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森林法（昭和 26年法律第 249号）第５条第５項の規定に基づき、西毛地域森林

計画、利根上流地域森林計画及び利根下流地域森林計画を次のとおり変更しま

す。本変更計画書では変更のあった事項のみ記述し、その他の事項は現計画書

のとおりとします。  

なお、変更計画の施行日は、令和５年４月１日とします。  
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森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第５項の規定に基づき、西毛地域森林計画を

次のとおり変更します。 

なお、変更計画の施行日は、令和５年４月１日とします。 

 

１ 変更事項  

（１） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「４ 林道の開設及び拡張に関

する計画」の一部を次のとおり変更します。 
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第６ 計画量等 

 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 
現計画のとおり 

 

２ 間伐面積 
現計画のとおり 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 
現計画のとおり 

 

４ 林道の開設及び拡張に関する計画 
林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。 

         （下線部が今回の変更箇所で、変更内容を備考に記載） 

 

単位　延長：km，面積：ha

開設 自動車道 高崎市 久能沢 0.7 256 ○

開設 自動車道 林業専用道 高崎市 鳶石 1.6 35 ○

開設 自動車道 林業専用道 高崎市 内ノ沢 1.8 50 ○

開設 自動車道 林業専用道 高崎市 八重押新山 1.7 72 ○ 路線の追加

高崎市計 4　路線 5.8 413

開設 自動車道 安中市 雉子ケ尾樫山 1.9 76 ○

安中市計 1　路線 1.9 76

5　路線 7.7 489

開設 自動車道 藤岡市 高畑 0.3 87 ○

開設 自動車道 藤岡市 根際 0.1 287

開設 自動車道 藤岡市 八木沢 0.1 98

開設 自動車道 藤岡市 千の沢 0.1 95

開設 自動車道 藤岡市 八塩 0.1 119

開設 自動車道 藤岡市 高瀬 0.1 123

開設 自動車道 藤岡市 雲尾 0.2 46

開設 自動車道 藤岡市 小平塩沢 0.1 29

開設 自動車道 藤岡市 根際栢ヶ舞 0.1 119

開設 自動車道 藤岡市 細尾 0.1 193

開設 自動車道 藤岡市 塩沢坂元 0.1 77

開設 自動車道 藤岡市 保美濃山 0.2 18

開設 自動車道 林業専用道 藤岡市 下三波川 0.6 50 ○

開設 自動車道 林業専用道 藤岡市 白水沢支 1.2 44

藤岡市計 14　路線 3.4 1,385

対図
番号

備考

西部環境森林事務所計

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所
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単位　延長：km，面積：ha

開設 自動車道 上野村 赤屋 0.1 31

開設 自動車道 上野村 神寄沢 0.2 144

開設 自動車道 林業専用道 上野村 奥名郷支 0.2 49

開設 自動車道 上野村 日影平 0.1 59

開設 自動車道 上野村 大平 0.1 28

開設 自動車道 上野村 北沢 0.1 138

開設 自動車道 上野村 品塩山 0.3 200

開設 自動車道 上野村 湯の沢 0.1 39

開設 自動車道 上野村 井戸沢 0.1 35

開設 自動車道 上野村 諏訪山 0.1 158

開設 自動車道 林業専用道 上野村 鏡ノ沢 0.2 29

開設 自動車道 林業専用道 上野村 塩の沢 0.2 34

開設 自動車道 林業専用道 上野村 馬放場 1.2 107 ○

上野村計 13　路線 3.0 1,051

開設 自動車道 林業専用道 神流町 御鉾 0.1 23

開設 自動車道 林業専用道 神流町 今泉 0.2 24

開設 自動車道 林業専用道 神流町 長久保 2.2 25 ○

開設 自動車道 林業専用道 神流町 サス平 0.1 27

神流町計 4　路線 2.6 99

31 路線 9.0 2,535

開設 自動車道 富岡市 新屋 0.3 30 ○

富岡市計 1　路線 0.3 30

開設 自動車道 指定林道 下仁田町 奥山六車 2.0 613 ○

下仁田町計 1　路線 2.0 613

開設 自動車道 指定林道 南牧村 奥山六車 2.0 753 ○

開設 自動車道 南牧村 野々上 0.5 49 ○

南牧村計 2　路線 2.5 802

開設 自動車道 甘楽町 草喰八丁河原 3.5 1,309 ○

甘楽町計 1　路線 3.5 1,309

5　路線 8.3 2754

41　路線 25.0 5,778

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

藤岡森林事務所計

富岡森林事務所計

西毛森林計画区計  
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 高崎市 乗附 0.4 改良

拡張 自動車道 高崎市 上乗附 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 小塚 0.4 改良

拡張 自動車道 高崎市 白衣
ビャクイ

小塚
コヅカ

0.1 改良

拡張 自動車道 高崎市 榛倉 2.0 ○ 改良

拡張 自動車道 高崎市 久能沢 5.4 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 久能沢支 0.2 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 上野元三沢 1.6 ○ 改良

拡張 自動車道 高崎市 上野元三沢支 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 四ツ目尾根山 2.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 宮原大萱 1.5 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 赤竹 2.6 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 坂倉 0.8 改良

拡張 自動車道 高崎市 境沢 1.1 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 陣田 0.2 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 長井 2.9 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 赤沢 2.6 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 石津三ツ玉 5.1 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 一倉 0.7 ○ 改良

拡張 自動車道 高崎市 一倉支 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 赤竹支 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 蘭津 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 杏ヶ岳 3.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 小和田 1.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 水落 0.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 水落支 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 三ツ丸大平 2.2 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 岩氷 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 寺ノ平 3.1 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 杖の神峠 2.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 坊峯 0.9 改良

拡張 自動車道 林業専用道 高崎市 中尾根 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 高崎市 前ノ沢 2.5 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 井戸窪 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 室の沢日向 2.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 音羽山 0.6 改良

拡張 自動車道 高崎市 芦の沢 0.3 改良

拡張 自動車道 高崎市 東榛名山 1.0 改良

拡張 自動車道 高崎市 糠塚 3.4 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 南榛名山 2.6 改良

拡張 自動車道 高崎市 碓原夕日 2.2 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 岩城大日蔭 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 伏間赤仁田 3.0 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 筒井沢 3.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 大久保大日蔭 0.5 改良

拡張 自動車道 高崎市 長久保 0.3 改良

拡張 自動車道 高崎市 駒寄大日蔭 0.5 改良

拡張 自動車道 高崎市 上宮沢 1.3 改良・舗装

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考延長
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 高崎市 古寄 1.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 東猪ノ毛 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 不動 1.8 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 大日蔭 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 風戸間野 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 上神 0.4 改良

拡張 自動車道 高崎市 芦田小屋 0.3 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 東猪ノ毛支 0.1 改良

拡張 自動車道 高崎市 猪ノ毛 0.3 改良

拡張 自動車道 高崎市 樋ノ沢・砕ケ 1.3 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 樋ノ沢 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 大沢 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 河鹿入 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 小梨 0.6 改良

拡張 自動車道 高崎市 半根石 1.6 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 見明寺 0.3 改良

拡張 自動車道 高崎市 八束沢 0.1 改良

拡張 自動車道 高崎市 八束・日向 0.3 改良

拡張 自動車道 高崎市 生勢 0.1 改良

拡張 自動車道 高崎市 牛伏山 0.6 改良

拡張 自動車道 高崎市 法京 0.2 改良

拡張 自動車道 高崎市 大沢・八束 0.4 ○  改良

拡張 自動車道 高崎市 馬場・長坂 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 高崎市 八束・一郷 0.5 改良

拡張 自動車道 高崎市 橳尾・樋ノ沢 0.1 改良

拡張 自動車道 高崎市 足沢松原 0.1 改良

高崎市計 74 路線 86.6

拡張 自動車道 安中市 胡桃沢 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 赤根沢 1.2 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 長源寺 4.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 般若沢 1.2 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 大谷津 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 柿平 1.5 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 茶臼山 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 柿平・三俣 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 森熊支 0.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 森熊 0.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 赤根沢支 0.4 改良

拡張 自動車道 安中市 柿平宮掛 0.2 改良

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 備考延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 - 8 

 

単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 安中市 青木山 0.2 改良

拡張 自動車道 安中市 満行寺 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 入会沢 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 平 0.2 改良

拡張 自動車道 安中市 上月 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 譲沢 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 苅稲・湯ノ谷津 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 苅稲・岩戸 1.7 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 雉子ケ尾樫山 1.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 苅稲・樫山 1.1 改良

拡張 自動車道 安中市 赤松沢 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 城山 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 小根山 1.4 ○ 改良

拡張 自動車道 安中市 水谷支 0.3 改良

拡張 自動車道 安中市 行田中木 0.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 高墓小根山 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 安中市 高坪 0.2 改良

拡張 自動車道 安中市 北高墓 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 矢崎 0.2 改良

拡張 自動車道 安中市 水谷 0.6 改良

拡張 自動車道 安中市 妙義荒船 1.0 改良

拡張 自動車道 安中市 高墓道添 0.6 改良

拡張 自動車道 安中市 倉骨 1.5 改良・舗装

拡張 自動車道 安中市 野ヶ久保高墓 0.4 改良

拡張 自動車道 安中市 中木西尾 0.4 ○ 改良

拡張 自動車道 安中市 霧積 0.7 改良

拡張 自動車道 安中市 霧積支 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 赤坂 1.4 改良

拡張 自動車道 安中市 久保 0.2 改良

拡張 自動車道 安中市 三ツ頭 0.3 改良

拡張 自動車道 安中市 大平 0.1 改良

拡張 自動車道 安中市 曲沢 0.1 改良

安中市計 44 路線 31.9

118 路線 118.5

拡張 自動車道 藤岡市 高畑 3.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 藤岡市 名無村 5.5 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 藤岡市 東御荷鉾　 8.9 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 藤岡市 白水沢 1.6 改良・舗装

拡張 自動車道 藤岡市 奈良山 2.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 藤岡市 栢ケ舞 3.7 改良・舗装

拡張 自動車道 藤岡市 坂原 2.6 改良

拡張 自動車道 藤岡市 ブナン沢 5.5 改良

拡張 自動車道 藤岡市 日向 2.3 改良

拡張 自動車道 藤岡市 滝ノ沢 0.9 改良

拡張 自動車道 藤岡市 尾柿 2.5 改良

拡張 自動車道 藤岡市 根際 2.6 改良

拡張 自動車道 藤岡市 茶堂 1.0 改良

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

西部環境森林事務所計

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 藤岡市 野茨 0.7 改良

拡張 自動車道 藤岡市 細尾 1.2 改良

拡張 自動車道 藤岡市 南郷支 1.0 改良

拡張 自動車道 藤岡市 鮎川 3.1 改良

拡張 自動車道 藤岡市 亀穴 0.1 ○  改良・舗装

藤岡市計 18 路線 48.9

拡張 自動車道 上野村 奥名郷 2.3 ○ 改良

拡張 自動車道 上野村 金比羅 2.8 ○ 改良

拡張 自動車道 上野村 川和 2.0 ○ 改良

拡張 自動車道 上野村 住居附 8.1 ○ 改良

拡張 自動車道 上野村 赤屋 1.9 ○  改良

拡張 自動車道 上野村 神寄沢 1.7 改良

拡張 自動車道 上野村 小幡沢 1.5 改良

拡張 自動車道 上野村 東沢 1.2 改良

拡張 自動車道 上野村 楢原 3.4 改良・舗装

拡張 自動車道 上野村 矢弓沢 7.3 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 上野村 日影平 0.8 ○ 改良

拡張 自動車道 上野村 後山 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 上野村 カマカケ 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 上野村 高見 0.4 改良

拡張 自動車道 上野村 笠丸 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 上野村 竜ヶ尾根 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 上野村 上野大滝 3.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 林業専用道 上野村 鏡ノ沢 0.1 ○ 改良

上野村計 18 路線 44.5

拡張 自動車道 神流町 坂丸 2.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 高萩 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 愛宕山 1.5 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 神流町 大平 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 森戸 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 麻生 2.7 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 麻生支 1.7 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 道平 1.0 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 神流町 小塩沢 0.3 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 赤久縄 7.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 七久保橋倉 5.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 二子山 12.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 ヤノタワ 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 境沢 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 所ノ沢 0.3 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 桜井沢 3.0 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 神流町 下小越 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 上小越 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 古宿 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 ながたわ 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 烏頭沢 3.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 八倉 1.5 改良・舗装

拡張 自動車道 神流町 尾附 0.8 改良・舗装

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 神流町 竹ノカヤ 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 林業専用道 神流町 今泉 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 林業専用道 神流町 桐ノ城 0.1 ○ 改良

神流町計 26 路線 47.3

62 路線 140.7

拡張 自動車道 富岡市 藤田 0.5 改良

拡張 自動車道 富岡市 浅香入 4.0 改良

拡張 自動車道 富岡市 野上 3.2 改良・舗装

拡張 自動車道 富岡市 中沢 1.5 改良

拡張 自動車道 富岡市 森林公園 1.1 改良

拡張 自動車道 富岡市 中沢蚊沼 2.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 富岡市 菅原 2.6 改良

拡張 自動車道 富岡市 日影 2.0 改良

拡張 自動車道 富岡市 木戸 0.2 改良

拡張 自動車道 富岡市 新屋 1.9 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 富岡市 大桁 1.4 改良

拡張 自動車道 富岡市 十三塚 1.4 改良

拡張 自動車道 富岡市 川後石 1.0 改良

拡張 自動車道 富岡市 頂寺山 3.0 ○ 改良・舗装

富岡市計 14 路線 26.4

拡張 自動車道 下仁田町 栗山 1.0 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 稲含高倉 1.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 丸岳 0.5 改良

拡張 自動車道 下仁田町 鎌田 1.4 改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 中之岳 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 高達 0.3 改良

拡張 自動車道 下仁田町 吉崎 0.3 改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 奥山六車 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 下仁田町 丹沢 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 下仁田町 御場山 1.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 七久保橋倉 0.6 改良

拡張 自動車道 下仁田町 桑本三本木 0.3 改良

拡張 自動車道 下仁田町 大倉 0.2 改良

拡張 自動車道 下仁田町 桜の里 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 下仁田町 二岩 0.2 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 下仁田町 塩ノ宮 0.2 ○
改良
路線の追加

拡張 自動車道 下仁田町 東平 0.2 ○
改良・舗装
路線の追加

下仁田町計 17 路線 10.7

拡張 自動車道 南牧村 奥山六車 2.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 道場 1.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 高原 0.3 ○ 改良

拡張 自動車道 南牧村 入山 0.5 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 渡戸 1.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 細萱 0.5 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 日向 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 余地 0.7 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 日向山 0.4 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 馬坂羽沢 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 川久保 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 南牧村 砥山 0.1 ○  改良

拡張 自動車道 南牧村 高岩 0.3 舗装

拡張 自動車道 南牧村 湯ノ沢小仁田 1.3 ○ 改良・舗装

南牧村計 14 路線 10.7

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

藤岡森林事務所計
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 甘楽町 二の倉 2.5 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 稲含高倉 6.1 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 稲含 1.2 改良

拡張 自動車道 甘楽町 国峰 1.0 改良

拡張 自動車道 甘楽町 城山 2.2 ○ 改良

拡張 自動車道 甘楽町 芳の元 6.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 大平 2.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 草喰八丁河原 9.9 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 入山線 1.9 ○  改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 中郷雲津 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 甘楽町 西荻赤谷 2.9 改良

甘楽町計 11 路線 39.0

56 路線 86.8

236 路線 346.0

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

富岡森林事務所計

西毛森林計画区計  
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利根上流地域森林計画変更計画書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３・４年度一部変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群 馬 県 

 

 

計画期間  自  令和３年４月１日  

至  令和 13年３月 31日  
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森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第５項の規定に基づき、利根上流地域森林計

画を次のとおり変更します。 

なお、変更計画の施行日は、令和５年４月１日とします。 

 

１ 変更事項  

（１） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「４ 林道の開設及び拡張に関

する計画」の一部を次のとおり変更します。 
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第６ 計画量等 

 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 
現計画のとおり 

 

２ 間伐面積 
現計画のとおり 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

現計画のとおり 
 

４ 林道の開設及び拡張に関する計画 
      林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。 

         （下線部が今回の変更箇所で、変更内容を備考に記載） 

 

単位　延長：km，面積：ha

 開設  自動車道  沼田市(旧白)  下古語父 0.1 64 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  大門 0.1 31 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  古語久保 0.1 16 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  後沢 0.1 5 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  小供 0.1 9 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  新井沢 0.1 31 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  モロ 0.1 52 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  栗生 0.1 101 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  赤岩小沢 0.1 60 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  大揚 0.1 71 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  南越瀬 0.1 40 路線の削除

 開設  自動車道  沼田市(旧利)  石戸 0.1 20 路線の削除

開設 自動車道 林業専用道 沼田市 沢イラクボ支 1.5 49 ○ 路線の追加

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 内山水行寺 0.1 15

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 栗生大成木 0.1 20

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 寺間栗生 0.1 30

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 船久保十二平 0.1 30

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 南郷赤城原 0.1 10

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧利) 真菜板倉支 2.0 117 ○

開設 自動車道 林業専用道 沼田市(旧白) 高平･椎坂 0.1 30  ○ 前半5カ年箇所の削除

沼田市計 8 路線 4.1 301

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考
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単位　延長：km，面積：ha

 開設  自動車道  片品村  上原 0.1 52 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  桶作 0.1 120 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  白井路 0.1 31 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  扇平 0.1 46 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  上ノ棚 0.1 56 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  関場 0.1 58 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  野中 0.1 85 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  井戸入 0.1 25 路線の削除

 開設  自動車道  片品村  赤沢 0.1 130 路線の削除

片品村計 0 路線 0.0 0

開設 自動車道 林業専用道 川場村 太郎 0.5 160 ○

開設 自動車道 川場村 北ノ入 0.1 51

開設 自動車道 川場村 霧窪 0.1 32

開設 自動車道 川場村 中野小屋ノ入 0.1 24

開設 自動車道 川場村 越継 0.1 42

開設 自動車道 川場村 生品 0.1 36

川場村計 6 路線 1.0 345

開設 自動車道 昭和村 学校林 0.1 43

開設 自動車道 昭和村 天狗平 0.1 13

昭和村計 2 路線 0.2 56

開設 自動車道 みなかみ町(旧水) 芦沢 0.1 60

開設 自動車道 みなかみ町(旧水) 上ノ原 0.1 152

開設 自動車道 みなかみ町(旧水) 高日向 0.1 35

開設 自動車道 みなかみ町(旧月) 前山沢落 0.1 32

開設 自動車道 みなかみ町(旧月) 後閑 0.1 26

開設 自動車道 みなかみ町(旧月) 下牧 0.1 37

開設 自動車道 みなかみ町(旧月) 下津 0.1 25

開設 自動車道 みなかみ町(旧新) 味城山 0.1 16

開設 自動車道 みなかみ町(旧新) 師田 0.1 64

開設 自動車道 林業専用道 みなかみ町(旧月) 後閑2号 0.4 15 ○

みなかみ町計 10 路線 1.3 462

26 路線 6.6 1,164

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

        利根沼田環境森林事務所計  
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単位　延長：km，面積：ha

拡張 自動車道 沼田市 上野 5.7 改良

拡張 自動車道 沼田市 赤坂 1.1 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 沼田市 三峰 3.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市 大戸屋 1.0 改良

拡張 自動車道 沼田市 中沢 2.1 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市 富士見 2.0 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市 井戸平 3.3 改良

拡張 自動車道 沼田市 横子 0.9 改良

拡張 自動車道 沼田市 横子支 0.6 改良

拡張 自動車道 沼田市 迦葉富士山 3.3 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市 高王山 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市 三峰東 2.5 改良

拡張 自動車道 沼田市(旧白) 赤倉栗生 2.8 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 大島 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 青木輪久原 3.0 改良

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 老神穴原 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 老神大揚 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 高戸谷 0.9 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 小沢 5.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 鬼岩 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 真菜板倉 1.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 赤倉栗生 5.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 穴平 1.4 舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 石戸 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 柿平 1.4 改良・舗装

拡張 自動車道 沼田市(旧利) 南郷戸谷沢 1.4 改良・舗装

沼田市計 26 路線 57.4

拡張 自動車道 片品村 丸山 0.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 片路 0.8 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 山崎 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 老の久保 0.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 宇条田 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 十二沢 0.5 改良

拡張 自動車道 片品村 水沢支 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 向太田 1.2 改良

拡張 自動車道 片品村 白井沢 0.9 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 小田部 0.5 改良

拡張 自動車道 片品村 伊閑町 0.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 大沢閑野 2.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 片品村 香沢 1.0 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 片品村 仁加又 1.0 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 片品村 丸沼根羽沢 1.0 ○
改良・舗装
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 片品村 奥鬼怒 9.0 ○ 改良・舗装

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 片品村 水沢 1.0 改良・舗装

片品村計 17 路線 23.8

拡張 自動車道 川場村 赤倉栗生 5.0 改良・舗装

拡張 自動車道 川場村 迦葉富士山 3.0 改良・舗装

拡張 自動車道 川場村 霧窪 0.7 改良

拡張 自動車道 川場村 門前 5.2 改良・舗装

拡張 自動車道 川場村 太郎 3.4 ○ 改良

拡張 自動車道 川場村 富士見笹平 3.4 ○ 改良

川場村計 6 路線 20.7

拡張 自動車道 昭和村 赤城原中野 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 昭和村 学校林 2.0 改良

拡張 自動車道 昭和村 大久保 1.4 改良

昭和村計 3 路線 4.4

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 前山 2.0 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 塚原 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 沢入 0.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 深沢・真沢温泉 1.0 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 吉平 0.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧月) 後閑 0.9 ○ 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 宝台樹 0.7 ○ 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 小日向 3.0 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 鹿野沢入 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 入山 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 高日向 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧水) 向山 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 須摩野 0.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 南面 0.3 ○ 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 東峰恋越 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 中の入 0.8 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 上須川 0.3 改良

拡張 自動車道 みなかみ町(旧新) 姉山 0.5 改良

みなかみ町計 18 路線 14.4

70 路線 120.7

開設
拡張
別

種類 区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

備考

利根沼田環境森林事務所計  
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利根下流地域森林計画変更計画書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年度一部変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群 馬 県 

 

 

計画期間  自  令和４年４月１日  

至  令和 14年３月 31日  
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森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第５項の規定に基づき、利根下流地域森林計

画を次のとおり変更します。 

なお、変更計画の施行日は、令和５年４月１日とします。 

 

１ 変更事項  

（１） 「Ⅱ 計画事項」のうち「第６ 計画量等」の「４ 林道の開設及び拡張に関

する計画」の一部を次のとおり変更します。 
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第６ 計画量等 

 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 
現計画のとおり 

 

２ 間伐面積 
現計画のとおり 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

現計画のとおり 
 

４ 林道の開設及び拡張に関する計画 
      林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。 

         （下線部が今回の変更箇所で、変更内容を備考に記載） 

 

単位　延長：km，面積：ha

開設 自動車道 林業専用道 渋川市 渋川上ノ原 0.5 10 ○

開設 自動車道 林業専用道 渋川市 小原峯 1.5 60 ○

渋川市計 2 路線 2.0 70

開設 自動車道 林業専用道 前橋市 相吉１号 1.0 14

開設 自動車道 林業専用道 前橋市 大穴支 2.0 29

前橋市計 2 路線 3.0 43

4 路線 5.0 113

開設 自動車道 指定林道 桐生市 梅田小平 2.1 255 ○

開設 自動車道 桐生市 上田沢花輪 1.0 40 ○

開設 自動車道 林業専用道 桐生市 赤柴孫 0.2 5 ○

開設 自動車道 林業専用道 桐生市 田沢 0.5 14 ○

桐生市計 4 路線 3.8 314

開設 自動車道 みどり市 桜峠 0.6 44 ○

開設 自動車道 みどり市 上田沢花輪 2.1 140 ○

開設 自動車道 林業専用道 みどり市 赤柴孫 1.2 30 ○

開設 自動車道 林業専用道 みどり市 浅原 0.3 18 ○

みどり市計 4 路線 4.2 232

8 路線 8.0 546

12 路線 13.0 659

備考
前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

位置
（市町村）

路線名 延長

渋川森林事務所計

桐生森林事務所計

利根下流森林計画区計

開設
拡張
別

種類 区分
利用区域
面積
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 渋川市 西赤城山 0.2 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 渋川市 行幸田 0.2 改良

拡張 自動車道 渋川市 長坂 0.6 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 渋川市 田之郷 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 中山 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 前山 0.2 ○
改良
延長の変更

拡張 自動車道 渋川市 前山中山 0.1 改良

拡張 自動車道 渋川市 潜下 0.1 改良

拡張 自動車道 渋川市 赤城白樺 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 桜木 0.3 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 渋川市 大平 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 天神 0.8 改良

拡張 自動車道 渋川市 天神支 0.5 改良

拡張 自動車道 渋川市 日影山 1.3 改良

拡張 自動車道 渋川市 二本木 0.5 改良

拡張 自動車道 渋川市 奥子持 0.3 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 峠山 1.0 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 渋川市 谷の口程久保 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 冨士山 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 西の沢 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 上野原 0.1 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 渋川市 諏訪平長坂 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 天神山 0.2 改良

拡張 自動車道 渋川市 五輪平 1.3 改良

拡張 自動車道 渋川市 芳ヶ沢 0.8 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 蛇ヶ岳 0.8 ○ 改良

拡張 自動車道 渋川市 沖門 0.1 ○
改良
路線の追加

渋川市計 27 路線 10.6

拡張 自動車道 榛東村 新井盗人越 0.2 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

榛東村計 1 路線 0.2

拡張 自動車道 吉岡町 湯出入 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 吉岡町 水沢上野原 0.1 ○ 改良

吉岡町計 2 路線 0.2

拡張 自動車道 前橋市 溝ノ口 0.2 ○
改良
延長の変更

拡張 自動車道 前橋市 大倉 0.3 改良

拡張 自動車道 前橋市 不動大滝 0.4 ○
改良
延長の変更

拡張 自動車道 前橋市 鍋割相吉 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 前橋市 滝沢 0.1 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

開設
拡張
別

位置
（市町村）

路線名 備考延長
利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

対図
番号

種類 区分
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単位　延長：km、面積：ha　

拡張 自動車道 前橋市 湯の口滝沢 0.1 改良

拡張 自動車道 前橋市 赤城東麓 0.2 〇 改良

拡張 自動車道 前橋市 下横道 0.5 改良

拡張 自動車道 前橋市 葦窪 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 前橋市 東大河原 2.2 改良

拡張 自動車道 前橋市 箕輪 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 前橋市 大穴 0.1 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 前橋市 大林 0.5 改良

拡張 自動車道 前橋市 沼の窪 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 前橋市 赤城白樺 0.5 改良

拡張 自動車道 前橋市 鍋割相吉支 0.1 改良

拡張 自動車道 前橋市 鶉山 0.2 ○
改良
路線の追加

拡張 自動車道 前橋市 白山 0.5 ○
改良
路線の追加

前橋市計 18 路線 7.2

48 路線 18.2

拡張 自動車道 桐生市 三境 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 梅田小平 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 赤柴 1.5 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 田沢楡沢 1.0 改良

拡張 自動車道 桐生市 花見ヶ原 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 平 0.8 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 株栃 1.1 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 控鳥屋 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 細程 0.6 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 広仁田 1.1 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 城梨木 0.3 改良

拡張 自動車道 桐生市 梨木沢 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 赤城東麓 5.9 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 田沢小中 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 松山 0.2 改良

拡張 自動車道 桐生市 荒神山 0.2 ○ 改良

拡張 自動車道 桐生市 小谷急 0.1 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 広仁田支 0.3 舗装

拡張 自動車道 桐生市 八木原大畑 0.8 改良

拡張 自動車道 桐生市 間々下栗生 0.5 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 城山 0.2 改良

拡張 自動車道 桐生市 朝日沢 0.1 改良

拡張 自動車道 桐生市 一色 0.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 金沢 0.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 桐生市 皆沢 0.7 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 林業専用道 桐生市 向山 1.5 ○ 改良

桐生市計 26 路線 21.9

対図
番号

備考区分
位置

（市町村）
路線名 延長

利用区域
面積

前半５カ年
の計画箇所

渋川森林事務所計

開設
拡張
別

種類
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単位　延長：km、面積：ha　
拡張 自動車道 みどり市 小平座間 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 作原沢入 7.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 田沢小中 1.0 改良

拡張 自動車道 みどり市 小中新地 0.4 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 蛇ノ尾 3.3 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 みどり市 高橋深ぐな 1.4 改良

拡張 自動車道 みどり市 高戸山 0.6 改良

拡張 自動車道 みどり市 横川 0.7 改良

拡張 自動車道 みどり市 松座 0.7 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 ねしゃか 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 小中西山 2.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 小中支 0.5 改良

拡張 自動車道 みどり市 東沢 2.6 改良

拡張 自動車道 みどり市 三境 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 柱戸 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 樋ノ入 0.7 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 牛沢 1.0 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 出屏 1.3 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 金山 0.5 改良

拡張 自動車道 みどり市 加藤畑 0.2 改良

拡張 自動車道 みどり市 足渡戸 0.3 改良

拡張 自動車道 みどり市 塔ノ沢 0.5 改良

拡張 自動車道 みどり市 孫 0.2 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 塩沢小平 5.6 ○ 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 梅田小平 0.5 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 高名木 0.1 ○ 改良

拡張 自動車道 みどり市 入山 1.0 改良・舗装

拡張 自動車道 みどり市 次石 0.1 改良

拡張 自動車道 みどり市 八木原大畑 0.4 ○
改良
前半5カ年箇所の追加

拡張 自動車道 みどり市 高松 1.2 改良

拡張 自動車道 林業専用道 みどり市 浅原 0.5 改良

みどり市計 31 路線 37.8

57 路線 59.7

105 路線 77.9

桐生森林事務所計

利根下流森林計画区計  

 

 


