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秋田（林） 秋田市 65,000   31,674   用材林地 人力 市道 土崎 白山 ｢都計外｣

－1 上新城白山字竹山27番1 (杉) 30m 3.5m 10km 500m ｢地森計｣

湯沢市 26,000   11,090   用材林地 人力 林道 横堀 湯ノ岱 ｢都計外｣

－2 秋ノ宮字山居野11番60 (杉) 50m 3m 17.5km 300m ｢地森計｣

能代市 31,000   9,618    用材林地 人力 林道 東能代 上母体 ｢都計外｣

－3 母体字長根山下57番1 (杉) 100m 2m 8.3km 800m ｢地森計｣

仙北郡美郷町 23,500   9,838    用材林地 人力 町道 鑓見内 西野 ｢都計外｣

－4 黒沢字中山132番 (杉) 200m 6m 14km 1.7km ｢地森計｣

横手市 20,500   8,527    用材林地 林道隣接 林道 十文字 小栗山 ｢都計外｣

－5 増田町狙半内字大沢54番1外 (杉) 0m 4m 12.7km 300m ｢地森計｣

大館市 35,000   10,879   用材林地 人力 林道 大館 小茂内 ｢都計外｣

－6 茂内字鬼ケ台20番24 (杉) 10m 3.5m 7km 2km ｢地森計｣

南秋田郡五城目町 30,000   33,010   用材林地 公道隣接 町道 八郎潟 湯ノ又 ｢都計外｣

－7 内川湯ノ又字小川口沢67番 (杉) 0m 4.8m 12km 500m ｢地森計｣

北秋田市 23,000   3,540    用材林地 林道隣接 林道 阿仁マタギ 打当内 ｢都計外｣

－8 阿仁中村字魚ノ子沢45番20 (杉) 0m 4m 2.6km 400m ｢地森計｣

仙北市 31,000   7,910    用材林地 林道隣接 林道 田沢湖
下中生保内

(都)

－9 田沢湖生保内字黒沢野23番11 (杉) 0m 3m 4.5km 1km ｢地森計｣

北秋田市 29,000   10,620   用材林地 人力 林道 鷹ノ巣 妹尾館 ｢都計外｣

－10 七日市字坊川沢7番30 (杉) 20m 4m 13km 3.5km ｢地森計｣

鹿角市 29,000   2,000    用材林地 公道隣接 県道 十和田南 瀬田石 (都)

－11 十和田瀬田石字森越44番内 (杉) 0m 4m 5km 2km ｢地森計｣

雄勝郡羽後町 29,000   9,256    用材林地 公道隣接 町道 湯沢 小山 ｢都計外｣

－12 飯沢字間木ノ沢6番 雑木林地 0m 5m 16.2km 200m ｢地森計｣

(杉)

男鹿市 40,000   7,626    用材林地 公道隣接 道路 羽立 開 (都)

－13 男鹿中滝川字三ツ森上台314番1 (杉) 0m 6m 7km 700m ｢地森計｣

秋田市 45,000   11,061   用材林地 林道隣接 林道 大張野 神内 (都)

－14 河辺神内字樋沢30番38 (杉) 0m 2m 3.7km 2.5km ｢地森計｣

大仙市 27,000   16,709   用材林地 公道隣接 市道 神宮寺 湯元 ｢都計外｣

－15 南外字一ト刎76番2 (杉) 0m 5.5m 13km 300m ｢地森計｣

にかほ市 34,000   4,865    用材林地 公道隣接 農道 仁賀保 堂ノ本 ｢都計外｣

－16 樋目野字神田85番1 (杉) 0m 5m 6.5km 400m ｢地森計｣

由利本荘市 26,000   39,922   用材林地 林道隣接 林道 前郷 東中沢 ｢都計外｣

－17 前郷字柳沢1番7 (杉) 0m 3m 3.5km 1.7km ｢地森計｣

(価格時点は平成23年7月1日)
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標高100ｍ、傾斜15度に

植林された杉の人工林地

域

標高200～300ｍ、傾斜

30度に広葉樹、杉が混交

する林地地域
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度の杉の植林地域
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300ｍ、傾斜20度程度の

林地地域

杉の人工林が多い標高

100～300ｍの丘陵地

標高100ｍ、傾斜30度に
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