891011121314151617181920計 0

No. 森林経営計画認定番号 材積（m3）森林の所在


