
地域森林計画変更計画書

森林計画区名 計 画 期 間

一ツ瀬川森林計画区 平成２９年４月１日 ～ 令和 ９年３月３１日

大 淀 川森林計画区 平成３０年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日

五ヶ瀬川森林計画区 平成３１年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日

広渡川森林計画区 令和 ２年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日

令和２年変更

宮 崎 県
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１ 変更理由

計画事項の記載内容等に変更が生じたため、森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の

規定に基づき策定した広渡川地域森林計画書の一部を、同法第５条第５項に基づき変更する。

２ 変更始期

令和３年４月１日から適用する。

３ 変更の内容

「Ⅱ 計画事項」の「第６」の「４」について、次のとおり変更する。

第６ 計画量等

４ 林道の拡張に関する計画

(1) 開設及び拡張すべき林道の数量等

単位 延長：ｋｍ 面積：ｈａ

開設／ 位置 前半５ヶ年の

拡張 （市町村） 延長 箇所 計画箇所

黒山・小布瀬 4.8 1,693 ha 24000

桑ノ木 2.2 71 ha 4010

林業専用道 吉野方１ 1.0 30 ha ○ 24001

林業専用道 吉野方２ 0.5 30 ha ○ 24002

林業専用道 日南1 5.0 300 ha ○ 24003

林業専用道 日南2 5.0 300 ha ○ 24004

小　　　　計 18.5

林業専用道 都井 1.5 30 ha ○ 24005

林業専用道 串間１ 5.0 150 ha ○ 24006

小　　　　計 6.5

南那珂 8路線 25.0

開設計 8路線 25.0

河原田 2 76 ha 4013 改良

元野 1 98 ha 3002 改良

荒平 1.5 84 ha 4012 舗装

築池 2 44 ha 5006 改良

中の谷 2 38 ha 4006 改良

鍋山 0.8 241 ha 4025 舗装

葛籠八重 1.3 3 48 ha 4002 舗装・改良

宿之河内 0.6 85 ha 4018 舗装

溜水 1.2 8 49 ha 4099 舗装・改良

平鈴 2.5 68 ha 5040 舗装

桑ノ木 8.1 1 71 ha 4010 舗装・改良

鵜戸ノ谷 2.0 47 ha 5039 舗装

鵜戸 2.0 2 45 ha 3023 舗装・改良

大久保 0.6 1 40 ha 5001 舗装・改良

尾羅河内 1 61 ha 3013 改良

花立猪八重 1.4 3 107 ha 5038 舗装・改良

倉迫 1 113 ha 4045 改良

拡張 自動車道 日南市

備考

開設 自動車道

日南市

串間市

種類 区分 路線名
延長及び箇所数 利用区域

面積
対図番号
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開設／ 位置 前半５ヶ年の

拡張 （市町村） 延長 箇所 計画箇所

折生田 1 68 ha 4041 改良

引猿 1 40 ha 5040 改良

恵良迫 2 127 ha 4043 改良

山仮屋 3.0 67 ha 4112 舗装

菖蒲迫 1 117 ha 4044 改良

岸之河内 3 48 ha 4050 改良

霧島 1.5 35 ha 4074 舗装

松永 1 150 ha 3001 改良

神田 1 54 ha 3006 改良

小吹毛井 1 107 ha 3007 改良

永瀬 1 62 ha 4017 改良

小　　　計 26.5 39

平床 1 103 ha 4032 改良

小　　　計 1

南那珂 29路線 26.5 40

拡張計 29路線 26.5 40

拡張

対図番号 備考

串間市

種類 区分

日南市

自動車道

路線名
延長及び箇所数 利用区域

面積


