
     伊賀市大山田財産区有林整備計画表 資料３

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
分収 60 Ｓ４４ 1.00 境界刈 境界刈 境界刈 境界刈 境界表示 境界表示・境界刈 境界刈 境界刈 境界刈

（森林総合研究所） Ｓ４１ 11.45 除伐(Ⅱ)　5.24ha 除伐(Ⅱ)　5.54ha 管理道の修繕
ﾋﾉｷ  3.75ha Ｓ３６ 1.53 除伐(Ⅰ)　2.55ha

ｽｷﾞ 10.23ha 計 13.98 管理歩道600m

直営 Ｓ４０ 19.25 治山事業13.55ｈａ 境界刈 境界刈 境界刈 境界表示 境界表示 境界表示・境界刈 境界刈 境界刈

ﾋﾉｷ  3.81ha （除伐、間伐） 間伐 4.0ha 間伐３ha 間伐 3ha 間伐3ha

ｽｷﾞ 15.44ha （雑木） 0.75 間伐(治山)13.25ha

計 20.00
分収 60 Ｓ４３ 4.50 境界刈 境界刈 境界刈 境界刈 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

（森林総合研究所） Ｓ４２ 5.00 道刈り 管理歩道新設 管理歩道新設 獣害防止の

ﾋﾉｷ  8.95ha Ｓ４１ 10.00 2,030ｍ 595ｍ テープ巻き

ｽｷﾞ 10.55ha (未立木） 0.09 除伐(Ⅱ）

計 19.59 15.25ha
直営 境界表示・境界刈境界表示・境界刈 境界刈 境界刈

スギ　0.5ha Ｓ３４ 0.5
雑木

計 0.5
直営 Ｓ４２ 5.00 間伐(県治山事業) 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

Ｓ３７ 8.80
ｽｷﾞ20.00ha Ｓ３６ 6.20 シキミ下刈 シキミ下刈 シキミ下刈

（雑木） 21.40
計 41.40 道刈４㎞ 道刈４㎞ 道刈２㎞

分収 15 Ｓ４９ 3.59 間伐(県治山事業) 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

（青年の山） Ｓ４８ 3.11
ｽｷﾞ 8.91ha Ｓ４６ 2.21

（雑木） 1.09
計 10.00

7 横尾 直営ﾋﾉｷ0.93ha Ｓ４３ 0.93 境界刈間伐 境界刈（ペンキ） 境界刈 間伐　０．９３ｈａ 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

直営 Ｓ３６ 14.08 間伐(県治山事業 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

ｽｷﾞ 15.62ha Ｓ４１ 1.54 6.2ha

（雑木） 0.46
計 16.08

直営 Ｓ４４ 7.68 間伐３ｈａ 間伐２ｈａ 間伐２ｈａ 間伐(県治山事業 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

ﾋﾉｷ 2.86ha Ｓ３６ 2.40 4.3ha 作業道整備 作業道整備

ｽｷﾞ 7.22ha （雑木） 13.56 シキミ下刈 シキミ下刈 ７１ｍ ７０ｍ

計 23.64
10 間谷 直営 （雑木） 0.80 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

直営 Ｓ４０ 9.80 （網の中間伐） 間伐 2ha 間伐8.8ha 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

ﾋﾉｷ5.56ha Ｓ３６ 2.30 作業道整備 作業道整備

ｽｷﾞ 6.54ha Ｈ１１ 3.00 下刈り３ｈａ（２回） 下刈り３ｈａ（２回） 下刈り３ｈａ（２回） 下刈り３ｈａ（２回） 下刈り３ｈａ ８０ｍ ５０ｍ

ｹﾔｷ
ｷﾊﾀﾞ3.00ha 計 15.10
直営 Ｓ４４ 1.10 枝打ち0.2ha 枝打ち0.１ha 間伐 0.5ha

ﾋﾉｷ0.65ha 下刈り0.1ha

小木戸･ 直営 原野 3.4 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈 境界刈

林ノ谷     3.4ha 境界刈3.4ha

※ は事業委託です。 ※平成18年度から表示看板作成・設置

面積（ｈａ）直営・分収 分収率（％） 植栽年林班名

4 長尾

   年             次             計             画

3 剱谷

西教2

1

№

西教

5 高良城

6 高良城

8 宝谷

9 柳谷

13

※高良城分収林は大山田林業研究クラブが施業

11 奥間谷

12 木地



     伊賀市大山田財産区有林整備計画表 資料３

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
直営 Ｓ４５ 4.85 境界刈 境界刈 作業道設置 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈

ﾋﾉｷ 4.23ha Ｓ４４ 4.00 獣害防止の

ｽｷﾞ18.96ha Ｓ４１ 1.03 テープ巻き

Ｓ４０ 3.95 間伐3.95ha

Ｓ３９ 5.60 杉檜除伐３ha 杉檜除伐２ha（風倒木） 杉檜除伐２ha（風倒木） 間伐１.６ha 除間伐　3.5ｈａ

Ｓ３６ 3.76 間伐２ha 間伐１.７ha

（雑木） 3.60
計 26.79

直営 Ｓ３８ 6.00 治山事業（除伐・間伐） 道刈・境界刈 道刈・境界刈 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

ﾋﾉｷ 12.94ha Ｓ３６ 9.09 治山事業（除伐・間伐）

ｽｷﾞ2.15ha （未立木） 7.77 道刈・境界刈 道刈・境界刈 道刈・境界刈

布引の森 計 22.86
分収 60 Ｈ２改 3.45 除伐裾枝払1.65ha 境界表示 境界表示 境界刈 境界刈 境界刈

（森林総合研究所） Ｓ６２ 0.90 除伐裾枝払0.88ha 風力発電施設増

ﾋﾉｷ 37.69ha Ｓ６１ 0.52 除伐裾枝払0.58ha 設計画の実施調査

ｽｷﾞ　2.59ha Ｓ６０ 1.50 除伐裾枝払0.89ha のため今年度から

Ｓ５９ 2.20 除伐裾枝払1.89ha 事業中止

Ｓ５８ 2.88 除伐裾枝払2.88ha

Ｓ５７ 2.81 除伐裾枝払2.81ha

Ｓ５６ 5.20 除伐裾枝払5.50ha

Ｓ５５ 6.09 除伐(Ⅱ)2.25ha

Ｓ５４ 1.50 除伐(Ⅱ)１.５ha 管理歩道４00m

Ｓ５３ 5.08 除伐(Ⅱ)5.3ha

Ｓ５２ 5.06 除伐(Ⅱ)5.06ｈａ 管理歩道300m

Ｓ５１ 3.09 除伐(Ⅱ)3.03ha

（雑木） 18.11
計 58.39

植栽年 面積（ｈａ）
   年             次             計             画

14 下馬野

№ 林班名 直営・分収 分収率（％）

間伐　6ha

間伐　2.5ha

15 布引

16 布引
除伐(Ⅱ)5.3ha

※平成１８年度から表示看板作成・設置


