別表 1

10/1～1/31

捕獲禁止区域

札幌市のうち国有林石狩森林管理署 2032 林班は､に及びイの各小班､2033 林班ろ及びイの各小班､2056 林
班は及びイの各小班､2057 林班は及びイの各小班､2058 林班いからにまで及びイの各小班､2059 林班いか
らにまで及びイの各小班､2060 林班いからはまでの各小班､2061 林班いからにまで､イ､ロ 01 及びロ 02 の
各小班､2062 林班いからにまで､イ 01､イ 02､ロ及びハの各小班､2063 林班いからにまで及びイからニまで
の各小班､2064 林班いからにまでの各小班､2068 林班いからにまでの各小班､2069 林班いからへまでの各
小班､2070 林班いからにまで､ほ 01 及びほ 02 の各小班､2071 林班いからはまで､ロ 01､ロ 02 及びハの各
小班､2102 林班いからるまで及びイからニまでの各小班､2103 林班いからちまで､イ及びロの各小班､
2104 林班いからへまで､り及びロからニまでの各小班､2105 林班いからるまで､ん及びイからホまでの各
小班､2106 林班いからるまで及びイからハまで及びホからトまでの各小班､2107 林班い､ろ､は 01､は 02､
に､ほ及びイからハまでの各小班､2108 林班い､ろ､は 01､は 02､にからとまで､イ及びロの各小班､2110 林
班ろからにまで､へ及びとの各小班､2111 林班ろ､は及びへの各小班､2112 林班ろからにまで､へ及びとの
各小班､2113 林班いからへまでの各小班､2114 林班いからほまでの各小班､2115 林班い及びろの各小班､
2124 林班いからるまで､ん及びイの各小班､2125 林班いからとまで及びイの各小班､2126 林班いからほま
で及びイの各小班､2127 林班いからへまで及びイの各小班､2129 林班ろ､に､ほ､り､ぬ及びイ 02 の各小班､
2131 林班いからほまで及びイの各小班､2132 林班いからちまで及びイの各小班､2137 林班ろ､は及びイ 02
の各小班､2138 林班ろ及びイ 02 の各小班､2143 林班いからほまでの各小班､2144 林班いからへまで､と 01
からと 05 まで及びち 01 からち 05 までの各小班､2145 林班い､は､に 01､に 02 及びへの各小班､2146 林班
い､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､2147 林班い及びろの各小班､2148 林班い 01､い 02､ろからにまで及びイ
の各小班､2149 林班い 01､ろ及びイの各小班､2155 林班は 01､に 01 及びイの各小班､2156 林班ろ 01､は､
に 01 及びイの各小班､2181 林班ろ 01､は 01､は 02､イ 02､ロ及びニの各小班､2182 林班い 01､ろ 01､ろ 02､
は 01､に及びイの各小班､2183 林班い 01､ろ 01､ろ 02､は 01､に､イ 01 及びイ 02 の各小班､2184 林班い 01､
ろ 01､は､に 01､ほ 01､イ 01 及びイ 02 の各林班､2197 林班い 02､ろ 01､は､ほ 01 及びイの各小班､2200 林
班ろ 01､は､に 01 及びイの各小班､2201 林班は及びイの各小班､2202 林班は 01 及びイ 01 の各小班の区域、
恵庭市のうち国有林石狩森林管理署 5044 林班は 01､ロ及びハの各小班､5054 林班は 01､は 02 及びロの各
小班､5097 林班い 03､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､5098 林班い 03､い 04､ろ 01､ろ 02､イ 01 及びイ 02 の各
小班､5099 林班い 04､ろ 01､イ 01 及びイ 02 の各小班､5100 林班い 04､ろ 01 及びイの各小班の区域、虻田
郡喜茂別町のうち国有林後志森林管理署 160 林班は､イ及びロの各小班､161 林班イ小班､162 林班は､に､
イ及びロの各小班､163 林班ろ､は及びイの各小班､164 林班に小班､169 林班ほ小班､170 林班い､ろ及びイ
の各小班､171 林班は小班､172 林班い､ろ及びにからへまでの各小班､173 林班いからにまで及びへからち
までの各小班､174 林班ろからりまで､ぬ 01､わ､よ及びたの各小班､175 林班いからぬまでの各小班､176 林
班ろからるまで､わ､か 01､よ､た､そ及びつの各小班､177 林班ろ 01､ろ 02､はからちまで､り 01､り 03､ぬ､
る､わからよまで及びイの各小班､178 林班ろからへまで､ち 01､ち 02､り及びイの各小班､179 林班に､ほ
01､ほ 02､へからぬまで､る 01､る 02､わからよまで､イ､ハ､ホ及びルの各小班､180 林班い 01 及びろ 02 の
各小班､181 林班へからるまで､わ 01､わ 02､た 01､れからつまで､ヘ､チ､リ及びカの各小班､182 林班ほ及
びち 02 の各小班､183 林班いからほまで､へ 01､へ 02､と及びちの各小班､184 林班いからりまで及びイの
各小班､185 林班いからにまで､に 02､ほ及びイの各小班､186 林班は及びイの各小班の区域、虻田郡京極
町のうち国有林後志森林管理署 157 林班い及びイの各小班､158 林班い及びイの各小班の区域、苫小牧市
のうち国有林胆振東部森林管理署 3183 林班ち小班、伊達市のうち国有林後志森林管理署 213 林班わ及び
ロの各小班､214 林班へ､と､りからるまで及びロの各小班､215 林班いからへまでの各小班､216 林班と､ぬ
01､ぬ 02 及びるの各小班､217 林班り及びぬの各小班､218 林班い､ろ及びイの各小班､219 林班は､に､へ
01､へ 02､と及びイの各小班､220 林班ぬ及びイの各小班､229 林班ろ､イ及びロの各小班､230 林班い､イ及
びロの各小班､231 林班ほ小班､238 林班ほ小班､239 林班い及びイの各小班､243 林班ほ及びイの各小班､
248 林班に及びイの各小班､249 林班､250 林班い､に及びイの各小班､254 林班と小班､255 林班い､ろ及び
イの各小班､256 林班い､ろ及びイの各小班､257 林班い及びイの各小班､258 林班い､ろ及びイの各小班の
区域、沙流郡日高町のうち国有林日高北部森林管理署 46 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､47 林班い
からにまで及びイの各小班､48 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､49 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びは
の各小班､50 林班いからちまで、ニ及びヘの各小班､64 林班い 01 からい 03 まで､ろからねまで及びイか
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らニの各小班､65 林班い 01 からい 03 まで､ろからるまで､わからむまで及びイからハの各小班､66 林班い
からほまで､イ 01､イ 02 及びロからチまでの各小班､67 林班い 01 からい 03 まで､ろからりまで及びイの
各小班､73 林班いからほまで及びイからニまでの各小班､74 林班いからるまで､わ､か及びイからニまで
の各小班､76 林班ろ及びイの各小班､88 林班いからほまで及びイの各小班､89 林班い､ろ及びイ 01 の各小
班､90 林班い 01 からい 07 まで､ろからにまで､イ､ロ 01､ロ 02､ハ及びニの各小班､91 林班い 01 からい 06
まで､ろ､は及びイの各小班､92 林班い 01 からい 05 まで､ろからにまで及びイからハまでの各小班､99 林
班ろ及びイの各小班､100 林班ろ及びイの各小班､103 林班ろ及びイの各小班､104 林班い 01､い 03 及びイ
からハまでの各小班､105 林班いからるまで､イ及びロ 01 からロ 03 までの各小班､106 林班い､は､に 02､
ほ､イ､ロ 01 及びロ 02 の各小班､108 林班ろ､と及びイの各小班､109 林班ろ､り､ぬ､れ及びイの各小班､110
林班いからるまで､わからつまで及びイの各小班､111 林班い 01､い 04､ろ､に､ち､イ及びロの各小班､115
林班ろ及びイの各小班､116 林班ろ及びイの各小班､117 林班ろ及びイの各小班､118 林班ろ及びイの各小
班､119 林班ろ小班､120 林班ろ小班､122 林班ろ及びイの各小班､123 林班ろ及びイの各小班､124 林班ろ及
びイの各小班､127 林班い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､128 林班い 01 からい 03 まで､ろからへま
で及びイの各小班､129 林班い 01 からい 04 まで､ろからほまで､イ及びロの各小班､130 林班い 01､い 02､
ろ及びイの各小班､131 林班い 01 からい 03 まで､ろ､は 01 からは 03 まで､にからちまで､イ及びハからト
までの各小班､132 林班い及びイの各小班､133 林班い 02､い 03､ろ、イ及びロの各小班､134 林班い 01､い
02､ろ及びはの各小班､135 林班いからはまで､イ及びロの各小班､136 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びイ
の各小班､137 林班い 01 からい 05 まで､ろからとまで及びイの各小班､138 林班い 01 からい 03 まで､ろか
らにまで､イ及びロの各小班､139 林班い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､140 林班いからはまで及び
イの各小班､141 林班い 01 からい 04 まで､ろからにまで､イ及びロの各小班､142 林班い 04､ろ､は及びイ
の各小班､156 林班ろ､に及びハの各小班､157 林班は小班､158 い 01､い 02､ろ､は､イ及びロの各小班､159
林班い､ろ及びイの各小班､160 林班いからはまで､イ及びロの各小班､161 林班いからはまで及びイから
ニまでの各小班､162 林班ろ小班､163 林班ろ及びイの各小班､164 林班ろ及びイの各小班､165 林班ろ及び
ロの各小班､166 林班ろ小班､167 林班ろ小班､168 林班ろ及びイの各小班､169 林班ろ小班､170 林班い 02､
い 05､ろ､ち､る及びロの各小班､171 林班い 01 からい 04 まで､ろからほまで及びイの各小班､172 林班い
01 からい 07 まで､ろ､は､に 01､に 02､ほからるまで､わからよまで及びイの各小班､173 林班い 01､ろ､ち､
り及びロの各小班､174 林班ろ､ち及びロの各小班､175 林班ろ及びとの各小班､176 林班い 02 及びろの各
小班､177 林班いからはまで及びイの各小班､178 林班ろ及びイの各小班､179 林班いからにまで､イ及びロ
の各小班､180 林班い 0１､い 02､ろ､は及びイからハまでの各小班､181 林班い 01､い 02､ろからとまで及び
イからニまでの各小班､182 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからニまでの各小班､183 林班は小班､184 林班
ろ小班､185 林班い 01､い 02､ろ､は､ほ､へ及びロの各小班､186 林班い 01､い 02､ろ､は及びロの各小班､187
林班ろ及びはの各小班､188 林班ろ及びはの各小班､189 林班いからはまでの各小班､190 林班い 01､い 02､
ろ､は及びイの各小班､198 林班いからはまで及びイの各小班､204 林班ろ小班､209 林班い 01､い 02､ろ 01､
ろ 02､は､に 01､に 02､ほ､イ及びロの各小班､210 林班い､ろ､は 01､は 02､イ及びロの各小班､211 林班いか
らにまで及びイからハまでの各小班､212 林班い､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､215 林班ろ､は及びへの
各小班､216 林班い 01､い 03､ろ及びはの各小班､217 林班い 01､い 02 及びろの各小班､218 林班い 01､い 02､
ろ及びイの各小班､219 林班い 01､い 02､ろ､は及びイの各小班､220 林班い及びろ 01 からろ 04 までの各小
班､221 林班い 01 からい 03 まで及びろ 01 からろ 04 までの各小班､222 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及び
イの各小班､223 林班い 01 からい 04 まで､ろ､は及びイの各小班､224 林班い､ろ 01､ろ 02 及びイからハま
での各小班､225 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､226 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､
227 林班い､ろ､は 01､は 02､イ及びロの各小班､228 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからニまでの各小班､229
林班い､ろ及びイからニまでの各小班､230 林班い 01 からい 04 まで､ろ 01､ろ 02 及びイからハまでの各小
班､231 から 234 までの各林班､235 林班い及びろの各小班､236 林班い及びろの各小班､237 林班､238 林班
い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで及びイの各小班､239 林班い､ろ 01 からろ 04 まで､は 01 からは 03 まで､
イ及びロの各小班､240 林班いからはまで､イ及びロの各小班､241 林班い､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､
242 林班､243 林班いからはまでの各小班､244 林班いからはまでの各小班､245 林班､246 林班いからはま
で､に 01 からに 04 及びほの各小班､247 林班い 01､い 02､ろからにまで及びイからハまでの各小班､248 林
班い 01 からい 04 まで､ろ､イ及びロの各小班､249 林班いからはまで及びイからハまでの各小班､250 林班
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いからはまで､イ及びロの各小班､251 林班いからはまで､イ及びロの各小班､252 林班いからはまで､イ及
びロの各小班の区域、沙流郡平取町のうち国有林日高北部森林管理署 1135 林班い 01 からい 03 まで及び
ろからにまでの各小班､1136 林班い 01､い 02 及びろの各小班､1137 林班い 01､い 02､ろ､は及びイの各小
班､1138 林班い 01､い 02､イ及びロの各小班､1139 林班いからほまで及びイからハまでの各小班､1140 林
班いからにまで及びイの各小班､1141 林班いからほまで及びイからハまでの各小班､1142 林班いからほ
までの各小班､1143 林班い､にからへまで、イ及びイ 01 の各小班､1144 林班いからほまで､イ及びロの各
小班､1145 林班い､ろ､イ及びロの各小班､1146 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､1147 林班い小班､1148
林班い 05､ろ及びイ 02 の各小班､1152 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びイの各小班､1153 林班い 01 から
い 03 まで､ロ及びハの各小班､1155 林班い 03 及びい 04 の各小班の区域、新冠郡新冠町のうち国有林日
高南部森林管理署 1055 林班ほ 01 からほ 03 まで及びへの各小班､1056 林班い及びろの各小班､1057 林班
に 01､に 02 及びほの各小班､1059 林班と小班､1060 林班い 01､い 02 及びろの各小班､1061 林班い 05､へ
01､へ 02 及びとの各小班､1064 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､1065 林班い 01､い 02､ろからへまで及
びイの各小班､1066 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､に､ほ､イ 01 及びイ 02 の各小班､1067 林班いからほ
まで及びイからハまでの各小班､1068 林班い及びろの各小班､1069 林班いからにまでの各小班､1070 林班
い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､にからちまで及びイからニまでの各小班､1071 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､
は､に､イ及びロの各小班､1072 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､イ 01､イ 02､ロ及びハの各小班､1073 林班
い 01､い 02､ろ 01､は及びイの各小班､1074 林班い 01 からい 03 まで､ろからにまで及びイの各小班､1075
林班いからはまで､に 01､に 02､ほからりまで､イ及びロの各小班､1076 林班に及びニの各小班､1077 林班
いからへまで及びイからホまでの各小班､1078 林班い 01 からい 03 まで､ろからへまで､イ､ロ 01､ロ 02 及
びハの各小班､1079 林班いからはまでの各小班､1080 林班い 01 からい 06 まで､ろからにまで､ほ 01 から
ほ 04 まで及びイからホまでの各小班､1081 林班いからにまで､ニ及びホの各小班､1082 林班いからはまで
及びイの各小班､1083 林班いからはまでの各小班､1084 林班い及びイの各小班､1085 林班いからはまでの
各小班､1086 林班いからとまでの各小班､1087 林班い 01 からい 04 まで､ろからにまで及びイの各小班､
1088 林班いからへまでの各小班､1089 林班いからへまで､イ及びロの各小班､1090 林班いからほまで及び
イの各小班､1091 林班い 02､ろ 02 及びはの各小班､1092 林班いからはまでの各小班､1093 林班いからるま
で､わ及びイからニまでの各小班､1094 林班いからほまで及びイからホまでの各小班､1095 林班いからに
までの各小班､1096 林班いからにまでの各小班､1097 林班ろからへまでの各小班､1104 林班ほ及びへの各
小班､1105 林班ろからほまで及びイの各小班､1106 林班ほからとまで､イ及びロの各小班､1112 林班ち､ぬ
及びるの各小班､1113 林班いからとまで及びイからニまでの各小班､1114 林班い 01､い 02､ろからちまで
の各小班､1115 林班ぬ小班、1116 林班い 02 小班の区域、浦河郡浦河町のうち国有林日高南部森林管理署
3014 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､3015 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ 05 までの各小班､3016
林班い及びろ 01 からろ 09 までの各小班､3023 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､3024 林班いからはま
での各小班､3025 林班いからはまでの各小班､3026 林班い及びろの各小班､3027 林班ろ 01、は 01 及びは
02 の各小班、3090 林班い 01 から 04 までの各小班､3091 林班い 01 及びい 02 の各小班､3092 林班い 01 及
びい 02 の各小班､3093 林班い 01 からい 04 までの各小班､3094 林班い 03､ろ 01 からろ 03 までの各小班､
3095 林班ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､3102 林班い 06 からい 09 まで及びろの各小班､3110 林班
い 01 からい 03 まで､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､3111 林班い 03 及びろの各小班､3112 林班い及びろ 01
からろ 03 までの各小班､3113 林班い及びろ 01 からろ 04 までの各小班､3114 林班い 03 及びろ 02 の各小
班の区域、幌泉郡えりも町のうち道有林日高管理区 158 林班､159 林班及び 160 林班から 162 林班の区域、
日高郡新ひだか町のうち国有林日高南部森林管理署 30 林班ろ小班､31 林班い 03 及びろの各小班､32 林班
ろからにまで及びイの各小班､33 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで､イからハまで､ニ 01 及びニ 02 の
各小班､40 林班は 01 及びは 02 の各小班､41 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､42 林班い､ろ 01､
ろ 02 及びイの各小班､43 林班い､ろ 01､ろ 02､イ及びロの各小班､44 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ 03
までの各小班､45 林班い 01 からい 03 まで及びろの各小班､46 林班､47 林班､48 林班い 01 からい 03 まで､
ろ 01､ろ 02､は､に 01 及びに 02 の各小班､49 林班い 01､い 02､ろ 01 及びろ 02 までの各小班､50 林班い 01
からい 03 まで､ろ 01 及びろ 02 の各小班､51 林班い 01 からい 04 まで及びろ 01 からろ 04 までの各小班､
52 林班､53 林班い 01 からい 04 まで､ろ 01 からろ 04 まで､ハ及びニの各小班､54 林班い 01､い 02､ろ 0１
からろ 03 まで及びはの各小班､55 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､56 林班い 01､ろ
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01､ろ 02､ハ及びニの各小班､57 林班い 06､い 07､ろ 01 からろ 06 まで､ハ 02 及びホ 02 の各小班､58 林班
い 04 小班､59 林班ろ小班､60 林班い 01､ろ 01 からろ 03 まで､ろ 06､ろ 08､イ及びロ 01 の各小班､61 林班
ろ 01､02 及びイの各小班､62 林班は小班､63 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､64 林班い及びろ 01 から
ろ 03 までの各小班､65 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02 及びはの各小班､66 林班い 01､い 02 及びろの各小班､
67 林班い及びろの各小班､68 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は及びイの各小班､69 林班い､ろ 01 からろ 03
まで及びイの各小班､77 林班い 01､い 02､ろ､は､イ及びロの各小班､78 林班いからはまで及びイの各小班､
79 林班い､ろ､イ及びロの各小班､80 林班い､ろ 01､ろ 02､イ及びロの各小班､81 林班い､ろ 01､ろ 02､は及
びイの各小班､82 林班い小班､83 林班い 01 からい 03 まで､ろ､は 01 及びは 02 の各小班､89 林班ろ小班､127
林班いからにまでの各小班､128 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､132 林班
ろ 01 及びろ 02 の各小班､133 林班い 02､ろ 01､ろ 02､に 01 からに 03 まで､イ 01 及びイ 02 の各小班､134
林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで､イ及びロの各小班､135 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 04 まで及び
イの各小班､137 林班い 01､い 02､ろからちまで及びイの各小班､145 林班い 01 小班､146 林班い小班､147
林班い及びろの各小班､148 林班い及びろの各小班､149 林班い及びろの各小班､150 林班い 01､い 02､ろ及
びイの各小班､156 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､157 林班い及びろの各小班､158 林班い､ろ 01 及びろ 02
の各小班､159 林班は小班､161 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､162 林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､163
林班ろ 01､ろ 02 及びはの各小班､164 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､165 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､166
林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､167 林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､168 林班ろ 01 からろ 03 まで､ロ及
びハの各小班､169 林班ろ小班､170 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイからハまでの各小班､171 林班い 01､
い 03､ろ､は 01､は 02 及びロの各小班､172 林班い 01､い 02､い 04､ろ 01 からろ 04 まで及びイからチまで
の各小班､173 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びハからホまでの各小班､174 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及
びニの各小班､175 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 05 まで､ハ及びニの各小班､176 林班い及びろの各小班､
177 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからハまでの各小班､179 林班い 04､ろ 01 からろ 04 の各小班､180 林班
い 04 及びろの各小班､181 林班い､ろ 01､ろ 02､は及びイ小班､182 林班､183 林班い､ろ及びハの各小班､184
林班い､ろ､ハ及びニの各小班､185 林班い､ろ及びハの各小班､186 林班い及びろの各小班､187 林班ろ 01
からろ 04 まで､は及びイからハまでの各小班､188 林班ろ 01 からろ 03 まで､ほ､イ及びロの各小班､189 林
班い 01､ろ 01 及びろ 02 の各小班､190 林班ろ 01､ろ 02､は 01 及びイの各小班､191 林班ろ 01､ろ 02､ち 01
及びイの各小班､196 林班い 02､い 03､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､197 林班い､ろ及びハの各小班､198 林
班い及びろの各小班､199 林班､201 林班ろ 01 からろ 03 まで､は 01､は 02 及びちの各小班､202 林班い､ろ
01､ろ 02､は及びロの各小班､203 林班い及びろの各小班､204 林班い及びろの各小班､206 林班い､は及びに
の各小班､207 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 04､及びハの各小班､208 林班い 02 小班､209 林班い 01 及びろ 03
の各小班､215 林班い 04､い 05､ろ 01 からろ 03 まで､と及びハ 02 の各小班､216 林班い 03､ろ 01 及びろ 02
の各小班､217 林班ろ 01 からろ 04 までの各小班の区域、奥尻郡奥尻町、久遠郡せたな町のうち国有林渡
島森林管理署 5006 林班い小班､5007 林班い及びろの各小班､5008 林班い､ろ及びイの各小班､5009 林班い
及びろの各小班､5010 林班い､ろ及びイの各小班､5011 林班い及びイの各小班､5012 林班い及びイの各小
班､5013 林班い及びろの各小班､5014 林班い小班､5015 林班い小班､5016 林班い及びろの各小班､5017 林
班い及びろの各小班､5018 林班い小班､5019 林班い及びイの各小班､5020 林班い及びイの各小班､5021 林
班い及びイの各小班､5022 林班い及びイの各小班､5023 林班イ小班､5024 林班い及びイの各小班､5025 林
班い及びイの各小班､5026 林班い小班､5027 林班い小班､5028 林班い小班､5029 林班い及びイの各小班､
5030 林班い及びイの各小班､5031 林班い小班､5032 林班い小班､5033 林班い及びろの各小班､5034 林班い
及びろの各小班､5035 林班い小班､5036 林班い小班､5037 林班い小班､5038 林班い小班､5039 林班い及び
ろの各小班､5040 林班い及びろの各小班､5041 林班い及びろの各小班､5042 林班い及びろの各小班､5043
林班い及びろの各小班､5044 林班い及びろの各小班の区域、富良野市のうち国有林上川南部森林管理署
403 林班いからほまで及びイからニまでの各小班､404 林班ろ､は及びニの各小班､407 林班ろ小班､408 林
班ろ小班､409 林班ろからにまで及びロの各小班､410 林班いからぬまで､か､イ､ロ及びホの各小班､411 林
班い､ろ及びハの各小班､412 林班い､ろ及びハの各小班､413 林班い､ろ及びハの各小班､414 林班いからは
まで及びハの各小班の区域、上川郡上川町のうち国有林上川中部森林管理署 2164 林班い､ろ及びイの各
小班､2165 林班ろ､イ及びリの各小班､2166 林班い､ロ及びトの各小班､2170 林班と小班､2171 林班いから
はまでの各小班､2173 林班ろ小班､2175 林班いからほまでの各小班､2181 林班い及びにの各小班､2182 林
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班いからにまでの各小班､2183 林班り及びわの各小班､2192 林班いからはまでの各小班､2279 林班い､は
及びにの各小班､2283 林班いからはまで及びイの各小班､2284 林班いからへまで､そ及びロの各小班､
2285 林班いからるまで､わからうまで､の､お､ふからしまで､ひからんまで､い 01､ろ 01､は 01､に 01､ほ
01､へ 01､と 01､ち 01､り 01 及びロからヘまでの各小班､2296 林班いからるまで､お及びイの各小班､2297
林班いからりまで及びイの各小班､2298 林班いからるまでの各小班､2300 林班いからとまで､イ及びロの
各小班､2301 林班い､はからとまで及びイの各小班､2302 林班へ小班､2303 林班ろからにまでの各小班､
2304 林班はからヘまでの各小班､2305 林班ろ､は及びとの各小班､2306 林班いからはまでの各小班､2307
林班い､ろ及びハの各小班､2308 林班い､ろ､と及びロの各小班､2310 林班く小班､2311 林班いからりまで
及びロからニまでの各小班､2312 林班いからへまでの各小班､2313 林班お及びハからホまでの各小班､
2314 林班いからるまで､わ､お､ニ､ホ､ホ 01､へ､チ､ヌ､ル､ワからツまで､タ 01 及びオの各小班､2315 林班
いからるまで､わからよまで及びイからニまでの各小班､2317 林班い小班､2318 林班いからとの各小班､
2322 林班いからりまで及びロの各小班､2323 林班い､ろ､ロ及びハの各小班､2324 林班い及びイの各小班､
2325 林班い及びイの各小班､2326 林班いからとまで､ロ及びハの各小班､2327 林班いからはまで､ぬ及び
イの各小班､2337 林班いからはまでの各小班､2338 林班い及びろの各小班､2339 林班い､ろ及びラの各小
班､2340 林班ろ､へ､ロ､ハ､ソ及びユの各小班の区域、上川郡東川町のうち国有林上川中部森林管理署 316
林班ハからホの各小班､317 林班イ及びロの各小班､319 林班い､ろ､に､ほ､イからホまで､ト及びチまでの
各小班､322 林班いからはまで､イ､ロ及びニの各小班､323 林班い及びろの各小班､324 林班い及びろの各
小班､325 林班い及びろの各小班､326 林班は小班､327 から 329 までの各林班の区域、上川郡美瑛町のう
ち国有林上川中部森林管理署 331 林班､333 林班､334 林班､336 林班ろ及びはの各小班､337 林班いからに
までの各小班､338 林班いからはの各小班､339 林班い及びろの各小班､340 林班い及びろの各小班､341 林
班いからはまでの各小班､342 林班いからにまでの各小班､343 林班いからにまでの各小班､344 から 349
までの各林班､350 林班い及びろの各小班､1031 林班い小班､1032 林班い小班､1033 林班いからぬまでの各
小班､1034 林班い小班､1035 林班い小班､1037 林班い小班､1038 林班い及びろの各小班､1050 林班い小班､
1052 林班い小班､1053 林班い､ろ及びほの各小班､1063 林班いからはまでの各小班､1064 林班いからはま
での各小班､1065 林班い及びろの各小班､1066 林班い及びろの各小班､1067 林班い及びろの各小班､1068
林班い及びかの各小班､1069 林班わ及びかの各小班､1075 林班ニからトまで､ワ､カ､ソ､ラ､オ及びアの各
小班の区域、空知郡上富良野町のうち国有林上川南部森林管理署 415 林班い及びロの各小班､416 林班い
からはまで及びイの各小班､417 林班い､ろ及びロの各小班､418 林班い及びろの各小班､419 林班い及びろ
の各小班､420 林班い及びろの各小班､421 林班いからとまで､わ､か､た､の､ロ､ヌ 01､ル､ワ､ワ 01､タから
ソまで､オ､ク､ヒ及びスの各小班､422 林班い､ろ及びほの各小班､425 林班いからへまで､イ､ハからホま
で及びトの各小班､426 林班いからちまで､イからホまで､トからルまで及びワからレまでの各小班､431
林班ろからぬまで､か､そ､の､お､イ及びロの各小班､432 林班いからにまで､とからりまで､イ､ロ､ニ､ヘ､
ヌ､ル､ワ及びクからマの各小班､433 林班い､に､イからハまで及びホからリまでの各小班､434 林班い及
びロの各小班の区域、空知郡南富良野町のうち国有林上川南部森林管理署 30 から 35 までの各林班､39
林班は小班､40 林班い､ろ及びイの各小班､41 林班い小班､42 林班ほ及びわの各小班､43 林班い､ろ及びイ
の各小班､44 林班ろ､は､ほ､へ及びイの各小班､45 林班､46 林班に及びほの各小班､47 林班いからりまで及
びイの各小班､48 林班いからへまでの各小班､49 林班い､と及びロの各小班､50 林班い､ろ及びホの各小
班､51 林班いからぬまで､ぬ 01 及びイからハまでの各小班､52 林班いからちまで､イ及びロの各小班､53
林班いからるまで､わからたまで及びイからトまでの各小班､144 林班いからはまでの各小班､146 林班い
及びろの各小班､148 林班いからりまで､る､わからたまで､お､イ及びハからへまでの各小班の区域、勇払
郡占冠村のうち国有林上川南部森林管理署 1238 林班いからにまでの各小班､1239 林班い及びイの各小班
の区域、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、利尻郡利尻富士町、斜里郡斜里町のうち国有林網走南部森林管
理署 1141 林班ゆ小班の区域、次の区域を除いた区域（オショコマナイ川左岸河口と汀線との交点を起点
とし､同点からオショコマナイ川左岸を上流に進み 1308 林班と 1307 林班の林班界に至り､同林班界を東
に進み 1308 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小林班界を南､西､南西､東､南､西に順次進み 1305 林
班は小班とに小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1305 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同
小班界を南西に進み 1302 林班と 1305 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1303 林班と 1305 林班の
林班界に至り､同林班界を南に進み 1303 林班い小班とた小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303

5

林班ろ小班とれ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班か小班とそ小班の小班界に至り､同
小班界を南に進み 1233 林班に小班とね小班の小班界に至り､同小班界を南､西に順次進み 1233 林班と
1234 林班の林班界に至り､同林班界を東に進み 1234 林班と小班とむ小班の小班界に至り､同小班界を南
東､南､東､南東に順次進み 1234 林班と小班とち小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1234 林班と
小班とう小班の小班界に至り､同小班界を南に進み､1235 林班い小班とへ小班の小班界に至り､同小班界
を南西に進み 1235 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1235 林班い小班とへ小班
の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1232 林班と 1235 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み
1232 林班は小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を西､南東､西､南西､西､北､南西､北西､北に順次進み
1231 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1227 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林
班界を南東､南､南東に順次進み 1227 林班と 1228 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1228 林班い
小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を南､東､南､北西､南西､北西､北東に順次進み 1225 林班と 1228 林
班の林班界に至り､同林班界を西に進み､1220 林班と 1225 林班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1220
林班と 1223 林班の林班界に至り､同林班界を北西に進み 1220 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小
班界を南西､南東､南､西､北東､北､北西､北に順次進み 1217 林班と 1220 林班の林班界に至り､同林班界を
西に進み 1214 林班と 1217 林班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1214 林班と 1215 林班の林班界に至
り､同林班界を西に進み 1213 林班と 1214 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1214 林班い小班とろ
小班の小班界に至り､同小班界を東､南､南西に順次進み 1214 林班ろ小班とほ小班の小班界に至り､同小
班界を南に進み 1214 林班は小班とほ小班の小班界に至り､同小班界を西に進み 1214 林班は小班とに小班
の小班界に至り､同小班界を南西､北西に順次進み､1212 林班と 1214 林班の林班界に至り､同林班界を南
西に進み 1214 林班は小班とロ小班の小班界に至り､同小班界を南東､北東､北､東､南､南東､南､南西､南東
に順次進み､1214 林班ロ小班とホ小班の小班界に至り､同小班界を東､南､南東に順次進み 1214 林班は小
班とロ小班の境界に至り､同境界線を南西､東､南､北東､北､南東､南､南東に順次進み斜里郡斜里町と目梨
郡羅臼町との境界線との交点に至り､同境界線を南西､西､南西に順次進み斜里郡斜里町と標津郡標津町
との境界線との交点に至り､同境界線を南東､東､南西､南､南東､南西､西に順次進み国有林網走南部森林
管理署 1202 林班ほ小班とロ小班の小班界に至り､同小班界を北東､のち北西方向に順次進み 1205 林班ほ
小班とイ小班の小班界に至り､同小班界を北､北西方向に順次進み 1205 林班と 1208 林班の林班界に至り､
同林班界を西に進み 1205 林班と 1207 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1205 林班と 1206 林班の
林班界に至り､同林班界を南に進み 1204 林班と 1206 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1203 林班
と 1206 林班の林班界に至り､同林班界を北西､南西に順次進み国有林界に至り､同国有林界に沿って北
西､南西､南東､東､南､西､南､東､南に順次進み 1134 林班と 1202 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進
み 1134 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南東､南､南東､南西に順次進み 1132 林班と 1134
林班の林班界に至り､同林班界を北西､北に順次進み国有林界との交点に至り､同国有林界に沿って西に
進み国有林網走南部森林管理署 1130 林班と 1131 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1130 林班
い小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南､西に順次進み 1129 林班と 1130 林班の林班界に至り､同林
班界を北西に進み 1129 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を西に進み 1127 林班と 1129 林班
の林班界に至り､同林班界を南に進み 1127 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を北西に進み
1127 林班い小班とち小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1127 林班り小班とい小班の小班界に至
り､同小班界を東､北､南､西に順次進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み
1127 林班ぬ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至
り､同小班界を南に進み 1127 林班ほ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班る小班
とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班ほ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南
に進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班と 1128 林班の林班界に
至り､同林班界を西に進み国有林界との交点に至り､同国有林界に沿って南に進み斜里郡斜里町と標津郡
標津町との境界線との交点に至り､同境界線を西に進み国有林界に至り､同国有林界を北に進み国有林網
走南部森林管理署 1124 林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み国有林界との交点に至り､
同国有林界を南､西､北に順次進み国有林網走南部森林管理署 1124 林班と 1125 林班の林班界に至り､同林
班界を西に進み 1123 林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を南､南西､西に順次進み 1125 林班り小
班とイ小班の小班界に至り､同小班界を南､西､南東に順次進み 1125 林班と 1126 林班の林班界に至り､同
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林班界を東､北東に順次進み 1126 林班に小班とイ小班の小班界に至り､同小班界を南東､南西､南へ順次
進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との交点に至り､同境界線を北西に進み斜里郡斜里町と斜
里郡清里町との境界線との交点に至り､同境界線を北西に進み汀線との交点に至り､同点から汀線に沿っ
て東に進み起点に至る線に囲まれた区域（ただし､国指定知床鳥獣保護区の区域を除く。））、斜里郡小清
水町のうち国有林網走南部森林管理署 357 林班ろ及びみ小班､358 林班い及びツ小班の区域、帯広市のう
ち国有林十勝西部森林管理署 290 林班イ小班、291 林班ロ小班、292 林班ろからちまで､イ､ロ､ニ及びホ
の各小班､293 林班ろからにまで及びロの各小班､294 林班い､に及びほの各小班、296 林班い､い 01､ろ及
びはの各小班､297 林班い､イ及びロの各小班､303 林班い､イ及びロの各小班､304 林班､327 林班い､ほ､へ､
ち及びりの各小班､328 林班い､はからほまで及びイの各小班､330 林班いからはまで及びイの各小班､331
林班い､ろ及びイの各小班､333 林班い､ろ及びりの各小班､334 林班いからはまでの各小班､335 林班い及
びろの各小班の区域、河東郡上士幌町のうち国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 52 林班は及びイの各
小班､53 林班は及びイの各小班､69 林班い､い 01 及びイの各小班､70 林班いからはまで､い 01､ほからちま
で､イ及びロの各小班､71 林班い､ろ及びイの各小班､74 林班い､ろ及びイの各小班､75 林班いからにまで
及びイの各小班､76 林班い､ろ､イ及びロの各小班､77 林班いからとまで､い 01 からい 03 まで及びイから
ホまでの各小班､78 林班い､ろ及びイの各小班､79 林班いからにまで､イ及びロの各小班､80 林班いからほ
まで､い 01､い 02､イ及びロの各小班､81 林班い小班､82 林班い､ろ及びイの各小班､83 林班い及びろの各
小班､84 林班い及びろの各小班､85 林班い及びろの各小班､90 林班い小班､91 林班い､ろ及びロの各小班､
92 林班いからはまで及びロの各小班､93 林班い及びろの各小班､99 林班い小班､107 林班い小班､108 林班
い小班､109 林班い小班､111 林班い小班､112 林班い小班､113 林班い小班､115 林班いからはまでの各小班､
117 林班い小班､118 林班いからはまで及びロの各小班､119 林班いからはまで､は 01､ほ及びロの各小班､
120 林班いからはまでの各小班､121 林班い及びろの各小班､122 林班い及びろの各小班､125 林班い小班､
128 林班い小班､130 林班い小班､131 林班いからほまで及びハの各小班､132 林班い及びろの各小班､193
林班い小班､196 林班い及びイの各小班､198 林班ろ小班､200 林班ろ及びイの各小班､2173 林班いからにま
での各小班､2175 林班いからとまで､へ 01 及びイからハまでの各小班､2176 林班いからりまで､イ及びロ
の各小班､2177 林班ろ､に､へ､と及びロの各小班の区域、河東郡鹿追町のうち国有林十勝西部森林管理署
東大雪支署 2134 林班い及びイの各小班､2135 林班い､イ及びロの各小班､2140 林班い小班､2141 林班い小
班､2143 林班い小班､2144 林班い小班､2149 林班い､イ､ニ及びホの各小班､2151 林班い及びイの各小班､
2153 林班い小班､2154 林班い小班､2155 林班い及びイの各小班､2156 林班い､は及びイの各小班､2157 林
班い及びイの各小班､2165 林班い小班､2170 林班い小班､2171 林班い及びロの各小班､2172 林班い小班､
2174 林班いからちまで､ち 01､イ及びイ 02 の各小班､2177 林班い､は､ほ及びイの各小班､2178 林班いから
にまで及びイの各小班の区域、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 2136 林班はからほまで､ほ 01､へ､
と､ち 02､ロ､ニ及びリの各小班､2158 林班いからにまで､ほ 01 からほ 04 まで及びニの各小班､2159 林班
い､ろ 01､ろ 03 及びイの各小班､2160 林班に､に 01 及びほの各小班､2161 林班は､に､に 01 からに 03 まで､
へ､り､ぬ､ぬ 01 からぬ 03 まで及びハの各小班の区域、上川郡新得町のうち国有林十勝西部森林管理署東
大雪支署 1014 林班い､い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､に､に 01､に 02､ほ､へ､へ 01 及びイからホまでの各小
班､1015 林班い､ろ､ろ 01 からろ 06 まで､は､は 01 からは 03 まで､に､に 01､ほ､ほ 01､ほ 02､へ､へ 01 から
へ 03 まで､と､ち､ち 01､り､り 01､イ及びロの各小班､1016 林班る及びる 02 の各小班､1151 林班い､い 01､
ろ､ろ 01､は､は 01､は 02､に､に 01 からに 03 まで､イ及びロの各小班､1153 林班い､い 01､ろ､は､ロ及びハ
の各小班､1154 林班い､い 01､ろ､は､ロからヘまでの各小班､1158 林班いからはまで､は 01 及びロからニ
までの各小班､1159 林班い及びトの各小班､1165 林班い小班､1166 林班い小班､1167 林班い､ろ及びほの各
小班､1168 い及びい 01 の各小班､1169 林班い小班､1171 林班い小班､1183 林班いからはまで､ろ 01､へ､へ
01､へ 02 及びロの各小班､1184 林班い及びろの各小班､1185 林班い及びろの各小班､1186 林班い及びろの
各小班､1187 林班い､ろ及びイの各小班､1190 林班い及びろの各小班､1191 林班い及びろの各小班､1192 林
班い及びろの各小班､1194 林班い小班､1195 林班い小班､1196 林班い及びろの各小班､1198 林班い及びい
01 の各小班､1204 林班い小班､1205 林班いからはまで､い 01 からい 03 まで及びイの各小班､1206 林班ろ､
は及びは 01 の各小班､1207 林班ろからへまで及びほ 01 の各小班､1208 林班ろからほまでの各小班､1209
林班いからほまでの各小班､1210 林班いからにまで､は 01 及びロの各小班､1211 林班いからはまで､ろ 01
及びハの各小班､1212 林班いからにまでの各小班､1213 林班いからにまで及びに 01 の各小班､1214 林班
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いからにまでの各小班､1215 林班ろ及びロの各小班､1270 林班い､ろ及びろ 01 の各小班､1271 林班い小班､
1275 林班い小班､1276 い及びろの各小班､1277 林班い､ろ及びイの各小班､1278 林班い､ろ及びイの各小
班､1285 林班いからほまで及びイの各小班､1286 林班いからはまでの各小班､2006 林班いからへまで､へ
01､とからぬまで､ぬ 01､る､わからつまで､お及びイの各小班､2007 林班いからるまで､わからたまで､ね､
な､お及びイの各小班､2008 林班い､ろ 01､と､ち､つ及びつ 01 の各小班､2009 林班い､い 01 及びろからほ
までの各小班､2010 林班い､い 01､は､は 01､れ､そ､ゆ､ゆ 01 及びも 02 の各小班､2011 林班い､ろ､ろ 01､は､
つからうまで､の､く､く 01､や､え､あからみまで､ひ､す及びニの各小班､2012 林班いからとまで､と 01､
ぬ､る､わ､か､れ､つ､ね､らからうまで､のからふまで､こ 01､え､て及びイの各小班､2013 林班い､は､は 01
及びつの各小班､2051 林班い､い 01､ろ､ろ 01､はからとまで､と 01､と 02､イ及びロの各小班､2053 林班い､
な､ら､の､ま及びえの各小班､2054 林班い小班､2069 林班ろ､は 01､は 02､に､に 01､に 02､ほ､ほ 01 からほ
05 まで､へ､へ 01 からへ 06 まで､イ及びロの各小班､2077 林班い､い 01､は､に､に 01 からに 03 まで､ほか
らとまで､と 01 からと 08 まで､ち､ち 01 からち 05 まで及びイの各小班の区域、上川郡清水町のうち国有
林十勝西部森林管理署 19 林班イ小班､22 林班イ及びイ 01 の各小班、23 林班ト及びト 01 の各小班、24
林班イ小班、27 林班イ小班、28 林班イ小班、33 林班イ小班、34 林班い､ろ及びイの各小班、35 林班い
及びロの各小班、36 林班い及びイの各小班、37 林班ロ小班の区域、河西郡芽室町のうち国有林十勝西部
森林管理署 248 林班い､い 01､わ､か､や､え及びイからトまでの各小班､254 林班い及びロからへまでの各
小班､256 林班い及びロの各小班､257 林班い､ろ 01 及びイの各小班､258 林班い､ろ及びイの各小班､259 林
班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､260 林班い小班､262 林班い､い 01 からい 03 まで､ろ､ろ 01､は､は 01 から
は 03 まで､イからルまで､ワからヨまで及びオの各小班､263 林班､265 林班､266 林班い､い 01､と､ハ及び
ニの各小班､267 林班い小班､271 林班い､ろ､た､た 01､れ､そ､ねかららまで､イ及びハからへまでの各小
班､272 林班い､わ､イ及びニの各小班､273 林班い､い 01､た､れ､イ､ニ及びホの各小班､277 林班い及びイか
らニまでの各小班､278 林班い及びイの各小班の区域、河西郡中札内村のうち国有林十勝西部森林管理署
352 林班は及びにの各小班､353 林班ほ小班､355 林班いからはまで及びは 01 の各小班､356 林班い､ろ及び
ろ 01 の各小班､357 林班い及びい 01 の各小班､358 林班ろ､は､イ及びロの各小班､359 林班ろからにまで
の各小班､360 林班い､イ及びロの各小班､361 林班い及びイからハまでの各小班､362 林班､363 林班い､い
01 及びイの各小班､364 林班い､い 01 及びイからハまでの各小班､365 林班い､い 01､イからハまで及びホ
の各小班､366 林班い､い 01､イ及びロの各小班､368 林班い､い 01 及びイからハまでの各小班､369 林班い､
ろ及びイまでの各小班､370 林班い 01 小班､371 林班ろ及びはの各小班､372 林班い小班、373 林班い及び
ニの各小班の区域、広尾郡大樹町のうち国有林十勝西部森林管理署 2017 林班､2018 林班､2019 林班い小
班､2020 林班い小班､2021 林班い小班､2022 林班い及びい 01 の各小班､2023 林班､2024 林班い小班､2025
林班い小班､2026 林班い小班､2027 林班い小班､2028 林班､2029 林班､2030 林班い､ろ及びとの各小班、2040
林班い 01 小班、2042 から 2044 までの各林班､2065 及び 2066 の各林班､2067 林班い小班､2068 林班い小
班､2069 林班い小班､2070 林班い小班､2071 林班､2072 林班い小班、2073 林班い及びい 01 の各小班､2099
林班い及びい 01 の各小班、2100 林班い､い 01 及びい 02 の各小班､2101 林班い小班､2102 林班い､い 01､
い 02 及びろの各小班､2103 林班､2104 林班､2105 林班い小班､2106 林班い小班の区域、広尾郡広尾町のう
ち国有林十勝西部森林管理署 1005 林班い及びほの各小班､1006 林班い､い 01､ろ､は及びは 01 の各小班､
1007 林班いからはまでの各小班､1008 林班いからほまでの各小班､1012 林班い小班､1013 林班い小班､
1015 林班い､は､は 01､に及びほの各小班､1016 林班い､ろ､ろ 01､り､ぬ､ぬ 01､る及びおの各小班､1017 林
班いからへまで､ろ 01､に 01 及びイの各小班､1018 林班いからはまで､い 01､ろ 01 及びイの各小班､1019
林班い､い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､1020 林班い､い 01 及びろの各小班､1021 林班い､い 01､
い 02､ろ､ろ 01 及びへの各小班､1022 林班いからはまでの各小班､1023 林班いからはまで及びイの各小班､
1059 林班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､1060 林班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､1061 林班いからは､は 01
及びイの各小班､1074 林班い､ろ及びイの各小班､1075 林班い､ろ及びイの各小班､1076 林班い及びほの各
小班､1082 林班いからはまで及びイの各小班､1083 林班いからにまで及びイの各小班､1084 林班いからに
まで及びイの各小班､1085 林班い､ろ､に及びに 01 の各小班､1088 林班い､い 01､ろ及びイの各小班､1089
林班い､い 01､ろ及びイの各小班､1090 林班い､ろ､ろ 01､はからへまで及びイの各小班､1091 林班い小班､
1094 林班い小班､1097 林班いからはまで及びイの各小班､1098 林班いからほまで､い 01､に 01 及びイの各
小班､1103 林班い小班、1104 林班い小班の区域、足寄郡足寄町のうち国有林十勝東部森林管理署 318 林
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班ま及びけの各小班､319 林班い､りからるまで､る 01､わ､わ 01､か､れ､そ､つ､つ 01､お､お 01 からお 03 ま
で及びイの各小班､320 林班､321 林班い 01､ろ､は､は 01､る､か､よ､た 01､れ 01､お､イ 01､ロ 01 及びハの
各小班､322 林班とからりまで､ぬ 01 及びイの各小班､323 林班い､に､ほ及びイからハの各小班､324 林班
いからにまで､と 01､ち､ぬ､ぬ 01 及びイの各小班､325 林班い､は､に､ほ 01､へ 01､イ及びロの各小班､326
林班ろ 02 小班､327 林班い､にからとまで､り､ぬ 01､ぬ 03､お及びイの各小班､329 林班い､い 01､は､に､へ
及びとの各小班､339 小班へ及びとの各小班､340 林班い､い 01､は､に､に 01 及びほの各小班､343 林班ち
02 小班､355 林班り､ぬ､る､わ 02､か､た及びれの各小班､356 林班い､は､に､へからぬまで､イ及びロの各小
班､357 林班は 05､に､ほ及びとの各小班､358 林班い及びはからへまでの各小班､359 林班い､は 01､ほ 01､
へからち及びるの各小班､360 林班いからほまで及びとの各小班､361 林班い及びほの各小班､362 林班い
からに､へ､ぬ 01､わ及びかの各小班､366 林班い､ろ､ほからり､り 01､ぬ､る､る 01､か､イ､イ 01､ロ及びロ
01 の各小班､367 林班い小班､368 林班は 02 小班､369 林班り小班､370 林班ろ､ぬ､ぬ 01､お及びお 01 の各
小班の区域、厚岸郡厚岸町のうち国有林根釧西部森林管理署 205 林班ニ 02 小班､206 林班ハ 01 小班､207
林班ヘ 01 小班､208 林班ヘ小班､214 林班ニ 02 小班､215 林班ハ 01 小班､216 林班ホ小班､217 林班ロ小班､
218 林班ロ 01 小班､219 林班ロ 01 小班､220 林班ハ及びニの各小班､221 林班ホ小班､223 林班ロ及びハの
各小班､224 林班ホ 01 小班､311 林班ロ 01 小班､312 林班ロ 01 及びニの各小班の区域、川上郡標茶町のう
ち国有林根釧西部森林管理署 3403 林班わ､よ､た､な､の､き､めからしまで､ひ､ひ 01 及びひ 02 の各小班､
3408 林班いからりまで､り 01､ぬ､ぬ 01､ぬ 02､る､わからそまで､そ 01､つからむまで､お､イ､ロ及びトの
各小班､3409 林班ろ､は､に 01､た､れ､れ 01､そ､つ､つ 01､ね､な 01､お､イ及びロの各小班､3410 林班と 02
及びぬ 01 の各小班の区域、根室市のうち国有林根釧東部森林管理署 1003 林班ろ､ち 01､りからるまで､
わからたまで､お､イ､ハ､ヘ､ト､チ 02 及びルの各小班､1004 林班い及びトの各小班､1005 林班い､い 01､イ､
ロ 01 及びヘの各小班､1006 林班い 01､へ及びルの各小班､1007 林班ろ､は､ロ１及びニの各小班､1008 林班
ロ１小班､1010 林班ロ小班､1013 林班いからるまで､わからねまで､お､お１､お２､イ､ロ､ニ及びホの各小
班､1014 林班な 01 小班､1015 林班る､わ､か 01､ね､な及びおの各小班､1017 林班いからるまで､わ､か､か 0
１､よ､お､イ､ロ及びニの各小班､1018 林班お､イ及びロの各小班､1019 林班ほ､ぬ､る､お､ロ及びホの各小
班､1025 林班の区域、標津郡中標津町のうち国有林根釧東部森林管理署 448 林班いからはまで､は 01､に
からへまで､へ 01､と､ち､ち 01､りからるまで､わからうまで､の及びおの各小班､449 林班よ 01､よ 02 及び
よ 04 の各小班､454 林班いからほまで､ほ 01､へ､と､ぬ､る､わ､か､たからつまで､ら､む､う､のからくまで
及びハの各小班の区域、標津郡標津町のうち国有林根釧東部森林管理署 40 林班は､は 01 及びほからりま
での各小班､44 林班り､ぬ､かかられまで､つ 01､つ 02､ね､ね 01､ね 02 及びなの各小班､45 林班ほ､と､り､
る､わ､よからそまで､ら､む､む 01､う､の及びの 01 の各小班､46 林班た 03 小班､47 林班いからはまで､ほ､
へ､へ 01､と､イ及びハの各小班､48 林班い及びイからハまでの各小班､52 林班い及びイの各小班､55 林班
い及びイからハまでの各小班､61 林班い､イ及びロの各小班､62 林班い､イ及びロの各小班､77 林班い及び
ロの各小班､83 林班い､イ及びロの各小班､88 林班い､ろ､イ及びロの各小班､93 林班い､イ及びロの各小班
の区域、目梨郡羅臼町のうち国有林根釧東部森林管理署 111 林班､113 林班､120 林班､126 林班い及びイ
からホまでの各小班､204 林班､205 林班は､り､ぬ及びニの各小班､206 林班い､ぬ及びロの各小班､207 林班
い 01､い 02､ろ､ハ､ハ 01 及びニの各小班､208 林班いからはまで､れからねまで､な 01､お 01 及びイの各小
班､209 林班いからへまで､へ 01､とからりまで､る､わからねまで､ね 01､な､ら､く､や 01 からや 03 まで､
え 01 及びイの各小班 210 林班い､ろ 01､に､イ 02 及びロからヘまでの各小班､213 林班い小班､214 林班い
及びロの各小班､216 林班ろ小班､217 林班い及びろの各小班､221 林班い小班､222 林班い及びろの各小班､
224 林班いからにまでの各小班､225 林班い小班の区域、タチニウス川右岸河口と汀線との交点を起点と
し､同点から同川右岸を上流に進み国有林根釧東部森林管理署 228 林班と 229 林班の林班界に至り､同点
から 228 林班と 229 林班の林班界を東に進み国有林界に至り､同国有林界を北､北西に順次進み国道 334
号との交点に至り､同国道沿いに南東に進み道道知床公園羅臼線との交点に至り､この点から見通し線を
南東に進み汀線との交点に至り､同点から汀線を南に進み起点に至る線で囲まれた区域（ただし､同町礼
文町に所在する民有林 17 林班 2 から 8 まで､11 から 13 まで､16､19 から 28 まで､30 から 35 までの各小
班並びに同 17 林班 2､3､5､6､7､19､20､22 及び 27 の各小班に囲まれた町営スキー場の区域を除く。）
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別表 2

10/1～10/22

捕獲禁止区域

古宇郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町（ただし、国有林日高
北部森林管理署 46 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､47 林班いからにまで及びイの各小班､48 林班い
01､い 02､ろ及びイの各小班､49 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びはの各小班､50 林班いからちまで、ニ及
びヘの各小班､64 林班い 01 からい 03 まで､ろからねまで及びイからニの各小班､65 林班い 01 からい 03
まで､ろからるまで､わからむまで及びイからハの各小班､66 林班いからほまで､イ 01､イ 02 及びロからチ
までの各小班､67 林班い 01 からい 03 まで､ろからりまで及びイの各小班､73 林班いからほまで及びイか
らニまでの各小班､74 林班いからるまで､わ､か及びイからニまでの各小班､76 林班ろ及びイの各小班､88
林班いからほまで及びイの各小班､89 林班い､ろ及びイ 01 の各小班､90 林班い 01 からい 07 まで､ろから
にまで､イ､ロ 01､ロ 02､ハ及びニの各小班､91 林班い 01 からい 06 まで､ろ､は及びイの各小班､92 林班い
01 からい 05 まで､ろからにまで及びイからハまでの各小班､99 林班ろ及びイの各小班､100 林班ろ及びイ
の各小班､103 林班ろ及びイの各小班､104 林班い 01､い 03 及びイからハまでの各小班､105 林班いからる
まで､イ及びロ 01 からロ 03 までの各小班､106 林班い､は､に 02､ほ､イ､ロ 01 及びロ 02 の各小班､108 林
班ろ､と及びイの各小班､109 林班ろ､り､ぬ､れ及びイの各小班､110 林班いからるまで､わからつまで及び
イの各小班､111 林班い 01､い 04､ろ､に､ち､イ及びロの各小班､115 林班ろ及びイの各小班､116 林班ろ及
びイの各小班､117 林班ろ及びイの各小班､118 林班ろ及びイの各小班､119 林班ろ小班､120 林班ろ小班､
122 林班ろ及びイの各小班､123 林班ろ及びイの各小班､124 林班ろ及びイの各小班､127 林班い 01､い 02
及びろからにまでの各小班､128 林班い 01 からい 03 まで､ろからへまで及びイの各小班､129 林班い 01 か
らい 04 まで､ろからほまで､イ及びロの各小班､130 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､131 林班い 01 か
らい 03 まで､ろ､は 01 からは 03 まで､にからちまで､イ及びハからトまでの各小班､132 林班い及びイの
各小班､133 林班い 02､い 03､ろ、イ及びロの各小班､134 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､135 林班い
からはまで､イ及びロの各小班､136 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びイの各小班､137 林班い 01 からい 05
まで､ろからとまで及びイの各小班､138 林班い 01 からい 03 まで､ろからにまで､イ及びロの各小班､139
林班い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､140 林班いからはまで及びイの各小班､141 林班い 01 からい
04 まで､ろからにまで､イ及びロの各小班､142 林班い 04､ろ､は及びイの各小班､156 林班ろ､に及びハの各
小班､157 林班は小班､158 い 01､い 02､ろ､は､イ及びロの各小班､159 林班い､ろ及びイの各小班､160 林班
いからはまで､イ及びロの各小班､161 林班いからはまで及びイからニまでの各小班､162 林班ろ小班､163
林班ろ及びイの各小班､164 林班ろ及びイの各小班､165 林班ろ及びロの各小班､166 林班ろ小班､167 林班
ろ小班､168 林班ろ及びイの各小班､169 林班ろ小班､170 林班い 02､い 05､ろ､ち､る及びロの各小班､171 林
班い 01 からい 04 まで､ろからほまで及びイの各小班､172 林班い 01 からい 07 まで､ろ､は､に 01､に 02､
ほからるまで､わからよまで及びイの各小班､173 林班い 01､ろ､ち､り及びロの各小班､174 林班ろ､ち及び
ロの各小班､175 林班ろ及びとの各小班､176 林班い 02 及びろの各小班､177 林班いからはまで及びイの各
小班､178 林班ろ及びイの各小班､179 林班いからにまで､イ及びロの各小班､180 林班い 0１､い 02､ろ､は
及びイからハまでの各小班､181 林班い 01､い 02､ろからとまで及びイからニまでの各小班､182 林班い 01､
い 02､ろ､は及びイからニまでの各小班､183 林班は小班､184 林班ろ小班､185 林班い 01､い 02､ろ､は､ほ､
へ及びロの各小班､186 林班い 01､い 02､ろ､は及びロの各小班､187 林班ろ及びはの各小班､188 林班ろ及
びはの各小班､189 林班いからはまでの各小班､190 林班い 01､い 02､ろ､は及びイの各小班､198 林班いか
らはまで及びイの各小班､204 林班ろ小班､209 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､に 01､に 02､ほ､イ及びロ
の各小班､210 林班い､ろ､は 01､は 02､イ及びロの各小班､211 林班いからにまで及びイからハまでの各小
班､212 林班い､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､215 林班ろ､は及びへの各小班､216 林班い 01､い 03､ろ及
びはの各小班､217 林班い 01､い 02 及びろの各小班､218 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､219 林班い
01､い 02､ろ､は及びイの各小班､220 林班い及びろ 01 からろ 04 までの各小班､221 林班い 01 からい 03 ま
で及びろ 01 からろ 04 までの各小班､222 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイの各小班､223 林班い 01 から
い 04 まで､ろ､は及びイの各小班､224 林班い､ろ 01､ろ 02 及びイからハまでの各小班､225 林班い 01､い
02､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､226 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､227 林班い､ろ､は 01､は 02､
イ及びロの各小班､228 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからニまでの各小班､229 林班い､ろ及びイからニま
での各小班､230 林班い 01 からい 04 まで､ろ 01､ろ 02 及びイからハまでの各小班､231 から 234 までの各
林班､235 林班い及びろの各小班､236 林班い及びろの各小班､237 林班､238 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ
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03 まで及びイの各小班､239 林班い､ろ 01 からろ 04 まで､は 01 からは 03 まで､イ及びロの各小班､240 林
班いからはまで､イ及びロの各小班､241 林班い､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､242 林班､243 林班いから
はまでの各小班､244 林班いからはまでの各小班､245 林班､246 林班いからはまで､に 01 からに 04 及びほ
の各小班､247 林班い 01､い 02､ろからにまで及びイからハまでの各小班､248 林班い 01 からい 04 まで､
ろ､イ及びロの各小班､249 林班いからはまで及びイからハまでの各小班､250 林班いからはまで､イ及び
ロの各小班､251 林班いからはまで､イ及びロの各小班､252 林班いからはまで､イ及びロの各小班の区域
を除く。）、沙流郡平取町（ただし、国有林日高北部森林管理署 1135 林班い 01 からい 03 まで及びろから
にまでの各小班､1136 林班い 01､い 02 及びろの各小班､1137 林班い 01､い 02､ろ､は及びイの各小班､1138
林班い 01､い 02､イ及びロの各小班､1139 林班いからほまで及びイからハまでの各小班､1140 林班いから
にまで及びイの各小班､1141 林班いからほまで及びイからハまでの各小班､1142 林班いからほまでの各
小班､1143 林班い､にからへまで、イ及びイ 01 の各小班､1144 林班いからほまで､イ及びロの各小班､1145
林班い､ろ､イ及びロの各小班､1146 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､1147 林班い小班､1148 林班い 05､
ろ及びイ 02 の各小班､1152 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びイの各小班､1153 林班い 01 からい 03 まで､
ロ及びハの各小班､1155 林班い 03 及びい 04 の各小班の区域を除く。）、新冠郡新冠町（ただし、国有林
日高南部森林管理署 1055 林班ほ 01 からほ 03 まで及びへの各小班､1056 林班い及びろの各小班､1057 林
班に 01､に 02 及びほの各小班､1059 林班と小班､1060 林班い 01､い 02 及びろの各小班､1061 林班い 05､
へ 01､へ 02 及びとの各小班､1064 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､1065 林班い 01､い 02､ろからへま
で及びイの各小班､1066 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､に､ほ､イ 01 及びイ 02 の各小班､1067 林班いか
らほまで及びイからハまでの各小班､1068 林班い及びろの各小班､1069 林班いからにまでの各小班､1070
林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､にからちまで及びイからニまでの各小班､1071 林班い 01､い 02､ろ 01､
ろ 02､は､に､イ及びロの各小班､1072 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､イ 01､イ 02､ロ及びハの各小班､1073
林班い 01､い 02､ろ 01､は及びイの各小班､1074 林班い 01 からい 03 まで､ろからにまで及びイの各小班､
1075 林班いからはまで､に 01､に 02､ほからりまで､イ及びロの各小班､1076 林班に及びニの各小班､1077
林班いからへまで及びイからホまでの各小班､1078 林班い 01 からい 03 まで､ろからへまで､イ､ロ 01､ロ
02 及びハの各小班､1079 林班いからはまでの各小班､1080 林班い 01 からい 06 まで､ろからにまで､ほ 01
からほ 04 まで及びイからホまでの各小班､1081 林班いからにまで､ニ及びホの各小班､1082 林班いからは
まで及びイの各小班､1083 林班いからはまでの各小班､1084 林班い及びイの各小班､1085 林班いからはま
での各小班､1086 林班いからとまでの各小班､1087 林班い 01 からい 04 まで､ろからにまで及びイの各小
班､1088 林班いからへまでの各小班､1089 林班いからへまで､イ及びロの各小班､1090 林班いからほまで
及びイの各小班､1091 林班い 02､ろ 02 及びはの各小班､1092 林班いからはまでの各小班､1093 林班いから
るまで､わ及びイからニまでの各小班､1094 林班いからほまで及びイからホまでの各小班､1095 林班いか
らにまでの各小班､1096 林班いからにまでの各小班､1097 林班ろからへまでの各小班､1104 林班ほ及びへ
の各小班､1105 林班ろからほまで及びイの各小班､1106 林班ほからとまで､イ及びロの各小班､1112 林班
ち､ぬ及びるの各小班､1113 林班いからとまで及びイからニまでの各小班､1114 林班い 01､い 02､ろからち
までの各小班､1115 林班ぬ小班、1116 林班い 02 小班の区域を除く。）、浦河郡浦河町（ただし、国有林日
高南部森林管理署 3014 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､3015 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ
05 までの各小班､3016 林班い及びろ 01 からろ 09 までの各小班､3023 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､
3024 林班いからはまでの各小班､3025 林班いからはまでの各小班､3026 林班い及びろの各小班､3027 林班
ろ 01、は 01 及びは 02 の各小班、3090 林班い 01 から 04 までの各小班､3091 林班い 01 及びい 02 の各小
班､3092 林班い 01 及びい 02 の各小班､3093 林班い 01 からい 04 までの各小班､3094 林班い 03､ろ 01 から
ろ 03 までの各小班､3095 林班ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､3102 林班い 06 からい 09 まで及びろ
の各小班､3110 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､3111 林班い 03 及びろの各小班､3112
林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､3113 林班い及びろ 01 からろ 04 までの各小班､3114 林班い 03
及びろ 02 の各小班の区域を除く。）、様似郡様似町、幌泉郡えりも町（ただし、道有林日高管理区 158
林班､159 林班及び 160 林班から 162 林班の区域を除く。）、日高郡新ひだか町（ただし、国有林日高南部
森林管理署 30 林班ろ小班､31 林班い 03 及びろの各小班､32 林班ろからにまで及びイの各小班､33 林班い
01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで､イからハまで､ニ 01 及びニ 02 の各小班､40 林班は 01 及びは 02 の各小班､
41 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､42 林班い､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､43 林班い､ろ 01､
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ろ 02､イ及びロの各小班､44 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ 03 までの各小班､45 林班い 01 からい 03 ま
で及びろの各小班､46 林班､47 林班､48 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01､ろ 02､は､に 01 及びに 02 の各小
班､49 林班い 01､い 02､ろ 01 及びろ 02 までの各小班､50 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01 及びろ 02 の各小
班､51 林班い 01 からい 04 まで及びろ 01 からろ 04 までの各小班､52 林班､53 林班い 01 からい 04 まで､
ろ 01 からろ 04 まで､ハ及びニの各小班､54 林班い 01､い 02､ろ 0１からろ 03 まで及びはの各小班､55 林
班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､56 林班い 01､ろ 01､ろ 02､ハ及びニの各小班､57 林班
い 06､い 07､ろ 01 からろ 06 まで､ハ 02 及びホ 02 の各小班､58 林班い 04 小班､59 林班ろ小班､60 林班い
01､ろ 01 からろ 03 まで､ろ 06､ろ 08､イ及びロ 01 の各小班､61 林班ろ 01､02 及びイの各小班､62 林班は小
班､63 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､64 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､65 林班い 01､い
02､ろ 01､ろ 02 及びはの各小班､66 林班い 01､い 02 及びろの各小班､67 林班い及びろの各小班､68 林班い
01､い 02､ろ 01､ろ 02､は及びイの各小班､69 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイの各小班､77 林班い 01､
い 02､ろ､は､イ及びロの各小班､78 林班いからはまで及びイの各小班､79 林班い､ろ､イ及びロの各小班､
80 林班い､ろ 01､ろ 02､イ及びロの各小班､81 林班い､ろ 01､ろ 02､は及びイの各小班､82 林班い小班､83 林
班い 01 からい 03 まで､ろ､は 01 及びは 02 の各小班､89 林班ろ小班､127 林班いからにまでの各小班､128
林班い 01 からい 03 まで､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､132 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､133 林
班い 02､ろ 01､ろ 02､に 01 からに 03 まで､イ 01 及びイ 02 の各小班､134 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03
まで､イ及びロの各小班､135 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､137 林班い 01､い 02､
ろからちまで及びイの各小班､145 林班い 01 小班､146 林班い小班､147 林班い及びろの各小班､148 林班い
及びろの各小班､149 林班い及びろの各小班､150 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､156 林班ろ 01 及び
ろ 02 の各小班､157 林班い及びろの各小班､158 林班い､ろ 01 及びろ 02 の各小班､159 林班は小班､161 林
班ろ 01 及びろ 02 の各小班､162 林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､163 林班ろ 01､ろ 02 及びはの各小班､
164 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､165 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､166 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､167
林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､168 林班ろ 01 からろ 03 まで､ロ及びハの各小班､169 林班ろ小班､170
林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイからハまでの各小班､171 林班い 01､い 03､ろ､は 01､は 02 及びロの各
小班､172 林班い 01､い 02､い 04､ろ 01 からろ 04 まで及びイからチまでの各小班､173 林班い､ろ 01 から
ろ 04 まで及びハからホまでの各小班､174 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びニの各小班､175 林班い 01､い
02､ろ 01 からろ 05 まで､ハ及びニの各小班､176 林班い及びろの各小班､177 林班い 01､い 02､ろ､は及びイ
からハまでの各小班､179 林班い 04､ろ 01 からろ 04 の各小班､180 林班い 04 及びろの各小班､181 林班い､
ろ 01､ろ 02､は及びイ小班､182 林班､183 林班い､ろ及びハの各小班､184 林班い､ろ､ハ及びニの各小班､185
林班い､ろ及びハの各小班､186 林班い及びろの各小班､187 林班ろ 01 からろ 04 まで､は及びイからハまで
の各小班､188 林班ろ 01 からろ 03 まで､ほ､イ及びロの各小班､189 林班い 01､ろ 01 及びろ 02 の各小班､190
林班ろ 01､ろ 02､は 01 及びイの各小班､191 林班ろ 01､ろ 02､ち 01 及びイの各小班､196 林班い 02､い 03､
ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､197 林班い､ろ及びハの各小班､198 林班い及びろの各小班､199 林班､201 林
班ろ 01 からろ 03 まで､は 01､は 02 及びちの各小班､202 林班い､ろ 01､ろ 02､は及びロの各小班､203 林班
い及びろの各小班､204 林班い及びろの各小班､206 林班い､は及びにの各小班､207 林班い 01､い 02､ろ 01､
ろ 04､及びハの各小班､208 林班い 02 小班､209 林班い 01 及びろ 03 の各小班､215 林班い 04､い 05､ろ 01
からろ 03 まで､と及びハ 02 の各小班､216 林班い 03､ろ 01 及びろ 02 の各小班､217 林班ろ 01 からろ 04
までの各小班の区域を除く。）、上川郡上川町（ただし、国有林上川中部森林管理署 2164 林班い､ろ及び
イの各小班､2165 林班ろ､イ及びリの各小班､2166 林班い､ロ及びトの各小班､2170 林班と小班､2171 林班
いからはまでの各小班､2173 林班ろ小班､2175 林班いからほまでの各小班､2181 林班い及びにの各小班､
2182 林班いからにまでの各小班､2183 林班り及びわの各小班､2192 林班いからはまでの各小班､2279 林班
い､は及びにの各小班､2283 林班いからはまで及びイの各小班､2284 林班いからへまで､そ及びロの各小
班､2285 林班いからるまで､わからうまで､の､お､ふからしまで､ひからんまで､い 01､ろ 01､は 01､に 01､
ほ 01､へ 01､と 01､ち 01､り 01 及びロからヘまでの各小班､2296 林班いからるまで､お及びイの各小班､
2297 林班いからりまで及びイの各小班､2298 林班いからるまでの各小班､2300 林班いからとまで､イ及び
ロの各小班､2301 林班い､はからとまで及びイの各小班､2302 林班へ小班､2303 林班ろからにまでの各小
班､2304 林班はからヘまでの各小班､2305 林班ろ､は及びとの各小班､2306 林班いからはまでの各小班､
2307 林班い､ろ及びハの各小班､2308 林班い､ろ､と及びロの各小班､2310 林班く小班､2311 林班いからり
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まで及びロからニまでの各小班､2312 林班いからへまでの各小班､2313 林班お及びハからホまでの各小
班､2314 林班いからるまで､わ､お､ニ､ホ､ホ 01､へ､チ､ヌ､ル､ワからツまで､タ 01 及びオの各小班､2315
林班いからるまで､わからよまで及びイからニまでの各小班､2317 林班い小班､2318 林班いからとの各小
班､2322 林班いからりまで及びロの各小班､2323 林班い､ろ､ロ及びハの各小班､2324 林班い及びイの各小
班､2325 林班い及びイの各小班､2326 林班いからとまで､ロ及びハの各小班､2327 林班いからはまで､ぬ及
びイの各小班､2337 林班いからはまでの各小班､2338 林班い及びろの各小班､2339 林班い､ろ及びラの各
小班､2340 林班ろ､へ､ロ､ハ､ソ及びユの各小班の区域を除く。）、北見市、紋別市、網走郡津別町、常呂
郡佐呂間町、常呂郡訓子府町、常呂郡置戸町、紋別郡遠軽町、紋別郡湧別町、紋別郡滝上町、紋別郡興
部町、紋別郡西興部村のうち字上興部 91、字札滑 137、266、267、268、282、283、285、286 及び 295、
字西興部 166、字忍路子 68-1、69、70、72-1、73-1、74-1、74-2、76-1 及び 77、字六興 170、字中興部
86-1、86-2、86-11、86-12、86-20、86-21、141、144、145、155、165、177、178、179、189、192、193、
194、203、207、210、211、212、213、231、233、235、243、262、263、264、265、266、267、268、271、
273-1、273-3、274-1、274-3、277-1、278-1、278-3、279 及び 280、字中藻 396、400-1、400-3、400-7
及び 401、字上藻 337、338、339、342-1、350、351-1、354-1、355、360、361、362-1、373-1、373-3、
375-1、377-1、378、379-1、382、383、384、385-1、385-5、385-6、387-3、388-1、389-3、390-1、391-1、
392、393 及び 394、紋別郡雄武町、網走市、網走郡美幌町、斜里郡斜里町（ただし、国有林網走南部森
林管理署 1141 林班ゆ小班の区域、オショコマナイ川左岸河口と汀線との交点を起点とし､同点からオシ
ョコマナイ川左岸を上流に進み 1308 林班と 1307 林班の林班界に至り､同林班界を東に進み 1308 林班い
小班とは小班の小班界に至り､同小林班界を南､西､南西､東､南､西に順次進み 1305 林班は小班とに小班
の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1305 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進
み 1302 林班と 1305 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1303 林班と 1305 林班の林班界に至り､同
林班界を南に進み 1303 林班い小班とた小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班ろ小班とれ小
班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班か小班とそ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み
1233 林班に小班とね小班の小班界に至り､同小班界を南､西に順次進み 1233 林班と 1234 林班の林班界に
至り､同林班界を東に進み 1234 林班と小班とむ小班の小班界に至り､同小班界を南東､南､東､南東に順次
進み 1234 林班と小班とち小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1234 林班と小班とう小班の小班界
に至り､同小班界を南に進み 1235 林班い小班とへ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1235 林班
い小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1235 林班い小班とへ小班の小班界に至り､同小
班界を南西に進み 1232 林班と 1235 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1232 林班は小班とろ小
班の小班界に至り､同小班界を西､南東､西､南西､西､北､南西､北西､北に順次進み 1231 林班と 1232 林班の
林班界に至り､同林班界を南に進み 1227 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林班界を南東､南､南東に順
次進み 1227 林班と 1228 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1228 林班い小班とろ小班の小班界に
至り､同小班界を南､東､南､北西､南西､北西､北東に順次進み 1225 林班と 1228 林班の林班界に至り､同林
班界を西に進み 1220 林班と 1225 林班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1220 林班と 1223 林班の林班
界に至り､同林班界を北西に進み 1220 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西､南東､南､
西､北東､北､北西､北に順次進み 1217 林班と 1220 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1214 林班と
1217 林班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1214 林班と 1215 林班の林班界に至り､同林班界を西に進
み 1213 林班と 1214 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1214 林班い小班とろ小班の小班界に至り､
同小班界を東､南､南西に順次進み 1214 林班ろ小班とほ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1214 林
班は小班とほ小班の小班界に至り､同小班界を西に進み 1214 林班は小班とに小班の小班界に至り､同小
班界を南西､北西に順次進み 1212 林班と 1214 林班の林班界に至り､同林班界を南西に進み 1214 林班は小
班とロ小班の小班界に至り､同小班界を南東､北東､北､東､南､南東､南､南西､南東に順次進み 1214 林班ロ
小班とホ小班の小班界に至り､同小班界を東､南､南東に順次進み 1214 林班は小班とロ小班の境界に至
り､同境界線を南西､東､南､北東､北､南東､南､南東に順次進み斜里郡斜里町と目梨郡羅臼町との境界線と
の交点に至り､同境界線を南西､西､南西に順次進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との交点に
至り､同境界線を南東､東､南西､南､南東､南西､西に順次進み国有林網走南部森林管理署 1202 林班ほ小班
とロ小班の小班界に至り､同小班界を北東､のち北西方向に順次進み 1205 林班ほ小班とイ小班の小班界
に至り､同小班界を北､北西方向に順次進み 1205 林班と 1208 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み
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1205 林班と 1207 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1205 林班と 1206 林班の林班界に至り､同林
班界を南に進み 1204 林班と 1206 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1203 林班と 1206 林班の林班
界に至り､同林班界を北西､南西に順次進み国有林界に至り､同国有林界に沿って北西､南西､南東､東､南､
西､南､東､南に順次進み 1134 林班と 1202 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1134 林班ろ小班と
は小班の小班界に至り､同小班界を南東､南､南東､南西に順次進み 1132 林班と 1134 林班の林班界に至り､
同林班界を北西､北に順次進み国有林界との交点に至り､同国有林界に沿って西に進み国有林網走南部森
林管理署 1130 林班と 1131 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1130 林班い小班とは小班の小班
界に至り､同小班界を南､西に順次進み 1129 林班と 1130 林班の林班界に至り､同林班界を北西に進み 1129
林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を西に進み 1127 林班と 1129 林班の林班界に至り､同林班
界を南に進み 1127 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を北西に進み 1127 林班い小班とち小班
の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1127 林班り小班とい小班の小班界に至り､同小班界を東､北､南､
西に順次進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1127 林班ぬ小班とい小班
の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み
1127 林班ほ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班る小班とい小班の小班界に至
り､同小班界を南に進み 1127 林班ほ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班に小班
とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班と 1128 林班の林班界に至り､同林班界を西に進
み､国有林界との交点に至り､同国有林界に沿って南に進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との
交点に至り､同境界線を西に進み国有林界に至り､同国有林界を北に進み国有林網走南部森林管理署 1124
林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み国有林界との交点に至り､同国有林界を南､西､北
に順次進み国有林網走南部森林管理署 1124 林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1123
林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を南､南西､西に順次進み 1125 林班り小班とイ小班の小班界に
至り､同小班界を南､西､南東に順次進み 1125 林班と 1126 林班の林班界に至り､同林班界を東､北東に順次
進み 1126 林班に小班とイ小班の小班界に至り､同小班界を南東､南西､南へ順次進み斜里郡斜里町と標津
郡標津町との境界線との交点に至り､同境界線を北西に進み斜里郡斜里町と斜里郡清里町との境界線と
の交点に至り､同境界線を北西に進み汀線との交点に至り､同点から汀線に沿って東に進み起点に至る線
に囲まれた区域（ただし､国指定知床鳥獣保護区の区域を除く。）を除く。）、斜里郡清里町、斜里郡小清
水町（ただし、国有林網走南部森林管理署 357 林班ろ及びみ小班､358 林班い及びツ小班の区域を除く。）、
網走郡大空町、帯広市（ただし、国有林十勝西部森林管理署 290 林班イ小班、291 林班ロ小班、292 林班
ろからちまで､イ､ロ､ニ及びホの各小班､293 林班ろからにまで及びロの各小班､294 林班い､に及びほの
各小班、296 林班い､い 01､ろ及びはの各小班､297 林班い､イ及びロの各小班､303 林班い､イ及びロの各小
班､304 林班､327 林班い､ほ､へ､ち及びりの各小班､328 林班い､はからほまで及びイの各小班､330 林班い
からはまで及びイの各小班､331 林班い､ろ及びイの各小班､333 林班い､ろ及びりの各小班､334 林班いか
らはまでの各小班､335 林班い及びろの各小班の区域を除く。）、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上
士幌町（ただし、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 52 林班は及びイの各小班､53 林班は及びイの各
小班､69 林班い､い 01 及びイの各小班､70 林班いからはまで､い 01､ほからちまで､イ及びロの各小班､71
林班い､ろ及びイの各小班､74 林班い､ろ及びイの各小班､75 林班いからにまで及びイの各小班､76 林班
い､ろ､イ及びロの各小班､77 林班いからとまで､い 01 からい 03 まで及びイからホまでの各小班､78 林班
い､ろ及びイの各小班､79 林班いからにまで､イ及びロの各小班､80 林班いからほまで､い 01､い 02､イ及び
ロの各小班､81 林班い小班､82 林班い､ろ及びイの各小班､83 林班い及びろの各小班､84 林班い及びろの各
小班､85 林班い及びろの各小班､90 林班い小班､91 林班い､ろ及びロの各小班､92 林班いからはまで及びロ
の各小班､93 林班い及びろの各小班､99 林班い小班､107 林班い小班､108 林班い小班､109 林班い小班､111
林班い小班､112 林班い小班､113 林班い小班､115 林班いからはまでの各小班､117 林班い小班､118 林班い
からはまで及びロの各小班､119 林班いからはまで､は 01､ほ及びロの各小班､120 林班いからはまでの各
小班､121 林班い及びろの各小班､122 林班い及びろの各小班､125 林班い小班､128 林班い小班､130 林班い
小班､131 林班いからほまで及びハの各小班､132 林班い及びろの各小班､193 林班い小班､196 林班い及び
イの各小班､198 林班ろ小班､200 林班ろ及びイの各小班､2173 林班いからにまでの各小班､2175 林班いか
らとまで､へ 01 及びイからハまでの各小班､2176 林班いからりまで､イ及びロの各小班､2177 林班ろ､に､
へ､と及びロの各小班の区域を除く。）、河東郡鹿追町（ただし、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署
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2134 林班い及びイの各小班､2135 林班い､イ及びロの各小班､2140 林班い小班､2141 林班い小班､2143 林
班い小班､2144 林班い小班､2149 林班い､イ､ニ及びホの各小班､2151 林班い及びイの各小班､2153 林班い
小班､2154 林班い小班､2155 林班い及びイの各小班､2156 林班い､は及びイの各小班､2157 林班い及びイの
各小班､2165 林班い小班､2170 林班い小班､2171 林班い及びロの各小班､2172 林班い小班､2174 林班いか
らちまで､ち 01､イ及びイ 02 の各小班､2177 林班い､は､ほ及びイの各小班､2178 林班いからにまで及びイ
の各小班の区域、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 2136 林班はからほまで､ほ 01､へ､と､ち 02､ロ､
ニ及びリの各小班､2158 林班いからにまで､ほ 01 からほ 04 まで及びニの各小班､2159 林班い､ろ 01､ろ 03
及びイの各小班､2160 林班に､に 01 及びほの各小班､2161 林班は､に､に 01 からに 03 まで､へ､り､ぬ､ぬ
01 からぬ 03 まで及びハの各小班の区域を除く。）、上川郡新得町（ただし、国有林十勝西部森林管理署
東大雪支署 1014 林班い､い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､に､に 01､に 02､ほ､へ､へ 01 及びイからホまでの各
小班､1015 林班い､ろ､ろ 01 からろ 06 まで､は､は 01 からは 03 まで､に､に 01､ほ､ほ 01､ほ 02､へ､へ 01 か
らへ 03 まで､と､ち､ち 01､り､り 01､イ及びロの各小班､1016 林班る及びる 02 の各小班､1151 林班い､い
01､ろ､ろ 01､は､は 01､は 02､に､に 01 からに 03 まで､イ及びロの各小班､1153 林班い､い 01､ろ､は､ロ及
びハの各小班､1154 林班い､い 01､ろ､は､ロからヘまでの各小班､1158 林班いからはまで､は 01 及びロか
らニまでの各小班､1159 林班い及びトの各小班､1165 林班い小班､1166 林班い小班､1167 林班い､ろ及びほ
の各小班､1168 い及びい 01 の各小班､1169 林班い小班､1171 林班い小班､1183 林班いからはまで､ろ 01､
へ､へ 01､へ 02 及びロの各小班､1184 林班い及びろの各小班､1185 林班い及びろの各小班､1186 林班い及
びろの各小班､1187 林班い､ろ及びイの各小班､1190 林班い及びろの各小班､1191 林班い及びろの各小班､
1192 林班い及びろの各小班､1194 林班い小班､1195 林班い小班､1196 林班い及びろの各小班､1198 林班い
及びい 01 の各小班､1204 林班い小班､1205 林班いからはまで､い 01 からい 03 まで及びイの各小班､1206
林班ろ､は及びは 01 の各小班､1207 林班ろからへまで及びほ 01 の各小班､1208 林班ろからほまでの各小
班､1209 林班いからほまでの各小班､1210 林班いからにまで､は 01 及びロの各小班､1211 林班いからはま
で､ろ 01 及びハの各小班､1212 林班いからにまでの各小班､1213 林班いからにまで及びに 01 の各小班､
1214 林班いからにまでの各小班､1215 林班ろ及びロの各小班､1270 林班い､ろ及びろ 01 の各小班､1271 林
班い小班､1275 林班い小班､1276 い及びろの各小班､1277 林班い､ろ及びイの各小班､1278 林班い､ろ及び
イの各小班､1285 林班いからほまで及びイの各小班､1286 林班いからはまでの各小班､2006 林班いからへ
まで､へ 01､とからぬまで､ぬ 01､る､わからつまで､お及びイの各小班､2007 林班いからるまで､わからた
まで､ね､な､お及びイの各小班､2008 林班い､ろ 01､と､ち､つ及びつ 01 の各小班､2009 林班い､い 01 及び
ろからほまでの各小班､2010 林班い､い 01､は､は 01､れ､そ､ゆ､ゆ 01 及びも 02 の各小班､2011 林班い､ろ､
ろ 01､は､つからうまで､の､く､く 01､や､え､あからみまで､ひ､す及びニの各小班､2012 林班いからとま
で､と 01､ぬ､る､わ､か､れ､つ､ね､らからうまで､のからふまで､こ 01､え､て及びイの各小班､2013 林班い､
は､は 01 及びつの各小班､2051 林班い､い 01､ろ､ろ 01､はからとまで､と 01､と 02､イ及びロの各小班､2051
林班い､い 01､ろ､ろ 01､ろ 02､は､は 01､にからへまで､へ 01､と､と 01 からと 03 まで及びイの各小班､2053
林班い､な､ら､の､ま及びえの各小班､2054 林班い小班､2069 林班ろ､は 01､は 02､に､に 01､に 02､ほ､ほ 01
からほ 05 まで､へ､へ 01 からへ 06 まで､イ及びロの各小班､2077 林班い､い 01､は､に､に 01 からに 03 ま
で､ほからとまで､と 01 からと 08 まで､ち､ち 01 からち 05 まで及びイの各小班の区域を除く。）、上川郡
清水町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 19 林班イ小班､22 林班イ及びイ 01 の各小班、23 林班ト及
びト 01 の各小班、24 林班イ小班、27 林班イ小班、28 林班イ小班、33 林班イ小班、34 林班い､ろ及びイ
の各小班、35 林班い及びロの各小班、36 林班い及びイの各小班、37 林班ロ小班の区域を除く。）、河西
郡芽室町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 248 林班い､い 01､わ､か､や､え及びイからトまでの各小
班､254 林班い及びロからへまでの各小班､256 林班い及びロの各小班､257 林班い､ろ 01 及びイの各小班､
258 林班い､ろ及びイの各小班､259 林班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､260 林班い小班､262 林班い､い 01 か
らい 03 まで､ろ､ろ 01､は､は 01 からは 03 まで､イからルまで､ワからヨまで及びオの各小班､263 林班､265
林班､266 林班い､い 01､と､ハ及びニの各小班､267 林班い小班､271 林班い､ろ､た､た 01､れ､そ､ねからら
まで､イ及びハからへまでの各小班､272 林班い､わ､イ及びニの各小班､273 林班い､い 01､た､れ､イ､ニ及
びホの各小班､277 林班い及びイからニまでの各小班､278 林班い及びイの各小班の区域を除く。）、河西郡
中札内村（ただし、国有林十勝西部森林管理署 352 林班は及びにの各小班､353 林班ほ小班､355 林班いか
らはまで及びは 01 の各小班､356 林班い､ろ及びろ 01 の各小班､357 林班い及びい 01 の各小班､358 林班
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ろ､は､イ及びロの各小班､359 林班ろからにまでの各小班､360 林班い､イ及びロの各小班､361 林班い及び
イからハまでの各小班､362 林班､363 林班い､い 01 及びイの各小班､364 林班い､い 01 及びイからハまで
の各小班､365 林班い､い 01､イからハまで及びホの各小班､366 林班い､い 01､イ及びロの各小班､368 林班
い､い 01 及びイからハまでの各小班､369 林班い､ろ及びイまでの各小班､370 林班い 01 小班､371 林班ろ
及びはの各小班､372 林班い小班、373 林班い及びニの各小班の区域を除く。）、河西郡更別村、広尾郡大
樹町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 2017 林班､2018 林班､2019 林班い小班､2020 林班い小班､2021
林班い小班､2022 林班い及びい 01 の各小班､2023 林班､2024 林班い小班､2025 林班い小班､2026 林班い小
班､2027 林班い小班､2028 林班､2029 林班､2030 林班い､ろ及びとの各小班、2040 林班い 01 小班、2042 か
ら 2044 までの各林班､2065 林班､2066 林班､2067 林班い小班､2068 林班い小班､2069 林班い小班､2070 林
班い小班､2071 林班､2072 林班い小班、2073 林班い及びい 01 の各小班､2099 林班い及びい 01 の各小班、
2100 林班い､い 01 及びい 02 の各小班､2101 林班い小班､2102 林班い､い 01､い 02 及びろの各小班､2103
林班､2104 林班､2105 林班い小班､2106 林班い小班の区域を除く。）、広尾郡広尾町（ただし、国有林十勝
西部森林管理署 1005 林班い及びほの各小班､1006 林班い､い 01､ろ､は及びは 01 の各小班､1007 林班いか
らはまでの各小班､1008 林班いからほまでの各小班､1012 林班い小班､1013 林班い小班､1015 林班い､は､
は 01､に及びほの各小班､1016 林班い､ろ､ろ 01､り､ぬ､ぬ 01､る及びおの各小班､1017 林班いからへまで､
ろ 01､に 01 及びイの各小班､1018 林班いからはまで､い 01､ろ 01 及びイの各小班､1019 林班い､い 01､い
02 及びろからにまでの各小班､1020 林班い､い 01 及びろの各小班､1021 林班い､い 01､い 02､ろ､ろ 01 及
びへの各小班､1022 林班いからはまでの各小班､1023 林班いからはまで及びイの各小班､1059 林班い､ろ､
ろ 01 及びイの各小班､1060 林班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､1061 林班いからは､は 01 及びイの各小班､
1074 林班い､ろ及びイの各小班､1075 林班い､ろ及びイの各小班､1076 林班い及びほの各小班､1082 林班い
からはまで及びイの各小班､1083 林班いからにまで及びイの各小班､1084 林班いからにまで及びイの各
小班､1085 林班い､ろ､に及びに 01 の各小班､1088 林班い､い 01､ろ及びイの各小班､1089 林班い､い 01､ろ
及びイの各小班､1090 林班い､ろ､ろ 01､はからへまで及びイの各小班､1091 林班い小班､1094 林班い小班､
1097 林班いからはまで及びイの各小班､1098 林班いからほまで､い 01､に 01 及びイの各小班､1103 林班い
小班、1104 林班い小班の区域を除く。）、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、
足寄郡足寄町（ただし、国有林十勝東部森林管理署 318 林班ま及びけの各小班､319 林班い､りからるま
で､る 01､わ､わ 01､か､れ､そ､つ､つ 01､お､お 01 からお 03 まで及びイの各小班､320 林班､321 林班い 01､
ろ､は､は 01､る､か､よ､た 01､れ 01､お､イ 01､ロ 01 及びハの各小班､322 林班とからりまで､ぬ 01 及びイ
の各小班､323 林班い､に､ほ及びイからハの各小班､324 林班いからにまで､と 01､ち､ぬ､ぬ 01 及びイの各
小班､325 林班い､は､に､ほ 01､へ 01､イ及びロの各小班､326 林班ろ 02 小班､327 林班い､にからとまで､り､
ぬ 01､ぬ 03､お及びイの各小班､329 林班い､い 01､は､に､へ及びとの各小班､339 小班へ及びとの各小班､
340 林班い､い 01､は､に､に 01 及びほの各小班､343 林班ち 02 小班､355 林班り､ぬ､る､わ 02､か､た及びれ
の各小班､356 林班い､は､に､へからぬまで､イ及びロの各小班､357 林班は 05､に､ほ及びとの各小班､358
林班い及びはからへまでの各小班､359 林班い､は 01､ほ 01､へからち及びるの各小班､360 林班いからほま
で及びとの各小班､361 林班い及びほの各小班､362 林班いからに､へ､ぬ 01､わ及びかの各小班､366 林班
い､ろ､ほからり､り 01､ぬ､る､る 01､か､イ､イ 01､ロ及びロ 01 の各小班､367 林班い小班､368 林班は 02 小
班､369 林班り小班､370 林班ろ､ぬ､ぬ 01､お及びお 01 の各小班の区域を除く。）、足寄郡陸別町、十勝郡
浦幌町、厚岸郡浜中町、川上郡弟子屈町、根室市（ただし、国有林根釧東部森林管理署 1003 林班ろ､ち
01､りからるまで､わからたまで､お､イ､ハ､ヘ､ト､チ 02 及びルの各小班､1004 林班い及びトの各小班､
1005 林班い､い 01､イ､ロ 01 及びヘの各小班､1006 林班い 01､へ及びルの各小班､1007 林班ろ､は､ロ１及
びニの各小班､1008 林班ロ１小班､1010 林班ロ小班､1013 林班いからるまで､わからねまで､お､お１､お
２､イ､ロ､ニ及びホの各小班､1014 林班な 01 小班､1015 林班る､わ､か 01､ね､な及びおの各小班､1017 林班
いからるまで､わ､か､か 0１､よ､お､イ､ロ及びニの各小班､1018 林班お､イ及びロの各小班､1019 林班ほ､
ぬ､る､お､ロ及びホの各小班､1025 林班の区域を除く。）、野付郡別海町、標津郡中標津町（ただし、国有
林根釧東部森林管理署 448 林班いからはまで､は 01､にからへまで､へ 01､と､ち､ち 01､りからるまで､わ
からうまで､の及びおの各小班､449 林班よ 01､よ 02 及びよ 04 の各小班､454 林班いからほまで､ほ 01､へ､
と､ぬ､る､わ､か､たからつまで､ら､む､う､のからくまで及びハの各小班の区域を除く。）、標津郡標津町
（ただし、国有林根釧東部森林管理署 40 林班は､は 01 及びほからりまでの各小班､44 林班り､ぬ､かから

16

れまで､つ 01､つ 02､ね､ね 01､ね 02 及びなの各小班､45 林班ほ､と､り､る､わ､よからそまで､ら､む､む 01､
う､の及びの 01 の各小班､46 林班た 03 小班､47 林班いからはまで､ほ､へ､へ 01､と､イ及びハの各小班､48
林班い及びイからハまでの各小班､52 林班い及びイの各小班､55 林班い及びイからハまでの各小班､61 林
班い､イ及びロの各小班､62 林班い､イ及びロの各小班､77 林班い及びロの各小班､83 林班い､イ及びロの
各小班､88 林班い､ろ､イ及びロの各小班､93 林班い､イ及びロの各小班の区域を除く。）、目梨郡羅臼町（た
だし、国有林根釧東部森林管理署 111 林班､113 林班､120 林班､126 林班い及びイからホまでの各小班､204
林班､205 林班は､り､ぬ及びニの各小班､206 林班い､ぬ及びロの各小班､207 林班い 01､い 02､ろ､ハ､ハ 01
及びニの各小班､208 林班いからはまで､れからねまで､な 01､お 01 及びイの各小班､209 林班いからへま
で､へ 01､とからりまで､る､わからねまで､ね 01､な､ら､く､や 01 からや 03 まで､え 01 及びイの各小班 210
林班い､ろ 01､に､イ 02 及びロからヘまでの各小班､213 林班い小班､214 林班い及びロの各小班､216 林班
ろ小班､217 林班い及びろの各小班､221 林班い小班､222 林班い及びろの各小班､224 林班いからにまでの
各小班､225 林班い小班の区域、タチニウス川右岸河口と汀線との交点を起点とし､同点から同川右岸を
上流に進み国有林根釧東部森林管理署 228 林班と 229 林班の林班界に至り､同点から 228 林班と 229 林班
の林班界を東に進み国有林界に至り､同国有林界を北､北西に順次進み国道 334 号との交点に至り､同国
道沿いに南東に進み道道知床公園羅臼線との交点に至り､この点から見通し線を南東に進み汀線との交
点に至り､同点から汀線を南に進み起点に至る線で囲まれた区域（ただし､同町礼文町に所在する民有林
17 林班 2 から 8 まで､11 から 13 まで､16､19 から 28 まで､30 から 35 までの各小班並びに同 17 林班 2､3､
5､6､7､19､20､22 及び 27 の各小班に囲まれた町営スキー場の区域を除く。）を除く。）
別表 3

1/1～1/31

捕獲禁止区域（根室市温根沼地区）

根室市のうち国有林根釧東部森林管理署 1003 林班ち 01､わ､お､ハ､ト及びチ 02 の各小班の区域
別表 4

10/1～10/22、1/3～1/14、2/1～2/10

捕獲禁止区域、2/11～2/28

期間延長

（斜里町中断期間）
斜里郡斜里町のうちオショコマナイ川左岸河口と汀線との交点を起点とし､同点からオショコマナイ川
左岸を上流に進み国有林網走南部森林管理署 1308 林班と 1307 林班の林班界に至り､同林班界を東に進み
1308 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小林班界を南､西､南西､東､南､西に順次進み 1305 林班は小
班とに小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1305 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界
を南西に進み 1302 林班と 1305 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1303 林班と 1305 林班の林班界
に至り､同林班界を南に進み 1303 林班い小班とた小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班ろ
小班とれ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班か小班とそ小班の小班界に至り､同小班界
を南に進み 1233 林班に小班とね小班の小班界に至り､同小班界を南､西に順次進み 1233 林班と 1234 林班
の林班界に至り､同林班界を東に進み 1234 林班と小班とむ小班の小班界に至り､同小班界を南東､南､東､
南東に順次進み 1234 林班と小班とち小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1234 林班と小班とう小
班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1235 林班い小班とへ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進
み 1235 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1235 林班い小班とへ小班の小班界に
至り､同小班界を南西に進み 1232 林班と 1235 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1232 林班は小
班とろ小班の小班界に至り､同小班界を西､南東､西､南西､西､北､南西､北西､北に順次進み 1231 林班と
1232 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み､1227 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林班界を南東､
南､南東に順次進み 1227 林班と 1228 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1228 林班い小班とろ小班
の小班界に至り､同小班界を南､東､南､北西､南西､北西､北東に順次進み 1225 林班と 1228 林班の林班界に
至り､同林班界を西に進み 1220 林班と 1225 林班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1220 林班と 1223
林班の林班界に至り､同林班界を北西に進み 1220 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西､
南東､南西に順次進みオチカバケ川右岸との交点に至り､同点からオチカバケ川右岸を下流に進み､汀線
との交点に至り､同点から汀線に沿って東に進み基点に至る線で囲まれた区域（ただし､国指定知床鳥獣
保護区の区域を除く。）
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別表 5

2/1～3/31

期間延長

夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、空知郡南
幌町、空知郡奈井江町、空知郡上砂川町、夕張郡由仁町、夕張郡長沼町、夕張郡栗山町、樺戸郡月形町、
樺戸郡浦臼町、樺戸郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡秩父別町、雨竜郡雨竜町、雨竜郡北竜町、
雨竜郡沼田町、札幌市（ただし、国有林石狩森林管理署 2032 林班は､に及びイの各小班､2033 林班ろ及
びイの各小班､2056 林班は及びイの各小班､2057 林班は及びイの各小班､2058 林班いからにまで及びイの
各小班､2059 林班いからにまで及びイの各小班､2060 林班いからはまでの各小班､2061 林班いからにま
で､イ､ロ 01 及びロ 02 の各小班､2062 林班いからにまで､イ 01､イ 02､ロ及びハの各小班､2063 林班いから
にまで及びイからニまでの各小班､2064 林班いからにまでの各小班､2068 林班いからにまでの各小班､
2069 林班いからへまでの各小班､2070 林班いからにまで､ほ 01 及びほ 02 の各小班､2071 林班いからはま
で､ロ 01､ロ 02 及びハの各小班､2102 林班いからるまで及びイからニまでの各小班､2103 林班いからちま
で､イ及びロの各小班､2104 林班いからへまで､り及びロからニまでの各小班､2105 林班いからるまで､ん
及びイからホまでの各小班､2106 林班いからるまで及びイからハまで及びホからトまでの各小班､2107
林班い､ろ､は 01､は 02､に､ほ及びイからハまでの各小班､2108 林班い､ろ､は 01､は 02､にからとまで､イ
及びロの各小班､2110 林班ろからにまで､へ及びとの各小班､2111 林班ろ､は及びへの各小班､2112 林班ろ
からにまで､へ及びとの各小班､2113 林班いからへまでの各小班､2114 林班いからほまでの各小班､2115
林班い及びろの各小班､2124 林班いからるまで､ん及びイの各小班､2125 林班いからとまで及びイの各小
班､2126 林班いからほまで及びイの各小班､2127 林班いからへまで及びイの各小班､2129 林班ろ､に､ほ､
り､ぬ及びイ 02 の各小班､2131 林班いからほまで及びイの各小班､2132 林班いからちまで及びイの各小
班､2137 林班ろ､は及びイ 02 の各小班､2138 林班ろ及びイ 02 の各小班､2143 林班いからほまでの各小班､
2144 林班いからへまで､と 01 からと 05 まで及びち 01 からち 05 までの各小班､2145 林班い､は､に 01､に
02 及びへの各小班､2146 林班い､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､2147 林班い及びろの各小班､2148 林班い 01､
い 02､ろからにまで及びイの各小班､2149 林班い 01､ろ及びイの各小班､2155 林班は 01､に 01 及びイの各
小班､2156 林班ろ 01､は､に 01 及びイの各小班､2181 林班ろ 01､は 01､は 02､イ 02､ロ及びニの各小班､2182
林班い 01､ろ 01､ろ 02､は 01､に及びイの各小班､2183 林班い 01､ろ 01､ろ 02､は 01､に､イ 01 及びイ 02 の
各小班､2184 林班い 01､ろ 01､は､に 01､ほ 01､イ 01 及びイ 02 の各林班､2197 林班い 02､ろ 01､は､ほ 01
及びイの各小班､2200 林班ろ 01､は､に 01 及びイの各小班､2201 林班は及びイの各小班､2202 林班は 01
及びイ 01 の各小班の区域を除く。）、江別市、千歳市、恵庭市（ただし、国有林石狩森林管理署 5044 林
班は 01､ロ及びハの各小班､5054 林班は 01､は 02 及びロの各小班､5097 林班い 03､ろ 01､ろ 02 及びイの各
小班､5098 林班い 03､い 04､ろ 01､ろ 02､イ 01 及びイ 02 の各小班､5099 林班い 04､ろ 01､イ 01 及びイ 02
の各小班､5100 林班い 04､ろ 01 及びイの各小班の区域を除く。）、北広島市、石狩市、石狩郡当別町、石
狩郡新篠津村、小樽市、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、寿都郡黒松内村、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ
町、虻田郡真狩村、虻田郡留寿都村、虻田郡喜茂別町（ただし、国有林後志森林管理署 160 林班は､イ
及びロの各小班､161 林班イ小班､162 林班は､に､イ及びロの各小班､163 林班ろ､は及びイの各小班､164
林班に小班､169 林班ほ小班､170 林班い､ろ及びイの各小班､171 林班は小班､172 林班､い､ろ及びにからへ
までの各小班､173 林班いからにまで及びへからちまでの各小班､174 林班ろからりまで､ぬ 01､わ､よ及び
たの各小班､175 林班いからぬまでの各小班､176 林班ろからるまで､わ､か 01､よ､た､そ及びつの各小班､
177 林班ろ 01､ろ 02､はからちまで､り 01､り 03､ぬ､る､わからよまで及びイの各小班､178 林班ろからへま
で､ち 01､ち 02､り及びイの各小班､179 林班に､ほ 01､ほ 02､へからぬまで､る 01､る 02､わからよまで､イ､
ハ､ホ及びルの各小班､180 林班い 01 及びろ 02 の各小班､181 林班へからるまで､わ 01､わ 02､た 01､れか
らつまで､ヘ､チ､リ及びカの各小班､182 林班ほ及びち 02 の各小班､183 林班いからほまで､へ 01､へ 02､
と及びちの各小班､184 林班いからりまで及びイの各小班､185 林班いからにまで､に 02､ほ及びイの各小
班､186 林班は及びイの各小班の区域を除く。）、虻田郡京極町（ただし、国有林後志森林管理署 157 林班
い及びイの各小班､158 林班い及びイの各小班の区域を除く。）、虻田郡倶知安町、岩内郡共和町、岩内郡
岩内町、古宇郡泊村、古宇郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、余市郡余市町、
余市郡赤井川村、室蘭市、苫小牧市（ただし、国有林胆振東部森林管理署 3183 林班ち小班を除く。）、登
別市、伊達市（ただし、国有林後志森林管理署 213 林班わ及びロの各小班､214 林班へ､と､りからるまで
及びロの各小班､215 林班いからへまでの各小班､216 林班と､ぬ 01､ぬ 02 及びるの各小班､217 林班り及び
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ぬの各小班､218 林班い､ろ及びイの各小班､219 林班は､に､へ 01､へ 02､と及びイの各小班､220 林班ぬ及
びイの各小班､229 林班ろ､イ及びロの各小班､230 林班い､イ及びロの各小班､231 林班ほ小班､238 林班ほ
小班､239 林班い及びイの各小班､243 林班ほ及びイの各小班､248 林班に及びイの各小班､249 林班､250 林
班い､に及びイの各小班､254 林班と小班､255 林班い､ろ及びイの各小班､256 林班い､ろ及びイの各小班､
257 林班い及びイの各小班､258 林班い､ろ及びイの各小班の区域を除く。）、虻田郡豊浦町、有珠郡壮瞥町、
白老郡白老町、勇払郡厚真町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡安平町、浦河郡浦河町（ただし、国有林日高南
部森林管理署 3014 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､3015 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ 05
までの各小班､3016 林班い及びろ 01 からろ 09 までの各小班､3023 林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､
3024 林班いからはまでの各小班､3025 林班いからはまでの各小班､3026 林班い及びろの各小班､3027 林班
ろ 01、は 01 及びは 02 の各小班、3090 林班い 01 から 04 までの各小班､3091 林班い 01 及びい 02 の各小
班､3092 林班い 01 及びい 02 の各小班､3093 林班い 01 からい 04 までの各小班､3094 林班い 03 及びろ 01
からろ 03 までの各小班､3095 林班ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､3102 林班い 06 からい 09 まで及
びろの各小班､3110 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､3111 林班い 03 及びろの各小
班､3112 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､3113 林班い及びろ 01 からろ 04 までの各小班､3114 林
班い 03 及びろ 02 の各小班の区域を除く。）、様似郡様似町、幌泉郡えりも町（ただし、道有林日高管理
区 158 林班､159 林班及び 160 林班から 162 林班の区域を除く。）、日高郡新ひだか町（ただし、国有林日
高南部森林管理署 30 林班ろ小班､31 林班い 03 及びろの各小班､32 林班ろからにまで及びイの各小班､33
林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで､イからハまで､ニ 01 及びニ 02 の各小班､40 林班は 01 及びは 02 の
各小班､41 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､42 林班い､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､43 林班い､
ろ 01､ろ 02､イ及びロの各小班､44 林班い 01､い 02 及びろ 01 からろ 03 までの各小班､45 林班い 01 から
い 03 まで及びろの各小班､46 林班､47 林班､48 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01､ろ 02､は､に 01 及びに 02
の各小班､49 林班い 01､い 02､ろ 01 及びろ 02 までの各小班､50 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01 及びろ 02
の各小班､51 林班い 01 からい 04 まで及びろ 01 からろ 04 までの各小班､52 林班､53 林班い 01 からい 04
まで､ろ 01 からろ 04 まで､ハ及びニの各小班､54 林班い 01､い 02､ろ 0１からろ 03 まで及びはの各小班､
55 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､56 林班い 01､ろ 01､ろ 02､ハ及びニの各小班､57
林班い 06､い 07､ろ 01 からろ 06 まで､ハ 02 及びホ 02 の各小班､58 林班い 04 小班､59 林班ろ小班､60 林
班い 01､ろ 01 からろ 03 まで､ろ 06､ろ 08､イ及びロ 01 の各小班､61 林班ろ 01､02 及びイの各小班､62 林
班は小班､63 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､64 林班い及びろ 01 からろ 03 までの各小班､65 林班い
01､い 02､ろ 01､ろ 02 及びはの各小班､66 林班い 01､い 02 及びろの各小班､67 林班い及びろの各小班､68
林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は及びイの各小班､69 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイの各小班､77 林班
い 01､い 02､ろ､は､イ及びロの各小班､78 林班いからはまで及びイの各小班､79 林班い､ろ､イ及びロの各
小班､80 林班い､ろ 01､ろ 02､イ及びロの各小班､81 林班い､ろ 01､ろ 02､は及びイの各小班､82 林班い小班､
83 林班い 01 からい 03 まで､ろ､は 01 及びは 02 の各小班､89 林班ろ小班､127 林班いからにまでの各小班､
128 林班い 01 からい 03 まで､ろ 01 からろ 03 まで及びはの各小班､132 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､133
林班い 02､ろ 01､ろ 02､に 01 からに 03 まで､イ 01 及びイ 02 の各小班､134 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ
03 まで､イ及びロの各小班､135 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 04 まで及びイの各小班､137 林班い 01､い
02､ろからちまで及びイの各小班､145 林班い 01 小班､146 林班い小班､147 林班い及びろの各小班､148 林
班い及びろの各小班､149 林班い及びろの各小班､150 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､156 林班ろ 01
及びろ 02 の各小班､157 林班い及びろの各小班､158 林班い､ろ 01 及びろ 02 の各小班､159 林班は小班､161
林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､162 林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､163 林班ろ 01､ろ 02 及びはの各小
班､164 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､165 林班ろ 01 及びろ 02 の各小班､166 林班ろ 01 及びろ 02 の各小
班､167 林班ろ 01 からろ 03 までの各小班､168 林班ろ 01 からろ 03 まで､ロ及びハの各小班､169 林班ろ小
班､170 林班い､ろ 01 からろ 03 まで及びイからハまでの各小班､171 林班い 01､い 03､ろ､は 01､は 02 及び
ロの各小班､172 林班い 01､い 02､い 04､ろ 01 からろ 04 まで及びイからチまでの各小班､173 林班い､ろ 01
からろ 04 まで及びハからホまでの各小班､174 林班い､ろ 01 からろ 04 まで及びニの各小班､175 林班い
01､い 02､ろ 01 からろ 05 まで､ハ及びニの各小班､176 林班い及びろの各小班､177 林班い 01､い 02､ろ､は
及びイからハまでの各小班､179 林班い 04､ろ 01 からろ 04 の各小班､180 林班い 04 及びろの各小班､181
林班い､ろ 01､ろ 02､は及びイ小班､182 林班､183 林班い､ろ及びハの各小班､184 林班い､ろ､ハ及びニの各
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小班､185 林班い､ろ及びハの各小班､186 林班い及びろの各小班､187 林班ろ 01 からろ 04 まで､は及びイ
からハまでの各小班､188 林班ろ 01 からろ 03 まで､ほ､イ及びロの各小班､189 林班い 01､ろ 01 及びろ 02
の各小班､190 林班ろ 01､ろ 02､は 01 及びイの各小班､191 林班ろ 01､ろ 02､ち 01 及びイの各小班､196 林
班い 02､い 03､ろ 01､ろ 02 及びイの各小班､197 林班い､ろ及びハの各小班､198 林班い及びろの各小班､199
林班､201 林班ろ 01 からろ 03 まで､は 01､は 02 及びちの各小班､202 林班い､ろ 01､ろ 02､は及びロの各小
班､203 林班い及びろの各小班､204 林班い及びろの各小班､206 林班い､は及びにの各小班､207 林班い 01､
い 02､ろ 01､ろ 04､及びハの各小班､208 林班い 02 小班､209 林班い 01 及びろ 03 の各小班､215 林班い 04､
い 05､ろ 01 からろ 03 まで､と及びハ 02 の各小班､216 林班い 03､ろ 01 及びろ 02 の各小班､217 林班ろ 01
からろ 04 までの各小班の区域を除く。）、函館市、北斗市、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内
町、上磯郡木古内町、亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、檜
山郡江差町、檜山郡上ノ国町、檜山郡厚沢部町、爾志郡乙部町、瀬棚郡今金町、久遠郡せたな町（ただ
し、国有林渡島森林管理署 5006 林班い小班､5007 林班い及びろの各小班､5008 林班い､ろ及びイの各小班､
5009 林班い及びろの各小班､5010 林班い､ろ及びイの各小班､5011 林班い及びイの各小班､5012 林班い及
びイの各小班､5013 林班い及びろの各小班､5014 林班い小班､5015 林班い小班､5016 林班い及びろの各小
班､5017 林班い及びろの各小班､5018 林班い小班､5019 林班い及びイの各小班､5020 林班い及びイの各小
班､5021 林班い及びイの各小班､5022 林班い及びイの各小班､5023 林班イ小班､5024 林班い及びイの各小
班､5025 林班い及びイの各小班､5026 林班い小班､5027 林班い小班､5028 林班い小班､5029 林班い及びイ
の各小班､5030 林班い及びイの各小班､5031 林班い小班､5032 林班い小班､5033 林班い及びろの各小班､
5034 林班い及びろの各小班､5035 林班い小班､5036 林班い小班､5037 林班い小班､5038 林班い小班､5039
林班い及びろの各小班､5040 林班い及びろの各小班､5041 林班い及びろの各小班､5042 林班い及びろの各
小班､5043 林班い及びろの各小班､5044 林班い及びろの各小班の区域を除く。）、旭川市、士別市、名寄市、
富良野市（ただし、国有林上川南部森林管理署 403 林班いからほまで及びイからニまでの各小班､404 林
班ろ､は及びニの各小班､407 林班ろ小班､408 林班ろ小班､409 林班ろからにまで及びロの各小班､410 林班
いからぬまで､か､イ､ロ及びホの各小班､411 林班い､ろ及びハの各小班､412 林班い､ろ及びハの各小班､
413 林班い､ろ及びハの各小班､414 林班いからはまで及びハの各小班の区域を除く。）、上川郡鷹栖町、上
川郡東神楽町、上川郡当麻町、上川郡比布町、上川郡愛別町、上川郡上川町（ただし、国有林上川中部
森林管理署 2164 林班い､ろ及びイの各小班､2165 林班ろ､イ及びリの各小班､2166 林班い､ロ及びトの各小
班､2170 林班と小班､2171 林班いからはまでの各小班､2173 林班ろ小班､2175 林班いからほまでの各小班､
2181 林班い及びにの各小班､2182 林班いからにまでの各小班､2183 林班り及びわの各小班､2192 林班いか
らはまでの各小班､2279 林班い､は及びにの各小班､2283 林班いからはまで及びイの各小班､2284 林班い
からへまで､そ及びロの各小班､2285 林班いからるまで､わからうまで､の､お､ふからしまで､ひからんま
で､い 01､ろ 01､は 01､に 01､ほ 01､へ 01､と 01､ち 01､り 01 及びロからヘまでの各小班､2296 林班いから
るまで､お及びイの各小班､2297 林班いからりまで及びイの各小班､2298 林班いからるまでの各小班､
2300 林班いからとまで､イ及びロの各小班､2301 林班い､はからとまで及びイの各小班､2302 林班へ小班､
2303 林班ろからにまでの各小班､2304 林班はからヘまでの各小班､2305 林班ろ､は及びとの各小班､2306
林班いからはまでの各小班､2307 林班い､ろ及びハの各小班､2308 林班い､ろ､と及びロの各小班､2310 林
班く小班､2311 林班いからりまで及びロからニまでの各小班､2312 林班いからへまでの各小班､2313 林班
お及びハからホまでの各小班､2314 林班いからるまで､わ､お､ニ､ホ､ホ 01､へ､チ､ヌ､ル､ワからツまで､
タ 01 及びオの各小班､2315 林班いからるまで､わからよまで及びイからニまでの各小班､2317 林班い小
班､2318 林班いからとの各小班､2322 林班いからりまで及びロの各小班､2323 林班い､ろ､ロ及びハの各小
班､2324 林班い及びイの各小班､2325 林班い及びイの各小班､2326 林班いからとまで､ロ及びハの各小班､
2327 林班いからはまで､ぬ及びイの各小班､2337 林班いからはまでの各小班､2338 林班い及びろの各小
班､2339 林班い､ろ及びラの各小班､2340 林班ろ､へ､ロ､ハ､ソ及びユの各小班の区域を除く。）、上川郡東
川町（ただし、国有林上川中部森林管理署 316 林班ハからホの各小班､317 林班イ及びロの各小班､319
林班い､ろ､に､ほ､イからホまで､ト及びチまでの各小班､322 林班いからはまで､イ､ロ及びニの各小班､
323 林班い及びろの各小班､324 林班い及びろの各小班､325 林班い及びろの各小班､326 林班は小班､327
から 329 までの各林班の区域を除く。）、上川郡美瑛町（ただし、国有林上川中部森林管理署 331 林班､333
林班､334 林班､336 林班ろ及びはの各小班､337 林班いからにまでの各小班､338 林班いからはの各小班､
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339 林班い及びろの各小班､340 林班い及びろの各小班､341 林班いからはまでの各小班､342 林班いからに
までの各小班､343 林班いからにまでの各小班､344 から 349 までの各林班､350 林班い及びろの各小班､
1031 林班い小班､1032 林班い小班､1033 林班いからぬまでの各小班､1034 林班い小班､1035 林班い小班､
1037 林班い小班､1038 林班い及びろの各小班､1050 林班い小班､1052 林班い小班､1053 林班い､ろ及びほ
の各小班､1063 林班いからはまでの各小班､1064 林班いからはまでの各小班､1065 林班い及びろの各小
班､1066 林班い及びろの各小班､1067 林班い及びろの各小班､1068 林班い及びかの各小班､1069 林班わ及
びかの各小班､1075 林班ニからトまで､ワ､カ､ソ､ラ､オ及びアの各小班の区域を除く。）、空知郡上富良野
町（ただし、国有林上川南部森林管理署 415 林班い及びロの各小班､416 林班いからはまで及びイの各小
班､417 林班い､ろ及びロの各小班､418 林班い及びろの各小班､419 林班い及びろの各小班､420 林班い及び
ろの各小班､421 林班いからとまで､わ､か､た､の､ロ､ヌ 01､ル､ワ､ワ 01､タからソまで､オ､ク､ヒ及びスの
各小班､422 林班い､ろ及びほの各小班､425 林班いからへまで､イ､ハからホまで及びトの各小班､426 林班
いからちまで､イからホまで､トからルまで及びワからレまでの各小班､431 林班ろからぬまで､か､そ､
の､お､イ及びロの各小班､432 林班いからにまで､とからりまで､イ､ロ､ニ､ヘ､ヌ､ル､ワ､クからマの各小
班､433 林班い､に､イからハまで及びホからリまでの各小班､434 林班い及びロの各小班の区域を除く。）、
空知郡中富良野町、空知郡南富良野町（ただし、国有林上川南部森林管理署 30 から 35 までの各林班､39
林班は小班､40 林班い､ろ及びイの各小班､41 林班い小班､42 林班ほ及びわの各小班､43 林班い､ろ及びイ
の各小班､44 林班ろ､は､ほ､へ及びイの各小班､45 林班､46 林班に及びほの各小班､47 林班いからりまで及
びイの各小班､48 林班いからへまでの各小班､49 林班い､と及びロの各小班､50 林班い､ろ及びホの各小
班､51 林班いからぬまで､ぬ 01 及びイからハまでの各小班､52 林班いからちまで､イ及びロの各小班､53
林班いからるまで､わからたまで､イからトまでの各小班､144 林班いからはまでの各小班､146 林班い及
びろの各小班､148 林班いからりまで､る､わからたまで､お､イ及びハからへまでの各小班の区域を除
く。）、勇払郡占冠村のうち字占冠原野 228-1、228-2、228-3、228-4、228-5、228-6、228-7、229-1 及び
229-2、字占冠 240-2、240-6、241-2、249-1、249-2、249-3、250-1、250-6、250-10 及び 2691-2、字ト
マム原野 1509、字トマム 587、1421 及び 1422、字シムカプ原野 38-2、38-10、38-11、38-12、38-13、
38-14、38-34、38-35、38-36、38-37、39-3、39-6、39-15、39-16、39-17、39-22、39-32、39-39、39-77、
39-85、40-1、40-2、40-4、40-5、40-13、40-19、40-22、40-23、40-28、40-47、41-1、41-3、46-169、
47-35、47-156、48-3、48-24、48-25、48-26、51-1、51-5、51-6、51-7、51-11、51-16、51-39、60-25、
60-26、60-27、60-28、60-29、61-2、61-4、61-13、61-14、71-1、71-4、71-5、71-14、76-1、76-2、76-5、
76-6、76-7、76-10、76-12、76-13、76-15、114-11、131-1、131-3、131-4、131-6、132、133、135-5、
138-1、138-2、138-5、138-6、1019-1、1019-3、1019-4、1019-5、1021-14、2715-1、2715-2、2715-8、
2715-9、2716-1、2716-6、2716-7、2716-8、2717-1、2717-4、2739、2740、3025 及び 3110-1、字シムカ
プ 490-2 及び 490-7、字クテクウンナイ原野 1010-1、1010-3、1011-1、1011-2、1011-3、1083-1、1084-1、
1084-2、1084-9、1275-1、1277-1、1320-1、1320-2、1320-3、1320-4、1320-6、1321-1、1321-2、1321-3、
1321-4、1321-5、1322、1672、1673、1674、1677 及び 1692、字クテクウンナイ 1341-1、1341-2、1343-1、
1343-2、1344、2294、2295、2323-1、2323-2、2324、2329-2、2329-4、2329-5、字アリサラップ 2082-1、
2082-2、2082-3、2082-4、2083-1、2083-2、2083-3、2084-1、2084-3、2084-4、2084-5、2084-6、2084-7、
2084-10、2084-12、2084-13、2085、2086、2087-1、2087-2、2087-3、2087-4、2088-1、2088-4、2088-5、
2089-1、2089-4、2089-5、2089-6、2090-1、2090-2、2090-3、2090-4、2090-5、2090-6、2091-1、2091-3、
2091-4、2091-5、2091-6、2091-7、2091-8、2091-9、2091-10、2091-17、2092-1、2092-2、2093、2105-2、
2111-1、2111-2 及び 2830、占冠村 97-18、上川郡和寒町、上川郡剣淵町、上川郡下川町、中川郡美深町、
中川郡音威子府村、中川郡中川町、雨竜郡幌加内町、留萌市、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫
前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天塩郡天塩町、稚内市、宗谷郡猿払村、枝幸郡
浜頓別町、枝幸郡中頓別町、枝幸郡枝幸町、天塩郡豊富町、天塩郡幌延町、釧路市、釧路郡釧路町、厚
岸郡厚岸町（ただし、国有林根釧西部森林管理署 205 林班ニ 02 小班､206 林班ハ 01 小班､207 林班ヘ 01
小班､208 林班ヘ小班､214 林班ニ 02 小班､215 林班ハ 01 小班､216 林班ホ小班､217 林班ロ小班､218 林班ロ
01 小班､219 林班ロ 01 小班､220 林班ハ及びニの各小班､221 林班ホ小班､223 林班ロ及びハの各小班､224
林班ホ 01 小班､311 林班ロ 01 小班､312 林班ロ 01 及びニの各小班の区域を除く。）、川上郡標茶町（ただ
し、国有林根釧西部森林管理署 3403 林班わ､よ､た､な､の､き､めからしまで､ひ､ひ 01 及びひ 02 の各小班､
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3408 林班いからりまで､り 01､ぬ､ぬ 01､ぬ 02､る､わからそまで､そ 01､つからむまで､お､イ､ロ及びトの
各小班､3409 林班ろ､は､に 01､た､れ､れ 01､そ､つ､つ 01､ね､な 01､お､イ及びロの各小班､3410 林班と 02
及びぬ 01 の各小班の区域を除く。）、川上郡弟子屈町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町
別表 6

2/1～2/28

期間延長

勇払郡むかわ町、沙流郡日高町（ただし、国有林日高北部森林管理署 46 林班い 01､い 02､ろ及びはの各
小班､47 林班いからにまで及びイの各小班､48 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､49 林班い 01 からい 03
まで､ろ及びはの各小班､50 林班いからちまで、ニ及びヘの各小班､64 林班い 01 からい 03 まで､ろからね
まで及びイからニの各小班､65 林班い 01 からい 03 まで､ろからるまで､わからむまで及びイからハの各
小班､66 林班いからほまで､イ 01､イ 02 及びロからチまでの各小班､67 林班い 01 からい 03 まで､ろから
りまで及びイの各小班､73 林班いからほまで及びイからニまでの各小班､74 林班いからるまで､わ､か及
びイからニまでの各小班､76 林班ろ及びイの各小班､88 林班いからほまで及びイの各小班､89 林班い､ろ
及びイ 01 の各小班､90 林班い 01 からい 07 まで､ろからにまで､イ､ロ 01､ロ 02､ハ及びニの各小班､91 林
班い 01 からい 06 まで､ろ､は及びイの各小班､92 林班い 01 からい 05 まで､ろからにまで及びイからハま
での各小班､99 林班ろ及びイの各小班､100 林班ろ及びイの各小班､103 林班ろ及びイの各小班､104 林班い
01､い 03 及びイからハまでの各小班､105 林班いからるまで､イ及びロ 01 からロ 03 までの各小班､106 林
班い､は､に 02､ほ､イ､ロ 01 及びロ 02 の各小班､108 林班ろ､と及びイの各小班､109 林班ろ､り､ぬ､れ及び
イの各小班､110 林班いからるまで､わからつまで及びイの各小班､111 林班い 01､い 04､ろ､に､ち､イ及び
ロの各小班､115 林班ろ及びイの各小班､116 林班ろ及びイの各小班､117 林班ろ及びイの各小班､118 林班
ろ及びイの各小班､119 林班ろ小班､120 林班ろ小班､122 林班ろ及びイの各小班､123 林班ろ及びイの各小
班､124 林班ろ及びイの各小班､127 林班い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､128 林班い 01 からい 03
まで､ろからへまで及びイの各小班､129 林班い 01 からい 04 まで､ろからほまで､イ及びロの各小班､130
林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､131 林班い 01 からい 03 まで､ろ､は 01 からは 03 まで､にからちまで､
イ及びハからトまでの各小班､132 林班い及びイの各小班､133 林班い 02､い 03､ろ、イ及びロの各小班､134
林班い 01､い 02､ろ及びはの各小班､135 林班いからはまで､イ及びロの各小班､136 林班い 01 からい 03 ま
で､ろ及びイの各小班､137 林班い 01 からい 05 まで､ろからとまで及びイの各小班､138 林班い 01 からい
03 まで､ろからにまで､イ及びロの各小班､139 林班い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､140 林班いか
らはまで及びイの各小班､141 林班い 01 からい 04 まで､ろからにまで､イ及びロの各小班､142 林班い 04､
ろ､は及びイの各小班､156 林班ろ､に及びハの各小班､157 林班は小班､158 い 01､い 02､ろ､は､イ及びロの
各小班､159 林班い､ろ及びイの各小班､160 林班いからはまで､イ及びロの各小班､161 林班いからはまで
及びイからニまでの各小班､162 林班ろ小班､163 林班ろ及びイの各小班､164 林班ろ及びイの各小班､165
林班ろ及びロの各小班､166 林班ろ小班､167 林班ろ小班､168 林班ろ及びイの各小班､169 林班ろ小班､170
林班い 02､い 05､ろ､ち､る及びロの各小班､171 林班い 01 からい 04 まで､ろからほまで及びイの各小班､
172 林班い 01 からい 07 まで､ろ､は､に 01､に 02､ほからるまで､わからよまで及びイの各小班､173 林班い
01､ろ､ち､り及びロの各小班､174 林班ろ､ち及びロの各小班､175 林班ろ及びとの各小班､176 林班い 02 及
びろの各小班､177 林班いからはまで及びイの各小班､178 林班ろ及びイの各小班､179 林班いからにまで､
イ及びロの各小班､180 林班い 0１､い 02､ろ､は及びイからハまでの各小班､181 林班い 01､い 02､ろからと
まで及びイからニまでの各小班､182 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからニまでの各小班､183 林班は小班､
184 林班ろ小班､185 林班い 01､い 02､ろ､は､ほ､へ及びロの各小班､186 林班い 01､い 02､ろ､は及びロの各
小班､187 林班ろ及びはの各小班､188 林班ろ及びはの各小班､189 林班いからはまでの各小班､190 林班い
01､い 02､ろ､は及びイの各小班､198 林班いからはまで及びイの各小班､204 林班ろ小班､209 林班い 01､い
02､ろ 01､ろ 02､は､に 01､に 02､ほ､イ及びロの各小班､210 林班い､ろ､は 01､は 02､イ及びロの各小班､211
林班いからにまで及びイからハまでの各小班､212 林班い､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､215 林班ろ､は
及びへの各小班､216 林班い 01､い 03､ろ及びはの各小班､217 林班い 01､い 02 及びろの各小班､218 林班い
01､い 02､ろ及びイの各小班､219 林班い 01､い 02､ろ､は及びイの各小班､220 林班い及びろ 01 からろ 04
までの各小班､221 林班い 01 からい 03 まで及びろ 01 からろ 04 までの各小班､222 林班い､ろ 01 からろ
03 まで及びイの各小班､223 林班い 01 からい 04 まで､ろ､は及びイの各小班､224 林班い､ろ 01､ろ 02 及び
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イからハまでの各小班､225 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02 及びイの各小班､226 林班い 01､い 02､ろ及び
イの各小班､227 林班い､ろ､は 01､は 02､イ及びロの各小班､228 林班い 01､い 02､ろ､は及びイからニまで
の各小班､229 林班い､ろ及びイからニまでの各小班､230 林班い 01 からい 04 まで､ろ 01､ろ 02 及びイか
らハまでの各小班､231 から 234 までの各林班､235 林班い及びろの各小班､236 林班い及びろの各小班､237
林班､238 林班い 01､い 02､ろ 01 からろ 03 まで及びイの各小班､239 林班い､ろ 01 からろ 04 まで､は 01 か
らは 03 まで､イ及びロの各小班､240 林班いからはまで､イ及びロの各小班､241 林班い､ろ､は 01､は 02 及
びイの各小班､242 林班､243 林班いからはまでの各小班､244 林班いからはまでの各小班､245 林班､246 林
班いからはまで､に 01 からに 04 及びほの各小班､247 林班い 01､い 02､ろからにまで及びイからハまでの
各小班､248 林班い 01 からい 04 まで､ろ､イ及びロの各小班､249 林班いからはまで及びイからハまでの各
小班､250 林班いからはまで､イ及びロの各小班､251 林班いからはまで､イ及びロの各小班､252 林班いか
らはまで､イ及びロの各小班の区域を除く。）、沙流郡平取町（ただし、国有林日高北部森林管理署 1135
林班い 01 からい 03 まで及びろからにまでの各小班､1136 林班い 01､い 02 及びろの各小班､1137 林班い
01､い 02､ろ､は及びイの各小班､1138 林班い 01､い 02､イ及びロの各小班､1139 林班いからほまで及びイ
からハまでの各小班､1140 林班いからにまで及びイの各小班､1141 林班いからほまで及びイからハまで
の各小班､1142 林班いからほまでの各小班､1143 林班い､にからへまで、イ及びイ 01 の各小班､1144 林班
いからほまで､イ及びロの各小班､1145 林班い､ろ､イ及びロの各小班､1146 林班い 01､い 02､ろ及びイの各
小班､1147 林班い小班､1148 林班い 05､ろ及びイ 02 の各小班､1152 林班い 01 からい 03 まで､ろ及びイの
各小班､1153 林班い 01 からい 03 まで､ロ及びハの各小班､1155 林班い 03 及びい 04 の各小班の区域を除
く。）、新冠郡新冠町（ただし、国有林日高南部森林管理署 1055 林班ほ 01 からほ 03 まで及びへの各小班､
1056 林班い及びろの各小班､1057 林班に 01､に 02 及びほの各小班､1059 林班と小班､1060 林班い 01､い
02 及びろの各小班､1061 林班い 05､へ 01､へ 02 及びとの各小班､1064 林班い 01､い 02､ろ及びイの各小班､
1065 林班い 01､い 02､ろからへまで及びイの各小班､1066 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､に､ほ､イ 01 及
びイ 02 の各小班､1067 林班いからほまで及びイからハまでの各小班､1068 林班い及びろの各小班､1069
林班いからにまでの各小班､1070 林班い 01､い 02､ろ､は 01､は 02､にからちまで及びイからニまでの各小
班､1071 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､に､イ及びロの各小班､1072 林班い 01､い 02､ろ 01､ろ 02､は､イ
01､イ 02､ロ及びハの各小班､1073 林班い 01､い 02､ろ 01､は及びイの各小班､1074 林班い 01 からい 03 ま
で､ろからにまで及びイの各小班､1075 林班いからはまで､に 01､に 02､ほからりまで､イ及びロの各小班､
1076 林班に及びニの各小班､1077 林班いからへまで及びイからホまでの各小班､1078 林班い 01 からい 03
まで､ろからへまで､イ､ロ 01､ロ 02 及びハの各小班､1079 林班いからはまでの各小班､1080 林班い 01 か
らい 06 まで､ろからにまで､ほ 01 からほ 04 まで及びイからホまでの各小班､1081 林班いからにまで､ニ
及びホの各小班､1082 林班いからはまで及びイの各小班､1083 林班いからはまでの各小班､1084 林班い及
びイの各小班､1085 林班いからはまでの各小班､1086 林班いからとまでの各小班､1087 林班い 01 からい
04 まで､ろからにまで及びイの各小班､1088 林班いからへまでの各小班､1089 林班いからへまで､イ及び
ロの各小班､1090 林班いからほまで及びイの各小班､1091 林班い 02､ろ 02 及びはの各小班､1092 林班いか
らはまでの各小班､1093 林班いからるまで､わ及びイからニまでの各小班､1094 林班いからほまで及びイ
からホまでの各小班､1095 林班いからにまでの各小班､1096 林班いからにまでの各小班､1097 林班ろから
へまでの各小班､1104 林班ほ及びへの各小班､1105 林班ろからほまで及びイの各小班､1106 林班ほからと
まで､イ及びロの各小班､1112 林班ち､ぬ及びるの各小班､1113 林班いからとまで及びイからニまでの各
小班､1114 林班い 01､い 02､ろからちまでの各小班､1115 林班ぬ小班、1116 林班い 02 小班の区域を除く。）、
網走市、網走郡美幌町、斜里郡斜里町（ただし、国有林網走南部森林管理署 1141 林班ゆ小班の区域、オ
ショコマナイ川左岸河口と汀線との交点を起点とし､同点からオショコマナイ川左岸を上流に進み 1308
林班と 1307 林班の林班界に至り､同林班界を東に進み 1308 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小林
班界を南､西､南西､東､南､西に順次進み 1305 林班は小班とに小班の小班界に至り､同小班界を南西に進
み 1305 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1302 林班と 1305 林班の林班界に至
り､同林班界を南に進み 1303 林班と 1305 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1303 林班い小班とた
小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1303 林班ろ小班とれ小班の小班界に至り､同小班界を南に進
み 1303 林班か小班とそ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1233 林班に小班とね小班の小班界に至
り､同小班界を南､西に順次進み 1233 林班と 1234 林班の林班界に至り､同林班界を東に進み 1234 林班と
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小班とむ小班の小班界に至り､同小班界を南東､南､東､南東に順次進み 1234 林班と小班とち小班の小班
界に至り､同小班界を南西に進み 1234 林班と小班とう小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1235 林
班い小班とへ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1235 林班い小班とは小班の小班界に至り､同
小班界を南西に進み 1235 林班い小班とへ小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1232 林班と 1235
林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1232 林班は小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を西､南
東､西､南西､西､北､南西､北西､北に順次進み 1231 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み
1227 林班と 1232 林班の林班界に至り､同林班界を南東､南､南東に順次進み 1227 林班と 1228 林班の林班
界に至り､同林班界を西に進み 1228 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を南､東､南､北西､南
西､北西､北東に順次進み 1225 林班と 1228 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1220 林班と 1225 林
班の林班界に至り､同林班界を北に進み 1220 林班と 1223 林班の林班界に至り､同林班界を北西に進み
1220 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南西､南東､南､西､北東､北､北西､北に順次進み
1217 林班と 1220 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1214 林班と 1217 林班の林班界に至り､同林
班界を北に進み 1214 林班と 1215 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1213 林班と 1214 林班の林班
界に至り､同林班界を南に進み 1214 林班い小班とろ小班の小班界に至り､同小班界を東､南､南西に順次
進み 1214 林班ろ小班とほ小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1214 林班は小班とほ小班の小班界に
至り､同小班界を西に進み 1214 林班は小班とに小班の小班界に至り､同小班界を南西､北西に順次進み
1212 林班と 1214 林班の林班界に至り､同林班界を南西に進み 1214 林班は小班とロ小班の小班界に至り､
同小班界を南東､北東､北､東､南､南東､南､南西､南東に順次進み 1214 林班ロ小班とホ小班の小班界に至
り､同小班界を東､南､南東に順次進み 1214 林班は小班とロ小班の境界に至り､同境界線を南西､東､南､北
東､北､南東､南､南東に順次進み斜里郡斜里町と目梨郡羅臼町との境界線との交点に至り､同境界線を南
西､西､南西に順次進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との交点に至り､同境界線を南東､東､南
西､南､南東､南西､西に順次進み国有林網走南部森林管理署 1202 林班ほ小班とロ小班の小班界に至り､同
小班界を北東､のち北西方向に順次進み 1205 林班ほ小班とイ小班の小班界に至り､同小班界を北､北西方
向に順次進み 1205 林班と 1208 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1205 林班と 1207 林班の林班界
に至り､同林班界を南に進み 1205 林班と 1206 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1204 林班と 1206
林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1203 林班と 1206 林班の林班界に至り､同林班界を北西､南西に
順次進み国有林界に至り､同国有林界に沿って北西､南西､南東､東､南､西､南､東､南に順次進み 1134 林班
と 1202 林班の林班界に至り､同林班界を南東に進み 1134 林班ろ小班とは小班の小班界に至り､同小班界
を南東､南､南東､南西に順次進み 1132 林班と 1134 林班の林班界に至り､同林班界を北西､北に順次進み国
有林界との交点に至り､同国有林界に沿って西に進み国有林網走南部森林管理署 1130 林班と 1131 林班の
林班界に至り､同林班界を南東に進み 1130 林班い小班とは小班の小班界に至り､同小班界を南､西に順次
進み 1129 林班と 1130 林班の林班界に至り､同林班界を北西に進み 1129 林班い小班とろ小班の小班界に
至り､同小班界を西に進み 1127 林班と 1129 林班の林班界に至り､同林班界を南に進み 1127 林班い小班と
ろ小班の小班界に至り､同小班界を北西に進み 1127 林班い小班とち小班の小班界に至り､同小班界を南
西に進み 1127 林班り小班とい小班の小班界に至り､同小班界を東､北､南､西に順次進み 1127 林班に小班
とい小班の小班界に至り､同小班界を南西に進み 1127 林班ぬ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を
南に進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み､1127 林班ほ小班とい小班の小
班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班る小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林
班ほ小班とい小班の小班界に至り､同小班界を南に進み 1127 林班に小班とい小班の小班界に至り､同小
班界を南に進み 1127 林班と 1128 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み国有林界との交点に至り､同
国有林界に沿って南に進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との交点に至り､同境界線を西に進
み国有林界に至り､同国有林界を北に進み国有林網走南部森林管理署 1124 林班と 1125 林班の林班界に至
り､同林班界を西に進み国有林界との交点に至り､同国有林界を南､西､北に順次進み国有林網走南部森林
管理署 1124 林班と 1125 林班の林班界に至り､同林班界を西に進み 1123 林班と 1125 林班の林班界に至り､
同林班界を南､南西､西に順次進み 1125 林班り小班とイ小班の小班界に至り､同小班界を南､西､南東に順
次進み 1125 林班と 1126 林班の林班界に至り､同林班界を東､北東に順次進み 1126 林班に小班とイ小班の
小班界に至り､同小班界を南東､南西､南へ順次進み斜里郡斜里町と標津郡標津町との境界線との交点に
至り､同境界線を北西に進み斜里郡斜里町と斜里郡清里町との境界線との交点に至り､同境界線を北西に
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進み汀線との交点に至り､同点から汀線に沿って東に進み起点に至る線に囲まれた区域（ただし､国指定
知床鳥獣保護区の区域を除く。）を除く。）、斜里郡清里町、斜里郡小清水町（ただし、国有林網走南部森
林管理署 357 林班ろ及びみ小班､358 林班い及びツ小班の区域を除く。）、紋別郡遠軽町、紋別郡湧別町、
紋別郡滝上町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、網走郡大空町、北見市、紋別市、網走郡津別町、常呂郡
佐呂間町、常呂郡訓子府町、常呂郡置戸町、紋別郡西興部村のうち字上興部 91、字札滑 137、266、267、
268、282、283、285、286 及び 295、字西興部 166、字忍路子 68-1、69、70、72-1、73-1、74-1、74-2、
76-1 及び 77、字六興 170、字中興部 86-1、86-2、86-11、86-12、86-20、86-21、141、144、145、155、
165、177、178、179、189、192、193、194、203、207、210、211、212、213、231、233、235、243、262、
263、264、265、266、267、268、271、273-1、273-3、274-1、274-3、277-1、278-1、278-3、279、280、
字中藻 396、400-1、400-3、400-7 及び 401、字上藻 337、338、339、342-1、350、351-1、354-1、355、
360、361、362-1、373-1、373-3、375-1、377-1、378、379-1、382、383、384、385-1、385-5、385-6、
387-3、388-1、389-3、390-1、391-1、392、393 及び 394、帯広市（ただし、国有林十勝西部森林管理署
290 林班イ小班、291 林班ロ小班、292 林班ろからちまで､イ､ロ､ニ及びホの各小班､293 林班ろからにま
で及びロの各小班､294 林班い､に及びほの各小班、296 林班い､い 01､ろ及びはの各小班､297 林班い､イ及
びロの各小班､303 林班い､イ及びロの各小班､304 林班､327 林班い､ほ､へ､ち及びりの各小班､328 林班い､
はからほまで及びイの各小班､330 林班いからはまで及びイの各小班､331 林班い､ろ及びイの各小班､333
林班い､ろ及びりの各小班､334 林班いからはまでの各小班､335 林班い及びろの各小班の区域を除く。）、
河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町（ただし、国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 52 林班
は及びイの各小班､53 林班は及びイの各小班､69 林班い､い 01 及びイの各小班､70 林班いからはまで､い
01､ほからちまで､イ及びロの各小班､71 林班い､ろ及びイの各小班､74 林班い､ろ及びイの各小班､75 林班
いからにまで及びイの各小班､76 林班い､ろ､イ及びロの各小班､77 林班いからとまで､い 01 からい 03 ま
で及びイからホまでの各小班､78 林班い､ろ及びイの各小班､79 林班いからにまで､イ及びロの各小班､80
林班いからほまで､い 01､い 02､イ及びロの各小班､81 林班い小班､82 林班い､ろ及びイの各小班､83 林班
い及びろの各小班､84 林班い及びろの各小班､85 林班い及びろの各小班､90 林班い小班､91 林班い､ろ及び
ロの各小班､92 林班いからはまで及びロの各小班､93 林班い及びろの各小班､99 林班い小班､107 林班い小
班､108 林班い小班､109 林班い小班､111 林班い小班､112 林班い小班､113 林班い小班､115 林班いからはま
での各小班､117 林班い小班､118 林班いからはまで及びロの各小班､119 林班いからはまで､は 01､ほ及び
ロの各小班､120 林班いからはまでの各小班､121 林班い及びろの各小班､122 林班い及びろの各小班､125
林班い小班､128 林班い小班､130 林班い小班､131 林班いからほまで及びハの各小班､132 林班い及びろの
各小班､193 林班い小班､196 林班い及びイの各小班､198 林班ろ小班､200 林班ろ及びイの各小班､2173 林
班いからにまでの各小班､2175 林班いからとまで､へ 01 及びイからハまでの各小班､2176 林班いからりま
で､イ及びロの各小班､2177 林班ろ､に､へ､と及びロの各小班の区域を除く。）、河東郡鹿追町（ただし、
国有林十勝西部森林管理署東大雪支署 2134 林班い及びイの各小班､2135 林班い､イ及びロの各小班､2136
林班はからほまで､ほ 01､へ､と､ち 02､ロ､ニ及びリの各小班､2140 林班い小班､2141 林班い小班､2143 林
班い小班､2144 林班い小班､2149 林班い､イ､ニ及びホの各小班､2151 林班い及びイの各小班､2153 林班い
小班､2154 林班い小班､2155 林班い及びイの各小班､2156 林班い､は及びイの各小班､2157 林班い及びイの
各小班､2158 林班いからにまで､ほ 01 からほ 04 まで及びニの各小班､2159 林班い､ろ 01､ろ 03 及びイの
各小班､2160 林班に､に 01 及びほの各小班､2161 林班は､に､に 01 からに 03 まで､へ､り､ぬ､ぬ 01 からぬ
03 まで及びハの各小班、2165 林班い小班､2170 林班い小班､2171 林班い及びロの各小班､2172 林班い小
班､2174 林班いからちまで､ち 01､イ及びイ 02 の各小班､2177 林班い､は､ほ及びイの各小班､2178 林班い
からにまで及びイの各小班の区域を除く。）、上川郡清水町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 19 林班
イ小班､22 林班イ及びイ 01 の各小班、23 林班ト及びト 01 の各小班、24 林班イ小班、27 林班イ小班、28
林班イ小班、33 林班イ小班、34 林班い､ろ及びイの各小班、35 林班い及びロの各小班、36 林班い及びイ
の各小班、37 林班ロ小班の区域を除く。）、河西郡芽室町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 248 林班
い､い 01､わ､か､や､え及びイからトまでの各小班､254 林班い及びロからへまでの各小班､256 林班い及び
ロの各小班､257 林班い､ろ 01 及びイの各小班､258 林班い､ろ及びイの各小班､259 林班い､ろ､ろ 01 及び
イの各小班､260 林班い小班､262 林班い､い 01 からい 03 まで､ろ､ろ 01､は､は 01 からは 03 まで､イから
ルまで､ワからヨまで及びオの各小班､263 林班､265 林班､266 林班い､い 01､と､ハ及びニの各小班､267 林
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班い小班､271 林班い､ろ､た､た 01､れ､そ､ねかららまで､イ及びハからへまでの各小班､272 林班い､わ､イ
及びニの各小班､273 林班い､い 01､た､れ､イ､ニ及びホの各小班､277 林班い及びイからニまでの各小班､
278 林班い及びイの各小班の区域を除く。）、河西郡中札内村（ただし、国有林十勝西部森林管理署 352
林班は及びにの各小班､353 林班ほ小班､355 林班いからはまで及びは 01 の各小班､356 林班い､ろ及びろ
01 の各小班､357 林班い及びい 01 の各小班､358 林班ろ､は､イ及びロの各小班､359 林班ろからにまでの各
小班､360 林班い､イ及びロの各小班､361 林班い及びイからハまでの各小班､362 林班､363 林班い､い 01 及
びイの各小班､364 林班い､い 01 及びイからハまでの各小班､365 林班い､い 01､イからハまで及びホの各
小班､366 林班い､い 01､イ及びロの各小班､368 林班い､い 01 及びイからハまでの各小班､369 林班い､ろ及
びイまでの各小班､370 林班い 01 小班､371 林班ろ及びはの各小班､372 林班い小班、373 林班い及びニの
各小班の区域を除く。）、河西郡更別村、広尾郡大樹町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 2017 林班､
2018 林班､2019 林班い小班､2020 林班い小班､2021 林班い小班､2022 林班い及びい 01 の各小班､2023 林班､
2024 林班い小班､2025 林班い小班､2026 林班い小班､2027 林班い小班､2028 林班､2029 林班､2030 林班い､
ろ及びとの各小班、2040 林班い 01 小班、2042 から 2044 までの各林班､2065 林班､2066 林班､2067 林班
い小班､2068 林班い小班､2069 林班い小班､2070 林班い小班､2071 林班､2072 林班い小班、2073 林班い及
びい 01 の各小班､2099 林班い及びい 01 の各小班、2100 林班い､い 01 及びい 02 の各小班､2101 林班い小
班､2102 林班い､い 01､い 02 及びろの各小班､2103 林班､2104 林班､2105 林班い小班､2106 林班い小班の区
域を除く。）、広尾郡広尾町（ただし、国有林十勝西部森林管理署 1005 林班い及びほの各小班､1006 林班
い､い 01､ろ､は及びは 01 の各小班､1007 林班いからはまでの各小班､1008 林班いからほまでの各小班､
1012 林班い小班､1013 林班い小班､1015 林班い､は､は 01､に及びほの各小班､1016 林班い､ろ､ろ 01､り､
ぬ､ぬ 01､る及びおの各小班､1017 林班いからへまで､ろ 01､に 01 及びイの各小班､1018 林班いからはま
で､い 01､ろ 01 及びイの各小班､1019 林班い､い 01､い 02 及びろからにまでの各小班､1020 林班い､い 01
及びろの各小班､1021 林班い､い 01､い 02､ろ､ろ 01 及びへの各小班､1022 林班いからはまでの各小班､
1023 林班いからはまで及びイの各小班､1059 林班い､ろ､ろ 01 及びイの各小班､1060 林班い､ろ､ろ 01 及
びイの各小班､1061 林班いからは､は 01 及びイの各小班､1074 林班い､ろ及びイの各小班､1075 林班い､ろ
及びイの各小班､1076 林班い及びほの各小班､1082 林班いからはまで及びイの各小班､1083 林班いからに
まで及びイの各小班､1084 林班いからにまで及びイの各小班､1085 林班い､ろ､に及びに 01 の各小班､1088
林班い､い 01､ろ及びイの各小班､1089 林班い､い 01､ろ及びイの各小班､1090 林班い､ろ､ろ 01､はからへ
まで及びイの各小班､1091 林班い小班､1094 林班い小班､1097 林班いからはまで及びイの各小班､1098 林
班いからほまで､い 01､に 01 及びイの各小班､1103 林班い小班、1104 林班い小班の区域を除く。）、中川
郡幕別町、中川郡池田町、中川郡本別町、足寄郡足寄町（ただし、国有林十勝東部森林管理署 318 林班
ま及びけの各小班､319 林班い､りからるまで､る 01､わ､わ 01､か､れ､そ､つ､つ 01､お､お 01 からお 03 まで
及びイの各小班､320 林班､321 林班い 01､ろ､は､は 01､る､か､よ､た 01､れ 01､お､イ 01､ロ 01 及びハの各
小班､322 林班とからりまで､ぬ 01 及びイの各小班､323 林班い､に､ほ及びイからハの各小班､324 林班い
からにまで､と 01､ち､ぬ､ぬ 01 及びイの各小班､325 林班い､は､に､ほ 01､へ 01､イ及びロの各小班､326 林
班ろ 02 小班､327 林班い､にからとまで､り､ぬ 01､ぬ 03､お及びイの各小班､329 林班い､い 01､は､に､へ及
びとの各小班､339 小班へ及びとの各小班､340 林班い､い 01､は､に､に 01 及びほの各小班､343 林班ち 02
小班､355 林班り､ぬ､る､わ 02､か､た及びれの各小班､356 林班い､は､に､へからぬまで､イ及びロの各小
班､357 林班は 05､に､ほ及びとの各小班､358 林班い及びはからへまでの各小班､359 林班い､は 01､ほ 01､
へからち及びるの各小班､360 林班いからほまで及びとの各小班､361 林班い及びほの各小班､362 林班い
からに､へ､ぬ 01､わ及びかの各小班､366 林班い､ろ､ほからり､り 01､ぬ､る､る 01､か､イ､イ 01､ロ及びロ
01 の各小班､367 林班い小班､368 林班は 02 小班､369 林班り小班､370 林班ろ､ぬ､ぬ 01､お及びお 01 の各
小班の区域を除く。）、足寄郡陸別町
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別表 7

3/1～4/15

期間延長（占冠村猟区、西興部村猟区）

勇払郡占冠村（ただし、字占冠原野 228-1、228-2、228-3、228-4、228-5、228-6、228-7、229-1 及び
229-2、字占冠 240-2、240-6、241-2、249-1、249-2、249-3、250-1 及び 250-6、250-10、2691-2、字ト
マム原野 1509、字トマム 587、1421 及び 1422、字シムカプ原野 38-2、38-10、38-11、38-12、38-13、
38-14、38-34、38-35、38-36、38-37、39-3、39-6、39-15、39-16、39-17、39-22、39-32、39-39、39-77、
39-85、40-1、40-2、40-4、40-5、40-13、40-19、40-22、40-23、40-28、40-47、41-1、41-3、46-169、
47-35、47-156、48-3、48-24、48-25、48-26、51-1、51-5、51-6、51-7、51-11、51-16、51-39、60-25、
60-26、60-27、60-28、60-29、61-2、61-4、61-13、61-14、71-1、71-4、71-5、71-14、76-1、76-2、76-5、
76-6、76-7、76-10、76-12、76-13、76-15、114-11、131-1、131-3、131-4、131-6、132、133、135-5、
138-1、138-2、138-5、138-6、1019-1、1019-3、1019-4、1019-5、1021-14、2715-1、2715-2、2715-8、
2715-9、2716-1、2716-6、2716-7、2716-8、2717-1、2717-4、2739、2740、3025 及び 3110-1、字シムカ
プ 490-2 及び 490-7、字クテクウンナイ原野 1010-1、1010-3、1011-1、1011-2、1011-3、1083-1、1084-1、
1084-2、1084-9、1275-1、1277-1、1320-1、1320-2、1320-3、1320-4、1320-6、1321-1、1321-2、1321-3、
1321-4、1321-5、1322、1672、1673、1674、1677 及び 1692、字クテクウンナイ 1341-1、1341-2、1343-1、
1343-2、1344、2294、2295、2323-1、2323-2、2324、2329-2、2329-4 及び 2329-5、字アリサラップ 2082-1、
2082-2、2082-3、2082-4、2083-1、2083-2、2083-3、2084-1、2084-3、2084-4、2084-5、2084-6、2084-7、
2084-10、2084-12、2084-13、2085、2086、2087-1、2087-2、2087-3、2087-4、2088-1、2088-4、2088-5、
2089-1、2089-4、2089-5、2089-6、2090-1、2090-2、2090-3、2090-4、2090-5、2090-6、2091-1、2091-3、
2091-4、2091-5、2091-6、2091-7、2091-8、2091-9、2091-10、2091-17、2092-1、2092-2、2093、2105-2、
2111-1、2111-2 及び 2830、占冠村 97-18、国有林上川南部森林管理署 1238 林班いからにまでの各小班､
1239 林班い及びイの各小班の区域を除く。）、紋別郡西興部村（ただし、字上興部 91、字札滑 137、266、
267、268、282、283、285、286 及び 295、字西興部 166、字忍路子 68-1、69、70、72-1、73-1、74-1、
74-2、76-1 及び 77、字六興 170、字中興部 86-1、86-2、86-11、86-12、86-20、86-21、141、144、145、
155、165、177、178、179、189、192、193、194、203、207、210、211、212、213、231、233、235、243、
262、263、264、265、266、267、268、271、273-1、273-3、274-1、274-3、277-1、278-1、278-3、279、
280、字中藻 396、400-1、400-3、400-7 及び 401、字上藻 337、338、339、342-1、350、351-1、354-1、
355、360、361、362-1、373-1、373-3、375-1、377-1、378、379-1、382、383、384、385-1、385-5、385-6、
387-3、388-1、389-3、390-1、391-1、392、393 及び 394 を除く。）
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