
１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 724-1 2068-ア-4～8 山林 0.3756 2.01 スギ・ヒノキ 55 令和4年10月1日
20年

令和24年9月30日
　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字東鞍骨
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

経営管理権集積計画

整　理
番　号

亀山市本丸町５７７番地

駒田　しげ子 亀山市関町会下1289番地

集 4-1
経営管理権を設定する森林の森林所有

者（甲）

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称）

（氏名又は名称）

亀山市長　櫻井　義之

面積（ha）

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 724-1 2068-ア-4～8 山林 0.3756 2.01 スギ・ヒノキ 55 関西電力送配電株式会社 地役権 別紙

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

亀山市関町沓掛字東鞍骨 大阪市北区中之島3丁目6番16号

住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

備考
所在 面積（ha）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 816-16 2068-ア-9 山林 0.1164 0.48 スギ・ヒノキ 83 令和4年10月1日
20年

令和24年9月30日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-2

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 大萱　加代子 亀山市関町沓掛495番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 816-16 2068-ア-9 山林 0.1164 0.48 スギ・ヒノキ 83 関西電力送配電株式会社 地役権 別紙

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷 大阪市北区中之島3丁目6番16号

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 755-1 2067-ア-92 保安林 0.1487 0.66 スギ・ヒノキ 93 令和4年10月1日
20年

令和24年9月30日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-3

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有者
（甲）

（氏名又は名称） 山内　秀喜 亀山市関町沓掛402番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字安間平
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気
象害等の確認を行う。ただ
し、経営管理実施権が設定
される場合は、経営管理実
施権者が確認を行うものと
する。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積
額を甲に支払うものとす
る。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理
実施権配分計画に添付
された甲に支払う見積額
を上回る場合は、その額
とする。

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 755-1 2067-ア-92 保安林 0.1487 0.66 スギ・ヒノキ 93 関西電力送配電株式会社 地役権 別紙

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

亀山市関町沓掛字安間平 大阪市北区中之島3丁目6番16号

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者
と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 816-5 2068-ア-15.16 保安林 0.1170 0.53 スギ・ヒノキ 72 公告日から
20年

令和25年3月31日

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気
象害等の確認を行う。ただ
し、経営管理実施権が設定
される場合は、経営管理実
施権者が確認を行うものと
する。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積
額を甲に支払うものとす
る。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理
実施権配分計画に添付
された甲に支払う見積額
を上回る場合は、その額
とする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-4

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有者
（甲）

（氏名又は名称） 福島　満 亀山市関町富士ハイツ998-75

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者
と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 816-2 2068-ア-10 山林 0.0876 0.39 ヒノキ 60 公告日から
20年

令和25年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-5

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有者
（甲）

（氏名又は名称） 山中　善則 亀山市関町沓掛４６番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気
象害等の確認を行う。ただ
し、経営管理実施権が設定
される場合は、経営管理実
施権者が確認を行うものと
する。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積
額を甲に支払うものとす
る。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理
実施権配分計画に添付
された甲に支払う見積額
を上回る場合は、その額
とする。

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 816-2 2068-ア-10 ⼭林 0.0876 0.39 ヒノキ 60 関西電力送配電株式会社 地役権 別紙

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考

所在 面積（ha） 住所又は所在地

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷 大阪市北区中之島3丁目6番16号

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者
と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 816-6 2068-ア-17 保安林 0.2694 98

2 816-7 2068-ア-18 山林 0.2598 98
公告日から

20年
令和25年3月31日

2.81 ヒノキ

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷

面積（ha）

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-6

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有
者（甲）

（氏名又は名称） 福島　玲 鈴鹿市平田新町４番８－２号

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 816-6 2068-ア-17 保安林 0.2694 2.81 ヒノキ 98 関西電力送配電株式会社 地役権 別紙

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷 大阪市北区中之島3丁目6番16号

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 816-3 山林 0.5871

2 816-4 山林 0.2340亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-7

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有
者（甲）

（氏名又は名称） 山川　晃 亀山市関町市瀬６７０番地

20年
令和25年3月31日

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在 面積（ha）

亀山市関町沓掛字野々畑ヶ谷

3.71 スギ・ヒノキ 公告日から

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

2068-ア-12～14 73

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 203-3 保安林 1.0561

2 203-5 保安林 0.2321

3 203-6 保安林 0.2803

4 203-10 山林 0.0052

5 205 山林 0.1904

7.88 スギ・ヒノキ

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

公告日から
20年

令和25年3月31日
亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字番屋

関町沓掛字樋尻谷

亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字番屋

2111-ア-1

　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在 面積（ha）

88

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-8

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有
者（甲）

（氏名又は名称） 髙井　雅利 岐阜県岐阜市市橋３丁目１３番６号Ｋｌａｒ２０２号室

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 200 山林 0.2975

2 200-1 山林 0.9027

3 200-2 山林 0.4806

4 200-6 山林 0.8071

5 200-7 山林 0.0230

6 203 保安林 0.5447

7 204 山林 0.3768

8 209 保安林 0.1586

9 250-1 山林 0.0033

10 206-1 2110-ア-56.57 保安林 0.3302 0.96 スギ・ヒノキ 71

11.51
2110-ア-75

2111-ア-12～17.20.26
公告日から

20年
令和25年3月31日

亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字樋尻谷

亀山市関町沓掛字樋尻谷

亀山市関町沓掛字樋尻谷

亀山市関町沓掛字樋尻谷

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字番屋

亀山市関町沓掛字番屋 スギ・ヒノキ 66

面積（ha）

亀山市関町沓掛字番屋
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の
経費（経費の見積額）を
控除した額が経営管理実
施権配分計画に添付され
た甲に支払う見積額を上
回る場合は、その額とす
る。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の

存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-9

経営管理権の設定を受ける市町村（乙） （名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲） （氏名又は名称） 福島　長幹 亀山市関町沓掛８０番地

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の
森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 200-3 山林 0.0158

2 202-2 山林 0.0119

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-10

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 福島　長太朗 亀山市関町沓掛８０番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字番屋

面積（ha）

亀山市関町沓掛字番屋
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

20年
令和25年3月31日

0.262111-ア-18 公告日からスギ・ヒノキ 96

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 719-1 2113-ア-13.14 山林 0.3966 3.24 スギ・ヒノキ 93

2 823-1 2112-ア-7 山林 2.9555 2.63 スギ・ヒノキ 71

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-11

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 福島　郁夫 亀山市関町沓掛84番地2

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町坂下字片岨

面積（ha）

亀山市関町坂下字野々谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

公告日から
20年

令和25年3月31日

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

この計画に同意する。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 250-3 保安林 0.4884

2 251-1 保安林 0.0456

3 253-1 保安林 0.2072

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-12

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 福島　洋子 亀山市関町沓掛278番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字樋尻谷

亀山市関町沓掛字樋尻谷

面積（ha）

亀山市関町沓掛字樋尻谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

20年
令和25年3月31日

2110-ア-
52.53.77.78.81

1.47 スギ・ヒノキ 69 公告日から

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 260 山林 0.228

2 262-1 山林 0.2181

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-13

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林所
有者（甲）

（氏名又は名称） 福島　徹 亀山市関町会下1266番地43

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町沓掛字西焼地蔵

面積（ha）

亀山市関町沓掛字西焼地蔵
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

2110-ア-45.46.48 公告日から
20年

令和25年3月31日
58スギ・ヒノキ1.1

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所
有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 748 2112-ア-58 山林 0.2416 0.51 ヒノキ 81 公告日から
20年

令和25年3月31日

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-14

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 片岡　裕子 亀山市木下町４５０番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町坂下字濕谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 704-1 2113-ア-10～12 山林 0.9672 1.72 スギ 77

2 705-1 2113-ア-23-1 山林 0.0295 0.17 スギ・ヒノキ 123

3 705-2 山林 0.0649

4 706-1 山林 0.3635

5 712-1 山林 0.2340

6 715 山林 0.0578

7 716 山林 0.0595

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-15

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 岩田　久次 亀山市関町木崎１５３１番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町坂下字野々谷

亀山市関町坂下字野々谷

亀山市関町坂下字野々谷

亀山市関町坂下字野々谷

面積（ha）

亀山市関町坂下字野々谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

亀山市関町坂下字野々谷

亀山市関町坂下字野々谷

公告日から
20年

令和25年3月31日

2113-ア-9.23-2 86スギ1.05

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

この計画に同意する。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 722-1 山林 0.0845

2 722-11 山林 0.5433

3 722-7 山林 6.0860

4 723 山林 0.3471

5 733-1 山林 0.0430

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-16

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 山内　秀喜 亀山市関町沓掛４０２番地

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町坂下字カブト谷

亀山市関町坂下字カブト谷

亀山市関町坂下字カブト谷

亀山市関町坂下字カブト谷

面積（ha）

亀山市関町坂下字カブト谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

2113-ア-6-1

2113-ア-6-2

公告日から
20年

令和25年3月31日

65ヒノキ0.62

8.41 スギ・ヒノキ 65

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者

この計画に同意する。

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 207 2110-ア-54.55 山林 0.3669 1.58 スギ・ヒノキ 71 公告日から
20年

令和25年3月31日

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字樋尻谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-17

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 山内　喜隆 亀山市関町新所1852番地3

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 213-1 2110-ア-82 山林 0.1853 0.27 ヒノキ 57 公告日から
20年

令和25年3月31日

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

面積（ha）

亀山市関町沓掛字樋尻谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-18

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 福島　郁夫 亀山市関町沓掛84番地2

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



１　個別事項

（所在地）

（住所又は所在地）

番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

1 702-3 2113-ア-29.29-1 山林 6.4238 4.97 スギ 55

2 703 2113-ア-29.29-1 山林 0.2181 4.97 スギ 55

3 702-4 2113-ア-23-2 山林 0.6450 0.62 スギ・ヒノキ 123

公告日から
20年

令和25年3月31日

乙が甲に金
銭を支払う
べき時期、
相手方及び

方法

備考
所在

　乙から甲に
対して、金銭
の支払いは行
わない。
　ただし、経営
管理実施権が
設定された場
合は、木材の
販売収入額が
確定後、経営
管理実施権者
から甲に対し
て速やかに支
払いを行うも
のとする。

　経営管理
権の設定
区域は別
添図面のと
おり。

亀山市関町坂下字野々谷

亀山市関町坂下字野々谷

面積（ha）

亀山市関町坂下字野々谷
　乙は、森林の多面的機能
を発揮させるため、亀山市
森林整備計画に基づき、存
続期間中に、間伐を1回以
上実施する。ただし、経営管
理実施権が設定される場合
は、経営管理実施権者が提
示した企画提案書に基づい
て、森林整備を行うものとす
る。
　乙は、市有林と同程度の
回数、林道等から目視に
よって判断できる限りで気象
害等の確認を行う。ただし、
経営管理実施権が設定され
る場合は、経営管理実施権
者が確認を行うものとする。
　間伐は森林の現況や林地
の状態をよく把握検討した
上で、水源涵養・山腹崩壊
等の災害リスクや生物多様
性に配慮しながら実施する
ものとする。

　経営管理権に基づき乙
が経営管理を行うために
要した経費は乙が負担
し、乙が実施する間伐の
結果生じた木材の販売に
よる収益は乙のものとす
る。
　ただし、経営管理実施
権が設定された場合、経
営管理実施権者が経営
管理実施権配分計画に
添付された利益の見積額
を甲に支払うものとする。
なお、木材の販売収益か
ら利用間伐及び販売の経
費（経費の見積額）を控
除した額が経営管理実施
権配分計画に添付された
甲に支払う見積額を上回
る場合は、その額とする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

経営管理権の始期
経営管理権の
存続期間
（終期）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容

木材の販売による収益
から伐採等に要する経
費を控除してなお利益
がある場合において甲
に支払われるべき金銭

の額の算定方法

経営管理権集積計画

整　理
番　号

集 4-19

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙）

（名称） 亀山市長　櫻井　義之 亀山市本丸町５７７番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲）

（氏名又は名称） 駒田　幹彦 鈴鹿市北江島町１７番１５号

以下余⽩



番号 地番 林小班 地目 現況樹種
現況
林齢

氏名又は名称 権原の種類 同意印

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　所　

氏　　名　

権利を設定する森林の森林所有者(甲)　 住　　所　

氏　　名　

（記載注意）

(３)（Ａ）欄の「面積」は場合に応じて左側に登記面積、右側に実測面積を併記する。

亀山市本丸町５７７番地

亀山市長　櫻井　義之

(１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林
所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

この計画に同意する。

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者乙が経営管理権の設定を受ける森林（A）

備考
所在 面積（ha） 住所又は所在地

以下余⽩



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、乙（経営管理実施権が設定された時には、経営管理実施権者）が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。

　　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収
益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお収益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は甲に善管注意義務を負い、甲は当該経営管理実
施権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内
において、経営管理実施権者に対する監督責任のみを負う。

①　乙は、（１）、(1３)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定された路線その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用
させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることができる。この場合において、乙は当該設置された施設の維持管
理を行うものとする。



（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（10）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（11）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（12）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

（13）経営管理実施権配分計画の作成

②　経営管理実施権配分計画が定められる場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理を実施する義務を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。

　なお、乙は経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を徴収する義務のみを負う。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

①　乙は、甲から経営管理権の設定を受けた森林の一部又は全部についてこの経営管理権集積計画の内容に適合する限りにおいて、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、乙が選定した民間
事業者に当該森林の経営管理実施権を、甲及び乙に経営管理受益権を設定することができる。

③　甲が経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づき経営管理実施権者から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で当該経営管理受益権に係る森林に関する経営管理権集積
計画により設定された経営管理受益権に基づき乙から支払を受けたものとみなす。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙
に申し出るものとする。


