
１　管理区、地域、市町村、森林計画区コード
管理区 地域 市町村 管理区 地域 市町村

ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ
渡島東部 10 渡島 01 七飯町 07 渡島 01 空知 16 空知 07 滝川市 17 石狩 05

鹿部町 13 檜山 芦別市 18 空知
函館市 19 歌志内市 19

渡島西部 11 松前町 01 上砂川町 20
福島町 02 深川市 21

檜山 02 上ノ国町 02 雨竜町 27
後志 12 渡島 01 長万部町 17 留萌 18 留萌 09 増毛町 01 留萌 08

後志 03 寿都町 02 後志 02 留萌市 02
黒松内町 03 胆振 小平町 03
蘭越町 04 苫前町 04
ニセコ町 05 初山別村 06
真狩村 06 上川南部 19 上川 08 旭川市 01 上川 06

喜茂別町 08 東川町 08 南部
京極町 09 当麻町 09

倶知安町 10 愛別町 10
胆振 04 豊浦町 01 上川町 11

胆振 13 安平町 09 胆振 03 南富良野町 16
厚真町 11 東部 上川北部 21 士別市 21 上川 07

むかわ町 13 名寄市 23 北部
(苫小牧市) (14) 美深町 25

空知 07 夕張市 石狩 05 音威子府村 26
由仁町 空知 中川町 27

石狩 06 (千歳市) (01) 網走西部 23 網走 11 雄武町 26 網走 10
日高 14 日高 05 新冠町 04 日高 04 興部町 24 西部

浦河町 07 西興部村 25
様似町 08 網走東部 24 美幌町 07 網走 11
えりも町 09 津別町 08 東部

空知 16 石狩 06 江別市 04 石狩 05 北見市 10
当別町 07 空知 訓子府町 11

空知 07 岩見沢市 06 置戸町 12
三笠市 07 十勝 26 十勝 14 大樹町 11 十勝 13
美唄市 10 幕別町 13

奈井江町 11 豊頃町 15
新十津川町 １２ 浦幌町 19
月形町 13 釧路 13 白糠町 02 釧路 12
浦臼町 14 釧路市 03 根室
赤平市 16 釧路 27 厚岸町 09

浜中町 10
根室 12 別海長 02

２　複層区分コード ４　林種コード
コード コード
空欄 1
1 2
2 3
3 4
4 5

6

単 層 林 人 工 林

森林計画区 森林計画区

区 分 区 分

下 木 か ら ４ 層 目 人工林伐採
未 立 木 地

下 木 （ 最 下 層 ） 天 然 林
下 木 か ら ２ 層 目 天然生ぼう芽
下 木 か ら ３ 層 目 天然林伐採



１３　森林の種類コード
区分 森林の種類名 コード

普
通
林
普通林 01

水源かん養保安林 11
土砂流出防備保安林 12
土砂崩壊防備保安林 13
飛砂防備保安林 14
防風保安林 15
水害防備保安林 16
潮害防備保安林 17
干害防備保安林 18
防雪保安林 19
防霧保安林 20
なだれ防止保安林 21
落石防止保安林 22
防火保安林 23
魚つき保安林 24
航行目標保安林 25
保健保安林 26
風致保安林 27
保安施設地区内の森林 31
砂防法による砂防指定地内の森林 32
文化財保護法による史跡、名勝、天然記念物に係る指定地等 33
都市計画法による風致地区内の森林 34
林業種苗法による特別母樹林等 35
漁業法による制限林 36
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護特別保護地区内の森林 37
自然公園法による国立公園特別保護地区内の森林 41
自然公園法による国立公園第１種特別地域内の森林 42
自然公園法による国立公園第２種特別地域内の森林 43
自然公園法による国立公園第３種特別地域内の森林 44
自然公園法による国立公園地帯区分未定地域内の森林 45
自然公園法による国定公園特別保護地区内の森林 51
自然公園法による国定公園第１種特別地域内の森林 52
自然公園法による国定公園第２種特別地域内の森林 53
自然公園法による国定公園第３種特別地域内の森林 54
自然公園法による国定公園地帯区分未定地域内の森林 55
自然公園法による道立自然公園第１種特別地域内の森林 61
自然公園法による道立自然公園第２種特別地域内の森林 62
自然公園法による道立自然公園第３種特別地域内の森林 63
地すべり等防止法によるぼた山崩壊防止区域内の森林 71
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域内の森林 72
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区内の森林 73
自然環境保全法による自然環境保全特別地区内の森林 74
自然環境保全法による北海道自然環境保全地域特別地区内の森林 75
都市緑地法による特別緑地保全地区内の森林 76
原生自然環境保全地域 80
自然環境保全法による自然環境保全地域野生動植物保護地区内の森林 81
道自然環境保全法による自然環境保全地域野生動植物保護地区内の森林 82
地すべり等防止法によるぼた山崩壊防止区域内の森林 83
林業種苗法による普通母樹林等 84
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による保護区内の森林 85
自然公園法による国立公園普通地区内の森林 86
自然公園法による国定公園普通地域内の森林 87
自然公園法による道立自然公普通域内の森林 88
ラムサール条約登録地 89
自然環境保全地域野生動植物保護地区 90
道自然環境保全地域普通地区 91
環境緑地保護地区 92
自然景観保護地区 93
学術自然保護地区 94
史跡名勝天然記念物(道) 95
史跡名勝天然記念物(市町村) 96
希少野生動植物管理地区 97
希少野生動植物立入制限地区 98
希少野生動植物監視地区 99

民
有
林
共
通

制
限
林

道
有
林
独
自

制
限
林

普
通
林



５　樹種コード
区分 樹　　種　　名 略　称 コード 区分 樹　　種　　名 略　称 コード

イチイ イチイ 01 ヤマハンノキ ヤマハ 53
スギ ス　ギ 02 コバノヤマハンノキ コ　バ 54
アカマツ ア　カ 03 グルチノーザハンノキ グ　ル 55
クロマツ ク　ロ 04 ケヤマハンノキ ケヤマ 56
ヨーロッパアカマツ ヨアカ 05 アカシデ・クマシデ シ　デ 57
ヨーロッパクロマツ ヨクロ 06 サワシバ サワシ 58
キタゴヨウ・ゴヨウマツ キ　タ 07 アサダ アサタ 59
チョウセンゴヨウ チヨウ 08 ブナ ブ　ナ 60
リギダマツ リキタ 09 クリ ク　リ 61
ストローブマツ ストロ 10 コナラ コナラ 62
バンクスマツ バ　ン 11 カシワ カシワ 63
レジノーザマツ レ　ジ 12 ミズナラ ミスナ 64
（欠番） 13～15 ハルニレ（アカダモ） ニ　レ 65
ヒノキアスナロ（ヒバ） ヒ　バ 16 オヒョウ オヒヨ 66
カラマツ カ　ラ 17 ケヤキ ケヤキ 67
グイマツ グ　イ 18 ヤマグワ ク　ワ 68
チョウセンカラマツ チヨカ 19 カツラ カツラ 69
（欠番） 20 キタコブシ コフシ 70
スーパーＦ１ クカＳ 21 ホオノキ ホ　オ 71
グイマツ雑種Ｆ１〔♀グイマツ×♂ニホンカラマツ〕ク　カ 22 シウリザクラ シウリ 72
トドマツ ト　ド 23 サクラ　注３ サクラ 73
アカトドマツ アカト 24 アズキナシ アスキ 74
エゾマツ エ　ゾ 25 ナナカマド ナナカ 75
アカエゾマツ アカエ 26 イヌエンジュ イヌエ 76
ヨーロッパトウヒ（ドイツトウヒ） トウヒ 27 ニセアカシヤ アカシ 77
イチョウ イチヨ 28 キハダ キハタ 78
その他人工林針葉樹 Ｊ－Ｎ 37 ニガキ ニカキ 79
天然林針葉樹 Ｔ－Ｎ 39 イタヤカエデ イタヤ 80
ヤナギ　注１ ヤナキ 41 カエデ　注４ カエテ 81
セイヨウハコヤナギ（ポプラ） ホフラ 42 トチノキ ト  チ 82
エウロアメリカポプラ（改良ポプラ） カイホ 43 シナノキ シ  ナ 83
ドロノキ（ドロヤナギ） ド　ロ 44 ハリギリ（センノキ） セ　ン 84
ギンドロ ギ　ン 45 コシアブラ コシア 85
ヤマナラシ ヤマナ 46 ハクウンボク ハクウ 86
オニグルミ・サワグルミ クルミ 47 アオダモ アオタ 87
ウダイカンバ（マカバ） マカハ 48 ヤチダモ タモ 88
シラカンバ シラカ 49 ハシドイ ハシト 89
ダケカンバ ダ　ケ 50 キリ キリ 90
その他カンバ　注２ タカハ 51 人工林広葉樹 Ｊ－Ｌ 97
ハンノキ・ヤチハンノキ ヤチハ 52 天然林広葉樹 Ｔ－Ｌ 98

針広混交林　 ＮＬ 99

注１）ヤナギには、ヤナギ科のうちセイヨウハコヤナギ、ドロノキ、ヤマナラシなど、他の樹種コードを持つヤナギ科以外をいう。

注２）その他カンバは、ウダイカンバ、シラカンバ、ダケカンバ以外のカンバをいう。例）ヤチカンバ、アポイカンバ、ヤエガワカンバ、シダレカンバなど

注３）サクラはシウリザクラ以外のサクラ属をいう。ただし、モモ、ウメなどは含めない。

　例）セイヨウザクラ、ミネザクラ、チシマザクラ、エゾヤマザクラ、カスミザクラ、ミヤマザクラ、サトザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ、マーキーウワズミザクラ、エゾノウワズミザクラ、ウワズミザクラなど

注４）カエデは、カエデ科のうちイタヤカエデ以外のものをいう

　例）ミツデカエデ、ヤマモミジ、イロハモミジ、オオモミジ、ベニシダレ、アオシダレ、ノムラカエデ、ハウチワカエデ、クロビイタヤ、アカイタヤ、カラコギカエデ、ミネカエデ、オガラバナ、コハウチワカエデなど

注５）樹種コード及び上記の注書きで分類できない樹種については、その他人工林針葉樹又は、その他人工林広葉樹とする。

注６）（　）は別名で、交配樹種（スーパーＦ１、グイマツ雑種Ｆ１）の樹種名は一般通称を使用し、〔　〕は交配樹種を示している。

注７）略称の文字数は３文字（バイト）までとし、濁点も１文字としてカウントする。

　　　

針葉樹

広葉樹

広葉樹


