
（13）第９次計画期間中の県行造林地の満期対応一覧

ア　一般県行造林

面積

(ha) 変更契約日 延長後期限

佐久 御代田町
御代田１次県
行

森泉山
財産組合

- 22.83 H29.3.31 契約延長 H28.10.12 H38.3.31

上小 上田市 真田牧場県行
菅平牧場畜産
農業協同組合

- 27.91 H25.9.30 契約延長 H25.7.22 H55.9.30

上小 上田市
真田滝ノ入県
行

上田市東御市真
田共有財産組合

- 66.88 H28.9.19 契約延長 H28.4.13 H58.9.19

上小 上田市 武石１次県行 上田市 - 49.66 H28.12.31 契約延長 H28.7.15 H48.12.31

上伊那 伊那市 芝平県行３
伊那市

(長藤財産区)
- 167.11 H29.3.31 契約延長 H29.1.5 H49.3.31

松本 筑北村 坂井１次県行 筑北村 - 27.97 H29.3.31 契約延長 H29.3.9 H49.3.31

松本 安曇野市 田沢県行
安曇野市

(上川手山林
財産区)

- 14.96 H28.9.19 解除

北安曇 白馬村 神城県行
白馬村

（飯森部落）
- 29.42 H25.10.31 契約延長 H25.10.30 H35.10.31

長野 坂城町 南条県行
上田市上塩尻区

坂城町南条
生産森林組合

- 85.85 H26.3.31 契約延長 H25.8.2 H46.3.31

長野 長野市 天宗寺県行 天宗寺 - 19.83 H26.9.30 契約延長 H26.9.26 H56.9.30

イ　特殊林県行造林

面積

(ha) 変更契約日 延長後期限

上伊那 箕輪町 松島区特県
箕輪町

(松島財産区)
王子製紙 85.55 H28.3.31 契約延長 H27.12.7 H58.3.31

北安曇 木曽町 三岳特県
三尾森林牧野
利用農業協同

組合
王子製紙 166.00 H24.8.31 契約延長 H24.8.30 H54.8.31

北信 野沢温泉村 東大滝特県 共有者4名 王子製紙 45.21 H24.8.31 契約延長 H24.8.30 H54.8.31

北安曇 大町市 尼子特県 共有者31名 北越紀州製紙 23.74 H23.3.31 契約延長 H25.4.2 H53.3.31

北安曇 小谷村 北小谷１次特県 共有者81名 北越紀州製紙 89.93 H26.11.30 契約延長 H27.1.28 H56.11.30

北安曇 小谷村 北小谷２次特県 共有者43名 北越紀州製紙 45.75 H29.6.30 契約延長 H27.1.28 H59.6.30

長野 長野市 財又２次特県 共有者20名 北越紀州製紙 37.02 H28.5.8

長野 長野市 十二神社特県
宗教法人
十二神社

北越紀州製紙 11.05 H28.5.8

対応
契約延長の場合

費用負担者地事 市町村 県営林名 土地所有者 契約期限

対応
契約延長の場合

地事 市町村 県営林名 土地所有者 費用負担者 契約期限
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面積

(ha) 変更契約日 延長後期限
対応

契約延長の場合
費用負担者地事 市町村 県営林名 土地所有者 契約期限

松本 塩尻市
宗賀財産区
１次特県

塩尻市
(宗賀財産区)

日本製紙 33.21 H26.9.30 契約延長 H26.12.26 H36.9.30

松本 塩尻市
宗賀財産区
２次特県

塩尻市
(宗賀財産区)

日本製紙 9.34 H31.2.28 契約延長 H26.12.26 H36.9.30

松本 松本市
四賀反町
１次特県

秋葉社二社 日本製紙 19.94 H27.11.29 契約延長 H28.4.14 H37.11.29

松本 松本市
四賀反町
２次特県

秋葉社二社 日本製紙 20.12 H28.7.31 契約延長 H28.4.14 H37.11.29

松本 筑北村 坂北１次特県 筑北村 日本製紙 30.08 H26.1.31 契約延長 H26.1.31 H36.1.31

松本 筑北村 坂北２次特県 筑北村 日本製紙 67.96 H27.8.16 契約延長 H26.1.31 H36.1.31

松本 麻績村 麻績特県 共有者46名 日本製紙 22.26 H25.8.31 契約延長 H27.11.2 H35.8.31

松本 安曇野市 浅川特県 安曇野市 大興製紙 56.37 H25.9.30 契約延長 H25.10.3 H55.9.30

北安曇 大町市 海の口特県 共有者37名 大興製紙 34.13 H23.3.31 契約延長 H25.6.12 H53.3.31

北安曇 大町市 大平木特県 共有者10名 大興製紙 56.37 H23.3.31 解除

諏訪 下諏訪町 下諏訪特県 下諏訪町 特殊東海製紙 195.29 H26.1.31 契約延長 H26.1.31 H36.1.31

北安曇 平谷村 平谷特県 平谷村 特殊東海製紙 143.38 H26.1.31 契約延長 H26.1.31 H36.1.31

下伊那 大鹿村 大鹿東海特県 大鹿村 特殊東海製紙 291.14 H26.9.30 契約延長 H26.11.6 H36.9.30

※北小谷２次、宗賀財産区２次特県は期間中に満期を迎えた案件ではないが、契約延長を行っているため記載した。

　尼子、海の口、大平木特県は前期間中に満期を迎えた案件だが、今期間中に手続きを行っているため記載した。
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（14）第10次計画期間中の県行造林地の満期対象一覧

ア　一般県行造林

面 積

(ha)

上田 上田市 武石２次県行 上田市 - 46.31 H33.9.30

上田 上田市 川西県行
上田市

(上室賀財産区)
- 10.43 H32.9.30

諏訪 岡谷市 諏訪市県行 諏訪市 - 188.83 H32.3.31

諏訪 箕輪町 大熊県行
大熊林野利用
農業協同組合

- 33.68 H32.3.31

諏訪 箕輪町 後山県行
諏訪市

（後山区）
- 10.05 H32.3.31

諏訪 箕輪町 上野県行
諏訪市

（上野区）
- 39.89 H31.3.31

諏訪 箕輪町 北真志野箕輪県行
諏訪市

（北真志野区）
- 75.07 H34.3.31

上伊那 箕輪町 片倉日影入県行
伊那市

（片倉財産区）
- 94.13 H31.3.31

上伊那 伊那市 片倉守屋山県行
伊那市

（片倉財産区）
- 22.52 H34.3.31

上伊那 辰野町 平出県行１
平  出  山
生産森林組合

- 21.16 H32.5.31

上伊那 辰野町 平出県行２
平  出  山
生産森林組合

- 27.10 H32.5.31

上伊那 辰野町 平出県行３
平  出  山
生産森林組合

- 41.45 H32.5.31

上伊那 辰野町 平出県行４
平  出  山
生産森林組合

- 23.35 H32.5.31

上伊那 辰野町 辰野町県行 辰野町 - 10.04 H32.5.31

上伊那 箕輪町 箕輪町県行 箕輪町 - 80.37 H31.3.31

上伊那 箕輪町 東箕輪三区県行
箕輪町

（東箕輪三区）
- 49.42 H30.12.31

上伊那 箕輪町 大出区県行
箕輪町

（大出区）
- 86.75 H32.3.31

上伊那 箕輪町 中原区１次県行
箕輪町

（中原財産区）
- 10.77 H31.12.31

上伊那 飯島町 飯島町県行 飯島町 - 25.06 H31.3.31

南信州 阿智村 阿智村１次県行 阿智村 48.48 H32.12.31

南信州 阿智村 阿智村２次県行
阿智村

（小野川区）
46.89 H31.12.31

南信州 喬木村 喬木県行 喬木村 14.04 H33.12.31

備考費用負担者地振 市町村 県営林名 土地所有者 契約期限
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面 積

(ha)
備考費用負担者地振 市町村 県営林名 土地所有者 契約期限

松本 塩尻市 塩尻東山県行 塩尻市 9.92 H32.3.31

松本 松本市 七嵐２次県行 白張神社二座 64.19 H32.3.31

松本 筑北村 坂井２次県行 筑北村 62.19 H34.3.31

松本 安曇野市 一の沢県行 一の沢山林組合 127.21 H30.3.31

松本 安曇野市 有明県行
安曇野市

(有明山林財産区)
20.63 H31.3.31

松本 松本市 大明神山県行 松本市長 91.83 H33.12.31

松本 松川村 松川県行 松川村 13.21 H32.4.10

長野 坂城町 坂城県行 坂城町 9.98 H32.3.31

長野 須坂市 高甫県行 須坂市 56.70 H30.3.31

北信 野沢温泉村 虫生県行 虫生区 16.58 H32.9.30

北信 野沢温泉村 七ヶ巻県行 野沢温泉村 22.37 H32.3.31

長野 長野市 上祖山１次県行
長野市外

１ヶ村林野組合
11.82 H34.3.31

北信 飯山市 木島県行
飯山市

（木島財産区）
- 11.07 H31.3.31

イ　特殊林県行造林

面 積

(ha)

長野 長野市 東京部落２次特県 共有者54名 北越紀州製紙 39.75 H29.6.30

長野 長野市 鬼無里村特県 長野市 北越紀州製紙 106.10 H29.6.30

長野 長野市 三部落特県 共有者51名 北越紀州製紙 16.36 H29.6.30

長野 長野市 両部落特県 共有者30名 北越紀州製紙 16.00 H29.6.30

長野 長野市 四ヶ村特県 共有者72名 北越紀州製紙 13.54 H33.3.31

備考地振 市町村 県営林名 土地所有者 費用負担者 契約期限
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