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【 グループ主体 】

名称 所在地 連絡先

富士山森林認証グループ
〒417-0801
静岡県富士市大淵6979-5

0545-35-5339

【  役  員   】
会 ⻑ 富士市森林組合 代表理事組合⻑ 渡井 正孝

副 会 ⻑ 富士森林組合  代表理事組合⻑ 佐野 和義
監 事 株式会社白糸植物園 代表取締役 渡邊 定元

【 事 務 局 】

名称 所在地 連絡先

富士市森林組合
〒417-0801
静岡県富士市大淵6979-5

0545-35-5339

【  加 盟 者   】
名称 所在地 連絡先

富士市・富士市森林組合
〒417-0801
静岡県富士市大淵6979-5

0545-35-5339

富士宮市
〒418-8601
静岡県富士宮市弓沢町150番地

0544-22-1153

富士森林組合
〒418-0114
静岡県富士宮市下条1073-1

0544-59-2648

株式会社白糸植物園
〒418-0105
静岡県富士宮市原942番地

0544-54-1826

上井出財産区
〒418-0103
静岡県富士宮市上井出631番地

0544-54-0003

【 内部監査機関 】

名称 所在地 連絡先

静岡県富士農林事務所
〒416-0906
静岡県富士市本市場441-1

0545-65-2202

富士宮市
〒418-8601
静岡県富士宮市弓沢町150番地

0544-22-1153

富士市
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地

0545-55-2783

【  会  員   】
名称 所在地 連絡先

富士市
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地

0545-55-2783

富士市森林組合
〒417-0801
静岡県富士市大淵6979-5

0545-35-5339

富士宮市
〒418-8601
静岡県富士宮市弓沢町150番地

0544-22-1153

富士森林組合
〒418-0114
静岡県富士宮市下条1073-1

0544-59-2648

株式会社白糸植物園
〒418-0105
静岡県富士宮市原942番地

0544-54-1826

上井出財産区
〒418-0103
静岡県富士宮市上井出631番地

0544-54-0003

富士山森林認証グループ名簿 別紙-１



（１）対象森林一覧 令和4年7月末現在
No. 面積（ha）

1 2,142.90
2 413.64
3 214.46
4 606.13
5 401.97

3,779.10

（２）資源現況

スギ ヒノキ マツ 計 広葉樹 計
380.79 2,529.23 6.72 2,916.74 778.70 778.70 83.66 3,779.10

10.08 66.93 0.18 77.18 20.61 20.61 2.21 100.00

（３）樹種別齢級別面積

森林資源現況表（グループ全体）

名称 市町村 所在地
富士市・富士市森林組合 富士市 外 静岡県富士市大淵字丸火東10847-1 外

白糸植物園 富士宮市 外 静岡県富士宮市内野2079 外

樹種等

面積(ha)
割合(％)

合計

富士宮市 富士宮市 静岡県富士宮市根原87 外
富士森林組合 富士宮市 静岡県富士宮市粟倉2743-161 外

人工林 天然林
その他

上井出財産区 富士宮市 静岡県富士宮市上井出字大山1708-1外

(%)
1 0.00 49.90 49.90 1.71

齢級
面 積(ha) 構 成 比

スギ ヒノキ 計

2 0.42 12.31 12.73 0.44
3 0.37 63.35 63.72 2.19
4 0.72 62.92 63.64 2.19
5 0.63 49.57 50.20 1.73
6 4.39 29.45 33.84 1.16
7 0.37 40.12 40.49 1.39
8 0.27 47.66 47.93 1.65
9 1.22 84.10 85.32 2.93

10 7.42 113.82 121.24 4.17
11上 364.98 1,976.03 2,341.01 80.45
合計 380.79 2,529.23 2,910.02 100.00

合計
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森林資源現況表（グループ全体）

別紙-２

（４）森林の内容（人天別面積、森林タイプ別面積等森林）

山災 保健
_⼟保 _レク

1,934.48 405.34 0.00 92.89 0.00 1,666.84 4,099.55 83.74
456.23 204.41 0.00 50.29 0.00 57.61 768.54 15.70

15.30 0.00 0.00 1.99 0.00 0.29 17.58 0.36
0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 4.85 9.70 0.20

2,406.01 614.60 0.00 145.17 0.00 1,729.59 4,895.37 100.00

（５）保安林の指定状況

（６）自然公園の指定状況 （ha）

第1種 第2種 第3種

特別地域 特別地域 特別地域
0.00 0.00 2.67 0.00
0.00 0.26 13.94 684.11

⼟砂流出防備保安林 251.53 10.96

林相等

機能類型区分（ha）
合計(ha) 割合（％）

水涵 快環 文化 木材生産

林地以外
合計

保安林種 面積（ha） 割合（%）
水源涵養保安林 1,897.12 82.70

0.00 0.00

風致保安林 0.26 0.01

人工林
天然林
無木地

飛砂防備保安林 0.00 0.00
防風保安林 0.00 0.00

⼟砂崩壊防備保安林 0.00 0.00

2.67
698.31

自然公園名

丸火自然公園
富士箱根伊豆国立公園

普通
地域

合計

対象森林全体(B) 3,779.10
比率(A/B) 0.61

保健保安林 145.17 6.33

保安林実面積計（A） 2,294.08 100.00

なだれ防止保安林 0.00 0.00
干害防備保安林

重複箇所

があるの

で記載不

可



森林資源現況表（グループ全体）
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（７）路網の状況

D:公道延⻑(m)
E:路網延⻑合計（B+C+D）

路網密度 E / A

A: 面積(ha) 3,779.10
35,107

180,641
15,414

231,162
61.17

B: 林道総延⻑(m)
C:作業路総延⻑(m)



１ 安全衛生及び健康管理教育

２ 研修会・講習会への参加

３ 安全衛生教育の記録の保存

４ 関係法令の遵守
 その他、関係労働法令、林業・木材業労働災害防止協会が定める規程等を遵守する。

安全衛生及び健康管理マニュアル

 認証森林における各種作業における労働災害防止のため、作業員に対する安全衛生及び健康管理教育
を次のとおり実施する。

 認証森林における作業に従事する作業員は、「安全作業マニュアル」の遵守を徹底する。
会員個々の管理責任者又は会員から作業を受託等する者は、施業が変わるごとに作業員に対し、安
全衛生及び健康管理の教育を実施する。

 林業・木材業労働災害防止協会、関係機関が開催する研修会・講習会へは、積極的に参加する。

 研修会・講習会に参加した場合は、その記録を保存する。
また、事故など不慮の事態が生じた時もそれを記録する。
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２ 安全作業のポイント

 ⑧下方に向った下刈は行わない。
 ⑨作業前に、汚れ、ネジ類のゆるみ、燃料など、刈払機の点検を行う。
 ⑩一連続作業は30分以内とし、５分以上の休憩時間をとる。

３ 作業別安全対策
(1)地拵
 上下作業は行わない。
(2)植付
 足場の確保は確実に行う。
 植付作業の前に、苗木の運搬等荷揚げのための歩道を改修する。
(3)下刈
 ①刈払機は安全ベルトを肩からかける。
 ②木片、小枝が飛来するおそれがあるので、眼鏡またはフェイスガードを使用する。
 ③刈払機は振動及び騒音の少ないものを選択する。
 ④歩行にて移動の時は、歩行者間の距離を十分に保つ。
 ⑤上下作業は行わない。
 ⑥滑り止めスパイク地下足袋等の滑りにくい靴を履いて作業を行う。

１ 服装等
(1)安全な作業を行うことができる袖締り、裾締りの良い作業服を着用すること。

(1)作業時は、必ず保護帽を正しく着用すること。

安全作業マニュアル

(2)履物は、作業に適し、足にあった丈夫で滑らないものを着用すること。
(3)合図に必要な呼子を携帯すること。

 積極的に参加すること。

 ⑦作業をしている者から７ｍ以内には、他の作業者は立ち入らない。

(2)毎日作業前には、作業の注意事項について全員で打合せを行うこと。
 また、準備体操を実施すること。
(3)労働時間内には、必ず45分以上の休憩をとること。
(4)作業で使用する機械類及び装備品は、必ず点検を行うこと。
(5)静岡県、静岡市、林業・木材業労働災害防止協会等が開催する安全講習会には、
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(4)枝打
 ①作業前には、枝打鉈、枝打鋸、木登り梯子の点検・手入れを行う。
 ②高所作業となる場合は、安全帯を着用し落下防止を図る。
(5)間伐・皆伐・搬出
 ①伐倒木の伐倒予定方向を確保し、指差し呼称を励行する。
 ②伐倒予定方向を狂わすことが予想される障害物の有無を確認する。
 ③作業中に頭上に落下しそうな枯枝等の有無を確認する。
 ④樹高の2.5倍以内の範囲に他の作業者がいないか確認する。
 ⑤伐倒予定方向に支障になるものがないか確認する。
 ⑥かかり木は、けん引具を使用するなどして、速やかに処理する。
 ⑦玉切り材の転落のおそれがないか確認する。
 ⑧玉掛けワイヤーの点検と安全な荷掛けを励行する。
 ⑨材の引出し作業前には、他の作業者はいないか確認して、退避よし、
 まわりよしの呼称を励行する。
 ⑩荷はずし前には搬入材の確認、着地よしの呼称を励行する。
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1 間伐の目的

2 間伐を実施すべき標準的な林齢及び標準的な間伐の方法

表1 間伐の標準的な方法
項目

＜「新・システム収穫表」による試算の一例＞

表2 収量比数 表3 平均的な間伐の実施時期の間隔
樹種 収量比数 区分 間伐の実施時期の間隔

スギ 0.85 標準伐期齢未満 10年
ヒノキ 0.85 標準伐期齢以上 15年

指針

間伐の時期

・間伐の時期は、林木の樹冠が閉鎖して、林木相互の競争が生じ始めた時とする。林木の樹冠閉
鎖の目安は樹冠密度10分の8以上とする。
・間伐を行うべき立木の混み具合を表す指標として「収量比数（Ry）※2」を用いるものとし、そ
の値を表2 に定める。
・平均的な間伐の実施時期の間隔の年数を表3に定める。

間伐基準書

 間伐は、森林内の立木密度や林分構造を伐採により目標とする森林構成に誘導する技術のこと
で、収穫目標に合致した木材の育成や健全な森林の維持など、それぞれの森林の管理目標に応じ
て、時期、率、回数、方法等を選択して実施する。

 間伐は「新・システム収穫表※1」を利用し、表1に示す指針に従って実施する。

※1 樹種ヒノキ、15年生時立木本数2,750本/ha、地位Ⅲの条件で、⻑伐期施業（90年生を伐期）とした場合。
※2 「収量比数（Ry）」とは、その時期の森林が蓄えることができる最大量の幹材積に対する実際の幹材積の割合
のことで、間伐の時期や間伐率を決める時に用いる。間伐を行うと収量比数が下がり、その後再び１に近づいてい
く。

※1 「新・システム収穫表」とは、静岡県農林技術研究所森林・林業研究センターが作成したスギ・ヒノキ人工林の
収穫予測を行うプログラム（エクセルファイル）。樹種、林齢、ha当たり本数、地位、間伐時期を入力することによ
り、簡単に収穫予測を行うことこときる。プログラムは、静岡県のホームページからダウンロードできる。「新・シ
ステム収穫表」による試算の一例を下表のとおり。

間伐率
間伐回数

・間伐率と回数は、「新・システム収穫表」を用いて林分の健全性保持と生産目標への誘導が可
能となる割合と回数を算出し、現地状況を勘案して定める。
・材積による伐採率の上限は35％を標準とする。
・5年後に樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

選木の方法

・選木の方法は、森林の整備・保全の目標と森林の状況に応じて、定性間伐や列状間伐等、最も
適切な方法を選択する。
・保育期の間伐は、被圧木、二又などの不良木、あばれ木等を選定することを原則とするが、均
等な立木密度が得られるよう残存木の配置にも配慮する。
・8齢級以上の間伐は、利用可能な森林資源の活用の観点から、上層木や中層木も対象とする。

その他 ・利用可能な森林資源の活用を図るため、間伐材の搬出を推進する。
・地形上、風衝地となり得る場所においては、風害に留意して間伐を行う。

年生 施業 
本数 

伐採率 

伐採後本数 

(本/ha) 

伐採後収量

比数(Ry) 

平均胸高 

直径(cm) 

伐採材積 

(㎥/ha) 
備考 

15 下層間伐 25% 2,061 0.7 10.8 11  

25 下層間伐 36% 1,318 0.7 15.1 37  

40 下層間伐 32% 898 0.7 20.6 53  

55 上層間伐 22% 698 0.6 23.4 90  

70 上層間伐 20% 552 0.6 28.0 103  

90 皆伐 100%   34.5 462  
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1

2

素材生産基準書

⑤⼟場での残材、木くず等は、沢に放置したり集積しないこと。

①造材は材の大小、形質を精査し最大価を有する製品を得るように心掛けるものとする。
②採材は、材の大小、⻑短、曲直、その他素材としての品質に影響する⽋点を精査して、使用用途に応
じた採材する。

①素材の搬出作業は、地形、路網の配置、集材距離等を考慮し、請負搬出作業は仕様書に基づき、林地
及び自然環境に負荷が少ない方法を選ぶこと。

③特に河川等に枝条、残存木等が流れ出さないように整理する。

主伐・間伐・素材生産等にかかる事業については、下記事項に留意して実施するものとする。

 （１） 伐採に関わる基準

 自然環境保全及び水⼟保全、環境汚染の予防を図るため、「森林管理方針書」の「生物多様性に配慮
した施業指針」等に基づき実施し、特に林地保全、河川汚濁防止、貴重動植物の保護等に努めるものと
する。

 作業の実施にあたっては、労働災害を防止するため十分に安全対策を図り、「安全衛生及び健康管理
マニュアル」並びに「安全作業マニュアル」に基づき、作業班⻑及び林業架線作業主任者等の指示に従
い安全作業の確保を図るとともに、次の仕様に基づき実施するものとする。

①基本的に大面積にわたる一⻫皆伐を行わず、小面積分散型の伐区を設定し、１箇所当たりの伐採面積
は、原則として５ｈａ程度（制限林等については、指定施業要件等の範囲内）とする。
②皆伐にあたっては、尾根筋、沢筋、道路際林縁等に立地条件に適した保護樹林帯（おおむね樹高程
度）を設定する。

  （２） 造材作業仕様

  （３） 搬出作業仕様

②林内作業車又は簡易架線集材（スイングヤーダーを含む）による集材においては、林地保護、素材及
び立木を損傷しないように十分注意すること。
③搬出路の開設にあたっては、河川等の汚濁防止並びに⼟砂等の流出防止を図るため、地形になじんだ
線形とし、切盛⼟量を極力抑えるとともに、沢の横断などは避ける。
④人工造林の場合、地揃えの手間を省けるよう枝条残材の整理に努める。その際、有機質層、表⼟のは
ぎ取りに留意し、地力保持に努める。
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 作業を外注する場合は、「森林管理方針書」を始めとした諸規定を遵守するよう仕様書に記載するな
どの措置を講じること。

④運搬に当たっては、道路交通法を遵守するとともに、急坂路及び危険箇所等では徐行し、急激な方向
転換、急発進及び急停車はしないようにするものとする。

①作業機械、移動用車両等を使用する場合は、効率的な運行に努め、不必要なアイドリングを行わない
など化石燃料の消費低減を図り環境に配慮すること。

④林地内での火災は広範囲な延焼に繋がる恐れがあるため、特に作業現場での火災予防及び消火体制を
強化する必要がある。そのため「林野火災予消防マニュアル」に従って火災予防に最善をつくすこと。

③作業現場における燃料等の油類が漏出しないよう「作業現場における油類の取扱いマニュアル」に従
い注意すること。

②作業用具等は常に整理整頓し、作業終了時にはゴミや燃料缶、資材などは持ち帰ること。

 作業時には、様式-５「モニタリング報告書」のチェック項目に基づきモニタリングを実施し、結果を
記録のうえ報告すること。また必要に応じ写真を撮影し、記録用紙に添付すること。

  （７）モニタリングの実行

  （８）外部への作業の委託等

  （４） 運材作業仕様

  （５） 引渡／販売

  （６） その他

③認証林材の分別を徹底し、非認証森林産出材と混載しない。

②認証材としての販売の場合は、ＳＧＥＣ／ＰＥＦＣの各種規程を遵守する。

②積み込み作業に当たっては、他の作業と連絡協調のうえ安全作業を行うものとする。

①素材の運搬にあたっては、認証林材と非認証林材が混在しないよう分別したうえ、木口へマーク・刻
印するなどして区分し、認証林産物であることが確認できるようにする。

①搬出材は、原則としてＳＧＥＣ／ＰＥＦＣのＣｏＣを有する機関を優先して引き渡し先に選定する。
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１ ⼟木的事項
（１） 路線選定

 林業専用道及び森林作業道の路線選定に当たっては、地形・地質の安定している箇所を通
す様に行うものとし、路線の線形は、地形に沿った屈曲線形、波形勾配とすることとする。
 なお、計画路線形及びその周辺において、希少な野生生物の生息等の情報を得た場合は、
計画の見直し等必要な対策を検討することとする。

（２） 切⼟
 切⼟高は極力抑えることとする。切⼟のり面勾配は、⼟質条件等により判断するもの
とし、⼟砂の場合は6分、岩石の場合は3分を標準とする。
 ただし、切⼟高が1.2ｍ程度以内である場合は、直切が可能な場合があり、⼟質を踏まえ
て検討する。

（３） 盛⼟
 盛⼟高は極力抑えることとする。盛⼟のり面勾配は、盛⼟基礎地盤、盛⼟材料、現地の
自然条件等により判断するものとし、林業専用道にあっては1割2分を基準とし、森林作業
道にあっては、概ね1割より緩い勾配（盛⼟が2ｍを超える場合は1割2分程度）とする。

（４） 構造物
 林業専用道及び森林作業道は、⼟構造を原則とする。ただし、やむを得えず構造物を設
置する場合は、地形、地質等を考慮し適切な工種・工法を選定する。

（５） 幅員
 林業専用道にあっては、車道幅員を3.0ｍとし、路肩幅員は原則として0.25ｍとする。
 ただし、走行上の安全性確保のため必要がある場合は、0.5ｍまで拡幅することができ
る。
 森林作業道にあっては、作業システムに対応する必要最小限の規格とすることとし、傾
斜や用いる林業機械によって幅2.5ｍ〜3.0ｍとする。なお、安全性、作業性の確保の観点
から、必要最小限の側方余裕幅（0.5ｍ程度）を付加することができる。

 この基準は、林業専用道・森林作業道の開設・改良・復旧について、環境負荷を最小限にする
ための作業基準を示すものである。

森林作業道開設基準書
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（６） 縦断匂配
 林業専用道にあっては、原則として9％（舗装等を行う場合は12％）以下とする。ただ
し、地形の状況等によりやむを得ない事情がある場合には、14％（延⻑100ｍ以内に限り
16％）以下にすることができる。
 森林作業道にあっては、集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り
走行ができることを基本とし、目安としては、基本的に10°(18％）以下で検討する。や
むを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25％)程度で計画する。12°(21％)を超え危
険が予想される場合はコンクリート舗装を検討する。

（７） 曲線
 林業専用道にあっては、原則として普通自動車の諸元に示す最小曲線半径の12ｍ以上
とする。森林作業道にあっては、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回
時のふくらみを考慮して曲線部の拡幅を確保する。

（８） 残⼟
 切⼟、盛⼟の⼟工量の均衡かつ最小化に努めるものとするが、やむを得ず残⼟が発生
した場合は、路線内の最も近い箇所で処理すること。また、残⼟は、⼟砂流出等の防止
のための適切な措置をとること。

（９） 法面
 法面は、周辺と同様の植生を回復させるためできるだけ緩勾配とするなど、周辺の地
形と調和のとれるよう工夫すること。

（１０）保護樹帯
 林業専用道または森林作業道の周辺等、風の影響を受け易い箇所には、必要に応じ、
保護樹帯を設けること。

（１１）写真管理
 施工者は、施工過程の写真（基点、終点、主な工作物についての施工前後、施工中の
状況、使用機種等）必要な箇所を撮影する。

（１２）出来形管理
 施工者は、発注者の指示により工事の出来形管理を行わなければならない。

２ 環境配慮事項
（１） 薬剤

 やむを得ず薬剤等を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」に基づき周辺の
動植物に影響を及ぼさないよう、薬剤の種類や散布量等を協議しなければならない。
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（２） 線形
 学術的、歴史的、文化的に価値の高い森林、広葉樹林など自然性の高い森林、湿地等、
以下に示す場所への線形計画は採用しない。
 ①原生林又はそれに近い自然林
 ②人工林であっても自然林に近い組成の箇所
 ③全国又は県内においても極めて稀な群落
 ④天然記念物に指定されている種の生息地
 ⑤地域に固有の種の生息地
 ⑥南限、北限、隔離分布等の分布の極限にある群落
 ⑦湖沼、河川、湿地等の特異な立地に特有な群落及びその上流域
 ⑧減少が著しい群落
 ⑨学術上重要な群落

（３） 動植物への配慮
 特に動植物への配慮が必要な場合には、生息域に配慮した線形・構造とする。
 地形改変区域内の表⼟や現存植生の保存・利用に努め、地域的な植物相の保全及び自
然資源の有効活用（間伐材、枝条等）に努める。

（４） 環境負荷の低い素材の使用
 工作物は環境負荷の低い現地発生材等の使用に努める。

（５） モニタリング
 保全上重要な動植物等の生育状況について、施工中及び施工後のモニタリング調査の
実施に努める。

２ その他
（１） 諸法規の遵守

 施工者は、工事施工にあたっては諸法令、諸法規を遵守しなければならない。
（２） 諸規定の遵守

 林業専用道、森林作業道の計画・施行にあたっては、本基準のほか林道規定、静岡県
林業専用道・森林作業道作設指針によるものとする。
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カテゴリー 種名 科 参考文献
保護
保全

備考

1 絶滅危惧ＩＡ類 ミヤマハナワラビ ハナヤスリ 文献1

2 絶滅危惧ＩＡ類 スルガジョウロウホトトギス ユリ 文献1

3 絶滅危惧ＩＡ類 ミスズラン ラン 文献1

4 絶滅危惧ＩＡ類 キソエビネ ラン 文献1

5 絶滅危惧ＩＡ類 ホテイラン ラン 文献1

6 絶滅危惧ＩＡ類 アツモリソウ ラン 文献1

7 絶滅危惧ＩＡ類 キバナアツモリソウ ラン 文献1

8 絶滅危惧ＩB類 タカネシダ オシダ 文献1

9 絶滅危惧ＩＢ類 コウライイヌワラビ イワデンダ 文献1

10 絶滅危惧ＩＢ類 コガネシダ イワデンダ 文献1

11 絶滅危惧ＩＢ類 オオサワトリカブト キンポウゲ 文献1

12 絶滅危惧ＩＢ類 オキナグサ キンポウゲ 文献1

13 絶滅危惧ＩＢ類 ベニバナヤマシャクヤク ボタン 文献1

14 絶滅危惧ＩＢ類 アゼオトギリ オトギリソウ 文献1

15 絶滅危惧ＩＢ類 ウメウツギ ユキノシタ 文献1

16 絶滅危惧ＩＢ類 イヌハギ マメ 文献1

17 絶滅危惧ＩＢ類 マツバニンジン アマ 文献1

18 絶滅危惧ＩＢ類 フジタイゲキ トウダイグサ 文献1

19 絶滅危惧ＩＢ類 ヒナノキンチャク ヒメハギ 文献1

20 絶滅危惧ＩＢ類 ミヤマスミレ スミレ 文献1

21 絶滅危惧ＩＢ類 ヤマシウマノミツバ セリ 文献1

22 絶滅危惧ＩＢ類 クリンソウ サクラソウ 文献1

23 絶滅危惧ＩＢ類 サクラソウ サクラソウ 文献1

24 絶滅危惧ＩＢ類 ハナムグラ アカネ 文献1

25 絶滅危惧ＩＢ類 ムラサキ ムラサキ 文献1

26 絶滅危惧ＩＢ類 ヤマホウズキ ナス 文献1

27 絶滅危惧ＩＢ類 スズラン ユリ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト
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カテゴリー 種名 科 参考文献
保護
保全

備考

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト
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28 絶滅危惧ＩＢ類 カイコバイモ ユリ 文献1

29 絶滅危惧ＩＢ類 ヒメアマナ ユリ 文献1

30 絶滅危惧ＩＢ類 ハコネラン ラン 文献1

31 絶滅危惧ＩＢ類 オオミズトンボ（サワトンボ） ラン 文献1

32 絶滅危惧ＩＢ類 セイタカスズムシソウ ラン 文献1

33 絶滅危惧ＩＢ類 サカネラン ラン 文献1

34 絶滅危惧ＩＢ類 カモメラン ラン 文献1

35 絶滅危惧ＩＢ類 トキソウ ラン 文献1

36 絶滅危惧Ⅱ類 マツバラン マツバラン 文献1

37 絶滅危惧Ⅱ類 スギラン ラン 文献1

38 絶滅危惧Ⅱ類 ミズニラ ミズニラ 文献1

39 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメハナワラビ(ヘビノシタ） ハナヤスリ 文献1

40 絶滅危惧Ⅱ類 タキミシダ シシラン 文献1

41 絶滅危惧Ⅱ類 タニヘゴ オシダ 文献1

42 絶滅危惧Ⅱ類 ホソバショリマ ヒメシダ 文献1

43 絶滅危惧Ⅱ類 アオキガハラウサギシダ イワデンダ 文献1

44 絶滅危惧Ⅱ類 コマイワヤナギ ヤナギ 文献1

45 絶滅危惧Ⅱ類 ジゾウカンバ（イヌブシ） カバノキ 文献1

46 絶滅危惧Ⅱ類 セツブンソウ キンポウゲ 文献1

47 絶滅危惧Ⅱ類 カギガタアオイ ウマノスズクサ 文献1 ✓

48 絶滅危惧Ⅱ類 ヤシャビシャク ユキノシタ 文献1

49 絶滅危惧Ⅱ類 レンリソウ マメ 文献1

50 絶滅危惧Ⅱ類 クサフジ マメ 文献1

51 絶滅危惧Ⅱ類 アサマフウロ フウロソウ 文献1

52 絶滅危惧Ⅱ類 クロツバラ クロウメモドキ 文献1

53 絶滅危惧Ⅱ類 チョウセンナニワズ ジンチョウゲ 文献1

54 絶滅危惧Ⅱ類 ハコネズミ グミ 文献1



カテゴリー 種名 科 参考文献
保護
保全

備考

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト
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55 絶滅危惧Ⅱ類 サクラスミレ スミレ 文献1

56 絶滅危惧Ⅱ類 キスミレ スミレ 文献1

57 絶滅危惧Ⅱ類 コイワザクラ サクラソウ 文献1

58 絶滅危惧Ⅱ類 カイジンドウ（カイジンソウ） シソ 文献1

59 絶滅危惧Ⅱ類 キタワセ シソ 文献1

60 絶滅危惧Ⅱ類 ラショウモンカズラ シソ 文献1

61 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメハッカ シソ 文献1

62 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメナミキ シソ 文献1

63 絶滅危惧Ⅱ類 ムラサキミミカキグサ タヌキモ 文献1

64 絶滅危惧Ⅱ類 キキョウ キキョウ 文献1

65 絶滅危惧Ⅱ類 タカサゴソウ キク 文献1

66 絶滅危惧Ⅱ類 コウリンカ キク 文献1

67 絶滅危惧Ⅱ類 クサノオウバノギク キク 文献1

68 絶滅危惧Ⅱ類 アギナシ オモダカ 文献1

69 絶滅危惧Ⅱ類 キバナノアマナ ユリ 文献1

70 絶滅危惧Ⅱ類 アズマガヤ イネ 文献1

71 絶滅危惧Ⅱ類 ヒンジモ ウキクサ 文献1

72 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメミクリ ミクリ 文献1

73 絶滅危惧Ⅱ類 ミヤマジュズスゲ カヤツリグサ 文献1

74 絶滅危惧Ⅱ類 ホソバヒカゲスゲ カヤツリグサ 文献1

75 絶滅危惧Ⅱ類 クマガイソウ ラン 文献1

76 絶滅危惧Ⅱ類 ミズトンボ ラン 文献1

77 絶滅危惧Ⅱ類 スズムシソウ ラン 文献1

78 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメムヨウラン ラン 文献1

79 絶滅危惧Ⅱ類 オノエラン ラン 文献1

80 絶滅危惧Ⅱ類 ニョホウチドリ ラン 文献1

81 絶滅危惧Ⅱ類 ミズチドリ ラン 文献1



カテゴリー 種名 科 参考文献
保護
保全

備考

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト
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82 絶滅危惧Ⅱ類 ツレサギソウ ラン 文献1

83 絶滅危惧Ⅱ類 オオバナオオヤマサギソウ ラン 文献1

84 絶滅危惧Ⅱ類 ヤマトキソウ ラン 文献1

85 絶滅危惧Ⅱ類 キバナノショウキラン ラン 文献1

86 準絶滅危惧 アシタカツツジ ツツジ 文献2 ✓

87 絶滅危惧Ⅱ類 ヒトツバショウマ ユキノシタ 文献2 ✓

88
絶滅危惧ⅠA類
（神奈川県）

イワユキノシタ ユキノシタ 文献6 ✓

89

90



カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 絶滅危惧Ⅱ類 モモジロコウモリ ヒナコウモリ 文献1

2 準絶滅危惧種 キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ 文献1

3 情報不足 ヤマネ ヤマネ 文献1

4 絶滅のおそれがある地域個体群 ツキノワグマ クマ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（哺乳類編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 絶滅危惧ＩＡ類 イヌワシ タカ 文献1

2 絶滅危惧ＩＡ類 チゴモズ モズ 文献1

3 絶滅危惧ＩＢ類 コミミズク フクロウ 文献1

4 絶滅危惧ＩＢ類 アカモズ モズ 文献1

5 絶滅危惧Ⅱ類 ハチクマ タカ 文献1

6 絶滅危惧Ⅱ類 オオタカ タカ 文献1

7 絶滅危惧Ⅱ類 ハイタカ タカ 文献1

8 絶滅危惧Ⅱ類 サシバ タカ 文献1

9 絶滅危惧Ⅱ類 クマタカ タカ 文献1

10 絶滅危惧Ⅱ類 ハヤブサ ハヤブサ 文献1

11 絶滅危惧Ⅱ類 ウズラ キジ 文献1

12 絶滅危惧Ⅱ類 タカブシギ シギ 文献1

13 絶滅危惧Ⅱ類 ヨタカ ヨタカ 文献1

14 絶滅危惧Ⅱ類 コサメビタキ ヒタキ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（鳥類編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 準絶滅危惧 モリアオガエル アオガエル 文献1

2 要注目種 アズマヒキガエル ヒキガエル 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（両生類編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 絶滅危惧ＩＢ類 チャダラセセリ セセリチョウ 文献1 文献資料

2 絶滅危惧ＩＢ類 ヒョウモンチョウ タテハチョウ 文献1

3 絶滅危惧Ⅱ類 ホシチャバネセセリ セセリチョウ 文献1

4 絶滅危惧Ⅱ類 ヘイグレチャバネセセリ セセリチョウ 文献1

5 絶滅危惧Ⅱ類 オオチャバネセセリ セセリチョウ 文献1

6 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメシロチョウ シロチョウ 文献1

7 絶滅危惧Ⅱ類 ヤマキチョウ シロチョウ 文献1

8 絶滅危惧Ⅱ類 ウラナミアカシジミ シジミチョウ 文献1

9 絶滅危惧Ⅱ類 クロシジミ シジミチョウ 文献1

10 絶滅危惧Ⅱ類 ゴマシジミ シジミチョウ 文献1

11 絶滅危惧Ⅱ類 ヒメシジミ シジミチョウ 文献1

12 絶滅危惧Ⅱ類 アサマシジミ シジミチョウ 文献1

13 絶滅危惧Ⅱ類 キマダラモドキ ジャノメチョウ 文献1

14 準絶滅危惧種 コサナエ サナエトンボ 文献1

15 準絶滅危惧種 ヨツボシトンボ トンボ 文献1

16 準絶滅危惧種 ギフチョウ アゲハチョウ 文献1

17 準絶滅危惧種 ハヤシミドリシジミ シジミチョウ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（昆虫類編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 絶滅危惧ＩＢ類 マメタニシ エゾマメタニシ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（貝類編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 絶滅危惧Ⅱ類 ホトケドジョウ ドジョウ 文献1

2 情報不足 ネコギギ ギギ 文献1

3 要注目種 トウヨシノボリ池沼型 ハゼ 文献1

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト（淡水魚編）
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カテゴリー 種名 科 参考文献 保護
保全

備考

1 特定希少野生動植物 カイコバイモ ユリ 文献4 静岡県
2 特定希少野生動植物 ギフチョウ アゲハチョウ 文献5 富士宮市
3 特定希少野生動植物 クロシジミ シジミチョウ 文献5 富士宮市
4 特定希少野生動植物 アサマフウロ フウロソウ 文献5 富士宮市
5 特定希少野生動植物 オオサワトリカブト キンポウゲ 文献5 富士宮市
6 特定希少野生動植物 キスミレ スミレ 文献5 富士宮市
7 特定希少野生動植物 スルガジョウロウホトトギス ユリ 文献5 富士宮市

文献1 静岡県版レッドリスト2020
文献2 まもりたい静岡県の野生生物2020―改訂版静岡県レッドデータブック―＜植物・菌類編＞

文献3 まもりたい静岡県の野生生物2019―改訂版静岡県レッドデータブック―＜動物編＞

文献6 神奈川県レッドリスト2020Web版 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12655/p1196500.html

文献5 富士宮市自然環境の保全及び育成条例による特定希少動植物リスト
文献4 静岡県希少野生動植物保護条例

生息の可能性がある貴重種・絶滅危惧種リスト
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番号 区域名 主な希少種 詳細情報管理者

1 愛鷹山
アシタカツツジ、ヒトツバショウマ、イワユ
キノシタなど

Φ森林環境研究所

2 天子ヶ岳 アシタカツツジなど Φ森林環境研究所

3

4

5

6

7

8

9

10

生態系の撹乱に注意を要する区域
別紙-8-2



生態系の撹乱に注意を要する区域 別紙-8-2(図面)



１ オイル・燃料の管理指針
作業現場で燃料等の油類が漏出した場合、水資源をはじめ⼟壌、生物生態系等への影響は
大きいことから、オイル・燃料等の取扱い・保管は慎重に行うこと

２ オイル・燃料の選定
（１）オイルや燃料は用途にあった適正なものを使用すること
（２）なるべく環境に負荷の少ない植物性や生分解性オイル等の導入を検討すること

３ 油類の作業現場での保管および方法
（１）オイルや燃料は専用の容器以外に入れないこと
（２）保管場所は平坦な場所とし、容器が雨に濡れない対策をとること
（３）保管期間は作業を実施している期間内とすること

４ 漏出対策
（１）チェーンソー・刈払機に給油する場合は油類がもれないように注意しながら行うこと
（２）給油後は機械の燃料キャップの閉め忘れが無いか確認すること

５ 安全対策
（１）保管場所付近では火気を使用しないこと
（２）給油中は必ずエンジンを止め，タバコなど火気に十分注意すること

６ 廃棄処理について
（１）使用後の空き缶等は必ず持ち帰り所在市町村が定める処理方法を遵守すること
（２）オイルや油類をやむを得ず廃棄する際は所在市町村が定める処理方法を遵守すること

７ その他
関係法令を遵守すること

オイル・燃料管理マニュアル
別紙-9



１ 林業薬剤利用の管理指針
 林業薬剤は極力使用しないこととするが、病虫害の被害が蔓延する可能性がある場合
や獣害がある場合には最小限の林業薬剤を使用し、生態系や周囲住⺠への影響を配慮し
た作業を実施する。

２ 薬剤の使用
（１）行政機関の指導
  使用にあたっては、所在市町村に報告し、指導を受け、適切な管理のもと林業薬
 剤の散布作業を行うこと
（２）関係者との連絡・調整
  林業薬剤の影響を受ける地域の関係者との協議ができる体制を維持すること
（３）林業薬剤の保管・管理
  林業薬剤の保管・管理については、関係法令を遵守し厳格に対処する。使用した
 薬剤が残った場合は、所定の場所に保管し、薬剤の漏出、流出、滲出が起こらない
 ようにすること

３ 安全対策・周辺環境対策
（１）病虫害が蔓延した場合、被害周辺地域関係者と連絡を取りながら作業を実施すること
（２）周囲の⼟地利用状況を把握して、簡易水道、農業、漁業、その他事業に影響を及ぼ
  さないように努めること
（３）地域住⺠や関係者との協議ができる体制を維持すること
（４）林業薬剤の取扱いには十分注意し、安全教育を徹底すること

４ 林業薬剤の廃棄について
林業薬剤をやむを得ず廃棄する際は所在市町村が定める処理方法を遵守すること

５ その他
森林病害虫等防除法，農薬取締法などの関係法令を遵守すること

林業薬剤管理マニュアル
別紙-10



１ 事業現場などでの事前調査
（１） 近くの谷川などに消火に使う水があるか事前に調べること。
（２） 付近の地形及び状況を十分に把握すること。
（３） 乾燥注意報や風向き・風量など気象情報を把握すること。
（４） 携帯電話及び無線の通信状況を確認すること。

２ 消火機材の用意
くわ、消火用の水が入ったポリタンクまたは水嚢が用意されていること。

３ 事業現場での対応
（１） 「山火事注意」などの啓発看板を設置すること。
（２） 休憩所を設置したときは、周囲の可燃物を除去すること。
（３） 暖をとるための焚き火は、延焼しやすい場所を避けること。また、焚き火をした際の

後始末は、消火確認を徹底すること。
（４） くわえタバコでの歩行及び作業は行わない。吸い殻入れを必ず携帯し、マッチ、吸い殻

の後始末は完全に行うこと。
（５） 作業に使用する燃料・オイル類は適量を持参し、法令に基づき正しく取り扱うこと。
（６） チェーンソーなどへの燃料の補給は、エンジンを止めて、こぼれないように行なうこと。
（７） チェーンソーのマフラーは、枯草などの燃えやすいものに触れないようにすること。
（８） マフラーのカーボンに火がついたりしないように、機械の点検は事前に行うこと。

４ 訓練及び関係機関との協力
（１） 地域の消防団、関係機関が実施する消防訓練にはできる限り参加すること。
（２） 火災が発生した場合の連絡体制を整備し、事業現場での携帯電話及び無線の通話状況を

確認すること。また、携帯電話などの使用が困難な場合を想定した連絡体制を打合せす
ることとする。

５ 連絡体制
林野火災発生の場合は、山火事連絡体制等に基づき、消防署及び地元消防団などへ直ち
に連絡を行い、消火及び火災の拡大防止に努めるものとする。

６ 記録の保存
訓練及び林野火災の記録の保存を行う。

 管理する山林における林野火災の予防対策と消火体制を強化することにより、管理森林の
保全と地域の安全に努めることとする。このため、次の事項を定める。

森林火災予防マニュアル
別紙-11



１ 日常的な外部からの意見
（１） 森林認証に関する問い合わせ窓口は、加盟者毎とする。
（２） 対話記録は「様式-７」に従って記録し、加盟者毎に保管する。
（３） 必要に応じて、事務局へ対応記録を報告し、グループ内で情報共有する。

２ 認証森林の公開
（１） 森林認証制度を普及・啓蒙するため、情報をホームページ等に掲載し広く公開する。
（２） 認証森林に関する情報提供等の要望があった場合は積極的に応じる。

３ 意見の傍受とその対応
（１） １や２を通じて傍受した意見について内部で検討する。
（２） 傍受した意見により、変更及び改善があった場合は，関係者に報告する。

４ 関係法令の遵守
個人情報の保護に関する法律、静岡県個人情報保護条例、市町村において定められた
条例等の関係法令を遵守する。

対話マニュアル

 認証森林に関する情報公開及び地域住⺠や利害関係者との対話に努め、地域社会と連携した森林管
理を目指すため、次の事項を定める。

別紙-12



３ 労働条件と労働安全に関するモニタリング
(1)従業員の労働環境のチェックや労災事故の再発防止のため、労働条件と労働安
全に関するモニタリングを当該認証森林で作業をする従業員や委託・請け負い先に
年1回若しくは委託契約の際に実施する。
(2)調査を実施する際は、様式-６「労働条件と労働安全に関するモニタリング報告
書」のチェック項目に基づきチェックする。

モニタリング調査実施要領

(2)調査を実施する際は、様式-５「モニタリング・チェックリスト」のチェック項
目に基づきチェックする。

(3)必要に応じ写真を撮影し、位置情報その他の記録を保存する。

(4)必要に応じ、生物多様性に関するモニタリング調査を実施している研究機関と
連携を図り、情報交換や助言を受けることにより適切な森林管理につなげる。

１ 調査の目的
 この調査は、富士山森林認証グループが管理する認証森林の現況、環境影響を継
続的にチェックし、その結果を踏まえ森林管理計画を見直すために実施する。
また、モニタリングの結果はトップマネジメント（会⻑）がレビューし、森林管理
方針書の実行及び改訂とグループの管理組織の運営に反映させる。

２ 実施内容
(1)モニタリング調査は、認証森林において、モニタリング定点を設定し、継続的
に5〜10年毎を目安に、成⻑量や下層植生の状態等の調査を実施する。

別紙-13


