
(2)林　地
 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)

長崎（林） 松浦市 用材林地 集材線 林道 「都計外」
59,000 7500 檜     3.6m

杉
-1  

     30m     7.2km       3km
長崎（林） 佐世保市 用材・雑木林地 人力 県道 「調区」

191,000 1517 杉       7m
檜

-2  
     60m     3.2km     550m

長崎（林） 対馬市 雑木林地 集材線 林道 「都計外」
23,500 15475 ナラ     2.7m

杉
-3  

     50m      30km     4.3km
長崎（林） 西海市 用材林地 市道 「都計外」

39,000 8604 檜 集材線       3m

-4  
    200m      30km     1.5km

長崎（林） 大村市 用材林地 集材機 農道 「都計外」
90,000 2115       2m

檜
-5  

     50m       5km     200m
長崎（林） 長崎市 雑木林地 市道 「都計外」

70,000 4730       6m

-6 林(公)道  
      0m     600m     650m

長崎（林） 諫早市 用材林地 市道 「都計外」
76,000 5518 檜       5m

-7 林(公)道  
      0m       8km     870m

長崎（林） 南松浦郡新上五島町 用材林地 集材線 林道 「都計外」
25,200 3630 檜       4m

-8  
     20m       3km     1.5km

長崎（林） 北松浦郡佐々町 雑木林地 集材線 町道 （都）
37,000 21801     2.3m

-9  
    500m       6km     1.7km

長崎（林） 平戸市 用材・雑木林地 集材線 林道 「都計外」
62,500 4160 杉       2m

檜
-10 国立公園 3種

    220m      11km       2km 特別

基準地の利用の
現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地から搬
出地点までの
搬出方法及び
距離

搬出地点の道
路の状況

地域の特性

標高３００ｍ、約３０度
南西向傾斜の約４０年生
の檜・杉の人工林地域

最寄駅及び距
離

最寄集落及び
距離

公法上の規制

農村林地

山村奥地林地

山村奥地林地

ＭＲ左石駅 知見寺

山村奥地林地

都市近郊林地

基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

知見寺町１０７４番ロ 「地森計」

志佐町赤木免字石盛１４７６番４
ＭＲ調川駅 松山田

「地森計」

杉、檜の人工林及び雑木
の混在地域

大瀬戸町多以良内郷字タンタン２６
３３番２５

「地森計」

厳原港 阿連標高１５０ｍ、約５５度
の南東向傾斜の地域で雑
木の自然林地域

厳原町阿連字佐須河内２７７番１８
外

「地森計・保
安林」

早岐駅 多以良農地に近接した人工林と
自然林の混在する地域

「地森計」

宮代町２１８２番

有川郷字芋木場１４５０番２３２

「地森計」

バス根井路 山明

竹松駅 菅無田

有川港 有川

山中町字大越８番４

山村奥地林地
「地森計」

農村林地
高浜町字下広迫１２１７番１ 「地森計」

諌早駅 中山 農村林地
飯盛町中山字長谷１１７２番１

大茂免字扇山２８８番１ 「地森計」
標高約２２０ｍ、約４０
度の東向傾斜の雑木の自
然林地域。

ＭＲ佐々駅 大茂

平戸港 山中南 山村奥地林地

山村奥地林地

農地に近接した檜の多い
人工林地域

農地に接近した雑木林地
域

２５～３５年生の檜の人
工林及び雑木林の混在す
る地域

標高６０ｍ、約１５度の
北向き傾斜の約４０年生
の杉・檜の人口林地域

「地森計」
杉、檜の植林及び雑木の
自然林地域



(2)林　地
 (１)  (２)  (３)  (４)  (５)  (６)  (７)　 交　 通　 接　 近　 条　 件  (８)  (９)

基準地の利用の
現況

基準地の周辺の土地の利
用の現況

基準地から搬
出地点までの
搬出方法及び
距離

搬出地点の道
路の状況

地域の特性最寄駅及び距
離

最寄集落及び
距離

公法上の規制基準地番号 基準地の所在及び地番 基準地の10
アール当た
りの価格
(円)

基準地の
地積(㎡)

長崎（林） 五島市 用材林地 林道 「都計外」
55,000 4561 杉     3.5m

檜
-11 林(公)道  

      0m     1.2km     1.2km
長崎（林） 南島原市 用材林地 集材線 林道 「都計外」

31,000 18691 杉     3.3m
檜

-12 国立公園 2種
    140m     1.8km     3.8km 特別

長崎（林） 壱岐市 雑木林地 運材線 農道 「都計外」
59,500 5001       5m

-13  
    150m     400m     500m

長崎（林） 西彼杵郡長与町 用材林地 町道 「都計外」
101,000 3101 杉     3.7m

鉄索
-14  

    150m     1.3km     150m
長崎（林） 島原市 用材林地 集材線 農道 「都計外」

63,500 8924 檜       4m

-15 国立公園 
     70m     5.5km     1.5km 普通

長崎（林） 長崎市 雑木林地 集材機 県道 「調区」
1,320,000 4100      15m

-16  
     40m     3.2km     300m

長崎（林） 東彼杵郡川棚町 用材林地 林道 「都計外」
69,000 3371 檜       5m

-17 林(公)道  
      0m     3.9km     1.3km

農村林地

標高６００ｍ、傾斜度約
３２度の人工林地域有家町尾上字湯河内原４３７６番７

０
「地森計」

奥浦町９８５番１ 「地森計・保
安林」

バス上俵石 湯河内原

バス仁丹窄

農村林地

奥浦３０～３５年生の檜及び
杉の人工林地地域

山村奥地林地

芦辺町湯岳本村触字清水５８１番 「地森計」

杉の人工林とみかん畑の
混在する地域

本川内駅 木場

標高９０ｍ、約１０度の
南東向傾斜の雑木の自然
林地域

バス今坂 湯岳本村

都市近郊林地

農村林地
本川内郷字下木場１７０４番１ 「地森計」

標高３００ｍ、３５年～
４０年生の桧の人工林地
域

島鉄三会駅 立野 農村林地
立野町丙１８９６番３６外 「地森計」

油木町５９番１外 「地森計」

約３０年生の檜を主体と
する人工林地域

川棚駅 野口

市街化区域に近接する雑
木林地域

浦上駅 青山ニュータ
ウン

農村林地
上組郷字奥ノ川内西平４６９番３０ 「地森計」


