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第３ 森林の整備に関する事項 ＜変更なし＞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） ＜変更なし＞(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 ＜変更なし＞(2) 立木の標準伐期齢等に関する指針 ＜変更なし＞(3) その他必要な事項 ＜変更なし＞２ 造林に関する事項 ＜変更なし＞(1) 人工造林に関する指針 ＜変更なし＞(2) 天然更新に関する指針 ＜変更なし＞(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指針 ＜変更なし＞(4) その他必要な事項 ＜変更なし＞３ 間伐及び保育に関する基本的事項 ＜変更なし＞(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 ＜変更なし＞(2) 保育の標準的な方法に関する指針 ＜変更なし＞(3) その他必要な事項 ＜変更なし＞４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 ＜変更なし＞(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森林施業の方法に関する指針 ＜変更なし＞(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森林施業の方法に関する指針＜変更なし＞５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 ＜変更なし＞(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 ＜変更なし＞(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 ＜変更なし＞(3) 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基本的な考え方 ＜変更なし＞(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方 ＜変更なし＞(5) 路網の維持管理についての基本的な考え方 ＜変更なし＞(6) 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 ＜変更なし＞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 ＜変更なし＞(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大及び森林経営管理法（平成30年制定）の規定に基づく森林経営管理制度の活用の促進並びに森林施業の共同化に関する方針 ＜変更なし＞(2) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 ＜変更なし＞(3) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 ＜変更なし＞(4) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 ＜変更なし＞第４ 森林の保全に関する事項 ＜変更なし＞１ 森林の土地の保全に関する事項 ＜変更なし＞(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 ＜変更なし＞



(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 ＜変更なし＞(3) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法 ＜変更なし＞２ 保安施設に関する事項 ＜変更なし＞(1) 保安林の整備に関する方針 ＜変更なし＞(2) 治山事業の実施に関する方針 ＜変更なし＞(3) 特定保安林の整備に関する事項 ＜変更なし＞(4) その他必要な事項 ＜変更なし＞３ 鳥獣害の防止に関する事項 ＜変更なし＞(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 ＜変更なし＞４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 ＜変更なし＞(1) 森林病害虫等の被害対策の方針 ＜変更なし＞(2) 鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く） ＜変更なし＞(3) 林野火災の予防の方針 ＜変更なし＞(4) その他必要な事項 ＜変更なし＞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 ＜変更なし＞１ 保健機能森林の区域の基準 ＜変更なし＞２ その他保健機能森林の整備に関する事項 ＜変更なし＞(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 ＜変更なし＞(2) 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針 ＜変更なし＞(3) その他必要な事項 ＜変更なし＞第６ 計画量等 ＜変更なし＞１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 ＜変更なし＞２ 間伐面積 ＜変更なし＞３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 ＜変更なし＞４ 林道の開設又は拡張に関する計画 ＜変更なし＞(1) 開設 ＜変更なし＞(2) 拡張（改良） ＜変更なし＞(3) 拡張（舗装） ＜変更なし＞５ 保安林整備及び治山事業に関する計画 ＜変更なし＞(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等 58(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等 ＜変更なし＞(3) 実施すべき治山事業の数量 ＜変更なし＞６ 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期 ＜変更なし＞第７ その他必要な事項 ＜変更なし＞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 ＜変更なし＞



別表１ 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 ＜変更なし＞天然更新完了基準 ＜変更なし＞この地域森林計画の変更計画は、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、吉野地域森林計画の一部を変更するものである。なお、この変更計画は、令和２年４月１日から適用する。
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Ⅲ 計 画 事 項Ⅲ 計 画 事 項Ⅲ 計 画 事 項Ⅲ 計 画 事 項

第１ 計画の対象とする森林の区域第１ 計画の対象とする森林の区域第１ 計画の対象とする森林の区域第１ 計画の対象とする森林の区域市町村別面積 単位 面積：ha区 分 対象森林面積 備 考総 数 ７７，０２３ （林地開発により31ha減）７７，０２３ （林地開発により31ha減）７７，０２３ （林地開発により31ha減）７７，０２３ （林地開発により31ha減）五 條 市 ２０，３３９吉 野 町 ７，８７２ （林地開発により32ha減）７，８７２ （林地開発により32ha減）７，８７２ （林地開発により32ha減）７，８７２ （林地開発により32ha減）大 淀 町 １，８２４下 市 町 ４，８７８黒 滝 村 ４，６１０川 上 村 ２４，８９８東 吉 野 村 １２，６０２注１ 計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とします。注２ 本計画の対象森林は、森林法（昭和26年法律第259号）第１０条の２第１項に基づく林地の開発行為の許可制、第１０条の７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出、同第１０条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出及び同第１０条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告の対象となります。注３ 森林計画図の縦覧場所は奈良県農林部林業振興課及び当該市町村を所管する農林振興事務所となります。注４ 計画の対象とする森林面積の総数と内訳が一致しないのは四捨五入によるものです。

市町村別内訳



  ５　保安林整備及び治山事業に関する計画  ５　保安林整備及び治山事業に関する計画  ５　保安林整備及び治山事業に関する計画  ５　保安林整備及び治山事業に関する計画   (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等   (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等   (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等   (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等    ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積    ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積    ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積    ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積　　　　　　　　　　　　　単位　面積：ha
注１　水源涵養のための保安林は、森林法第２５条第１項第１号の目的を達成するために指定す　　　る保安林をいう。注２　災害防備のための保安林は、森林法第２５条第１項第２号～第７号までの目的を達成する　　　ために指定する保安林をいう。注３　保健、風致の保存等のための保安林は、森林法第２５条第１項第８号～11号の目的を達成　　　するために指定する保安林をいう。注４　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のため　　　の保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。   イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等   イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等   イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等   イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等面 積市町村森林の所在指定解除

備考前半5ヵ年の計画面積面　　積

                          単位　面積：ha
水源涵養のための保安林

種類

保安林種類総数（実面積）災害防備のための保安林保健、風致の保存等のための保安林 501,544511,714
備考指定又は解除を必要とする理由前半5ヵ年の計画面積

10,368 8,51110,09912,133

解除 水源涵養のための保安林 総数 6黒滝村 1東吉野村 1
下市町大淀町
五條市 1 0吉野町 1 0下市町 1 0 指定理由の消滅1吉野町 1

0川上村 1 01107 7五條市
0

11東吉野村 1 11黒滝村 1 11

吉野町 454
大淀町黒滝村

1
川上村

2,695 4227
869下市町

水源涵養のための保安林 総数 3,727黒滝村 83

災害防備のための保安林 総数

五條市下市町 8東吉野村
36

川上村 1

31 1626 13吉野町 1,347451
49 25

川上村
57東吉野村 44 22

指定 災害防備のための保安林 総数 341 171五條市 災害防備のため保健、風致の保存等のため

水源かん養のため
保健、風致の保存等のための保安林 総数五條市 3 23114

34
421,86418
4226
2
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    ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積    ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積    ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積    ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積
   (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等   (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等   (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等   (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等該当無し   (3)　実施すべき治山事業の数量   (3)　実施すべき治山事業の数量   (3)　実施すべき治山事業の数量   (3)　実施すべき治山事業の数量

  ６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期  ６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期  ６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期  ６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期該当無し

     単位　箇所治山事業施行地区数森林の所在 指定を必要とする理由 備考市町村 前半5ヵ年の計画地区数

3,7933,7933,7933,793種類 指定施業要件の整備区分伐採方法の変更面積 皆伐面積の変更面積 択伐率の変更面積 間伐率の変更面積 植栽の変更面積－水源涵養のための保安林 － 171171171171保健、風致の保存等のための保安林 － －災害防備のための保安林 59 －

18

47474747 3573573573578 －2342342342344,6704,6704,6704,670 3,3133,3133,3133,313

渓・山・本

     単位　面積：ha

東吉野村 10 5 渓・山・本
総数 62 30

渓・山・本2 0 渓・山・本4 2 渓・山・本黒滝村下市町吉野町 「渓」は渓間工、「山」は山腹工、「地」は地下水排水工、「本」は本数調整伐を表し、各工種が必要なため指定を行う。川上村 12 6 渓・山・本4 2五條市大淀町 9 渓・山・本12 6
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