
２ 林　　地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)　交　 通　 接　 近　 条　 件 (8) (9)
基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の 基準地か 搬出地点の 最寄駅 最寄集落 公法上の 地域の特性

10アール 地積 利用の現況 土地の利用の現況 ら搬出地 道路の状況 及び距離 及び距離 規制
当たりの 点までの
価格 搬出方法
　　 (円) 　   (㎡) 及び距離

岐阜県 高山市 用材林地 標高６２０ｍ、約３０度 林道 高山 塩屋 （都） 農村林地

塩屋町１６８４番１ 176,000 9,841 杉 の西向傾斜地、杉、檜の       3m 「地森計」

人工林地域

(林)  -  1 檜 林道

      0m       7km     700m  

多治見市 用材・雑木林地標高２２０ｍ、約２０度 市道 小泉 大原５丁目 「調区」 都市近郊林地

大沢町１丁目５番１外 1,630,000 3,695 檜 の東向き傾斜地で檜、杉       7m 「地森計」

、雑木の混合林地域

(林)  -  2 杉 林(公)道

      0m     2.6km     600m  

中津川市 用材林地 標高４２０ｍ、約２０度 市道 中津川 落合 （都） 都市近郊林地

落合字平石１３３６番４３３ 546,000 1,685 檜 の南西向傾斜地で檜の小       4m 「地森計」

規模人工林が主の地域

(林)  -  3 林(公)道

      0m     5.5km     2.1km  

瑞浪市 用材林地 標高４３０ｍ前後、約８ 道路 釜戸 細山 （都） 都市近郊林地

釜戸町字細山３７０６番 605,000 2,009 檜 度の南向傾斜地で、檜の     1.8m 「地森計」

目立つ人工林地域

(林)  -  4 林(公)道

      0m       4km     300m  

美濃加茂市 雑木林地 標高１５０ｍ、約１３度 市道 美濃太田 広橋 （都） 都市近郊林地

蜂屋町上蜂屋字谷７０４番外 2,220,000 4,392 広葉雑木 の南西向傾斜地で、広葉       5m 「地森計」

雑木の自然林地域

(林)  -  5 林(公)道

      0m     4.9km     500m  

土岐市 用材・雑木林地標高約４３０ｍ、約１５ 市道 土岐市 曽木中切 （都） 都市近郊林地

曽木町字古田３１２４番１ 1,630,000 8,925 檜 度の南東向傾斜で、人工       6m 「地森計」

檜と雑木の混合林地域

(林)  -  6 黒松 林(公)道

      0m      11km     1.5km  

山県市 用材林地 標高３５０ｍ、約３５度 県道 岐阜 伊往戸 「都計外」 林業本場林地

神崎字大川平１７３０番外 59,000 3,653 杉 の西向傾斜地で、杉の人     3.5m 「地森計」

工林地域

(林)  -  7 林(公)道

      0m      37km     450m  

不破郡関ケ原町 用材林地 標高２３０ｍ、約３０度 林道 関ヶ原 祖父谷 「都計外」 林業本場林地

大字今須字鍛次屋畑３８８８番 140,000 5,256 杉 の西向傾斜地で、杉、檜     2.5m 「地森計」

の人工林地域

(林)  -  8 檜 林道

      0m     6.5km       1km  

揖斐郡揖斐川町 用材林地 標高９００ｍ、約１５～ 集材線 林道 近鉄揖斐 市瀬 「都計外」 林業本場林地

春日美束字長者平１９０２番２５８ 72,500 2,031 杉 ２０度の南東向傾斜地で       7m 「地森計」

杉、雑木の混合林地域

(林)  -  9 林道 国定公

      0m      18km     3.8km 3種 特別

本巣市 用材林地 標高２５０ｍ、約３０度 林道 樽見鉄道水鳥 水鳥 「都計外」 林業本場林地

根尾水鳥字釜ヶ谷６９７番２３外 54,500 1,586 杉 の北向傾斜地で、杉の人       5m 「地森計」

工林地域 鉄索

(林)  - 10

    100m       2km       2km  

関市 用材林地 標高１５０ｍ、約４０度 林道 長良川鉄道関 乙亀 「都計外」 林業本場林地

中之保字乙亀洞口５００１番２ 103,000 2,128 檜 の西向傾斜地で檜杉の人     2.5m 富岡 「地森計」

工林を主とする地域

(林)  - 11 林道

      0m    17.4km     400m  

郡上市 用材林地 標高７５０ｍ、約１５度 市道 美濃白鳥 野添 「都計外」 林業本場林地

白鳥町野添字牧土１２２６番１７７ 110,000 1,016 檜 程度の南向傾斜地で杉、      15m 「地森計」

檜の人工林地域

(林)  - 12 林(公)道

      0m       8km     1.7km  

郡上市 用材・雑木林地標高８００ｍ、約１８度 県道 長良川鉄道北 中村 「都計外」 農村林地

高鷲町鷲見字笠屋作５６３番１ 380,000 3,057 杉 の北西向傾斜地で、人工       7m 濃 「地森計」

杉、雑木の混合林地域

(林)  - 13 ナラ 林(公)道

      0m      12km     800m  

飛驒市 用材林地 標高６２０ｍ、約２０度 林道 飛驒古川 信包 「都計外」 山村奥地林地

古川町信包字水ヶ谷２８８０番５ 78,000 3,600 杉 の西向傾斜地で、杉が目       3m 「地森計」

立つ地域

(林)  - 14 林道

      0m       9km     1.5km  

加茂郡八百津町 用材林地 標高５７０ｍ、約３５度 林道 上麻生 後口 「都計外」 農村林地

久田見字穴洞１０１番４ 120,000 5,950 檜 の北向傾斜地で、檜、杉     3.6m 「地森計」

の人工林地域

(林)  - 15 林道

      0m      13km     2.5km  

加茂郡白川町 用材林地 標高６００ｍ、約４０度 林道 白川口 広野 「都計外」 林業本場林地

広野字白草日影６１９番 89,000 12,436 檜 の北西向傾斜地で、檜等     3.6m 「地森計」

の人工林地域

(林)  - 16 林道

      0m      10km       3km  

加茂郡東白川村 用材林地 標高４６０ｍ、約３０度 林道 白川口 曲坂 「都計外」 林業本場林地

越原字東洞２５２番１ 53,000 15,190 檜 の南西向傾斜地で、檜等     3.6m 「地森計」

の人工林地域

(林)  - 17 林道

      0m      24km     2.7km  

可児郡御嵩町 雑木林地 標高２５０ｍ、約２０度 町道 名鉄御嵩 中切 （都） 都市近郊林地

西洞字西向田５９２３番 700,000 5,071 の南向傾斜地で、雑木の       6m 「地森計」

自然林地域

(林)  - 18 林(公)道

      0m     3.5km     1.3km  

中津川市 用材林地 標高５００ｍ、約２５～ 市道 中津川 上田瀬 「都計外」 農村林地

田瀬字下田瀬上２２４番 141,000 5,859 檜 ３０度の北向傾斜地で、 集材機     3.6m 「地森計」

檜、杉の人工林地域

(林)  - 19 杉

     50m      22km     700m  



２ 林　　地

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)　交　 通　 接　 近　 条　 件 (8) (9)
基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の 基準地の 基準地の 基準地の周辺の 基準地か 搬出地点の 最寄駅 最寄集落 公法上の 地域の特性

10アール 地積 利用の現況 土地の利用の現況 ら搬出地 道路の状況 及び距離 及び距離 規制
当たりの 点までの
価格 搬出方法
　　 (円) 　   (㎡) 及び距離

恵那市 用材林地 標高４５０ｍ、約２０～ 林道 明知鉄道明智 横通・岩竹 「都計外」 農村林地

明智町横通字滝ノ口５５８番１ 165,000 9,177 檜 ２５度の南西向傾斜地で     3.5m 「地森計」

、檜の人工林地域

(林)  - 20 林道

      0m     4.8km     600m  

下呂市 用材林地 標高８８０ｍ、約３０度 林道 飛驒小坂 赤沼田 「都計外」 林業本場林地

小坂町赤沼田字水洞１８６０番外 46,000 5,257 檜 の西向傾斜地で５０年生       3m 「地森計」

の檜、杉の人工林地域

(林)  - 21 杉 林道

      0m     5.9km       2km  

下呂市 用材林地 標高７５０ｍ、約２５度 林道 下呂 森 （都） 林業本場林地

森字大平４０３０番 70,000 1,071 檜 の南西向傾斜地で２０年       4m 「地森計」

生の杉檜の人工林地域

(林)  - 22 杉 林道

      0m     4.5km       4km  

下呂市 用材林地 標高３６０ｍ、約１８度 林道 飛驒金山 奥金山 「都計外」 林業本場林地

金山町金山字奥湯谷１５１０番７５ 68,800 4,522 檜 の北東向傾斜地で檜、杉     3.6m

の人工林地域

(林)  - 23 杉 林(公)道

      0m       3km       2km  

高山市 用材林地 標高８００ｍ、約２５度 林道 高山 瓜田 「都計外」 農村林地

丹生川町瓜田字六ロセ７６９番 61,000 6,433 檜 の北西向傾斜地の人工林     8.5m 「地森計」

地域

(林)  - 24 杉 林道

      0m      14km     700m  

高山市 用材林地 標高１０００ｍ、約２５ 林道 高山 三谷 「都計外」 山村奥地林地

荘川町三谷字小谷１２８４番 55,600 5,950 杉 度の南西向傾斜地で、杉     3.6m 「地森計」

、唐松の人工林地域

(林)  - 25 唐松 林道

      0m      40km     1.3km  

高山市 用材林地 標高１５００ｍ前後、約 道路 久々野 日和田 「都計外」 山村奥地林地

高根町日和田字大谷洞６番１３ 26,000 4,958 唐松 ２５度の南西向傾斜地で     3.6m 「地森計」

、唐松が多い地域

(林)  - 26 林(公)道

      0m      45km     600m  


