
(趣旨)
第1条   公益財団法人秋田県林業公社(以下「公社」という。)の業務の執行は、この業務方法

書による。

(分収造林)
第2条   定款第４条第１号の分収造林事業(以下「分収造林」という。)は、分収林特別措置法

(昭和３３年法律第５７号。以下「措置法」という。)に基づき、分収造林契約(以下
「造林契約」という。)を締結して行うものとする。

(契約面積の単位)
第3条 　契約面積の単位は、原則として１団地３ヘクタール以上とする。ただし、管理経営が

適切に行われると認める場所についてはこの限りでない。

(造林契約)
第4条 　造林契約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 契約の存続期間及び解除に関すること。
(2) 植栽樹種、植栽本数及び植栽期間に関すること。
(3) 補植、保育の種別及び保育期間に関すること。
(4) 造林木及び造林地の維持管理に関すること。
(5) 造林木の伐採及び販売の時期に関すること。
(6) 収益の分収方法に関すること。
(7) その他分収造林の実施について必要な事項に関すること。

(地上権の設定)
第5条 　造林地所有者は、造林を目的とする地上権を公社のため設定するものとする。

(契約の存続期間)
第6条 　契約の存続期間は、原則として８０年以内とする。ただし、必要ある場合は、延長

することができる。

(契約当事者の義務)
第7条 　公社は、分収造林について次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 植栽から売払いにいたるまでの森林の経営及び次に掲げる管理業務を行うこと。
ア 火災の予防及び消防
イ 盗伐、誤伐その他加害行為の防止
ウ 病虫獣害の防除
エ 境界標柱その他標識の保全
オ その他アからエまでに付帯する行為

(2) 植栽、保育及び管理に要する費用を負担すること。ただし、契約により別に定め
ある場合は、その一部を造林地所有者が負担する。

2 　造林地所有者は、分収造林について次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 看守人を置き、契約に定める管理義務について、公社に協力すること。
(2) 造林契約地に対する公租公課及び看守人手当を負担すること。

(分収割合の方法)
第8条 　造林地所有者に対する収益分収歩合は５０％以内とし、契約に定める割合(以下「分

収割合」という。)とする。
2 　前項に規定する収益とは、林産物(立木、素材)を処分して得た額から当該処分に要し
た費用を控除して得た額をいう。

3 　前項１，２の規定のほかに、相互に相手方の承諾を得たうえで、収益分収金の交付す
べき金額に相当する林産物(立木、素材)の交付をもって分収することができるものとす
る。
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(造林木の帰属)
第9条 　造林木は契約当事者の共有とし、その持分は分収割合に等しいものとする。

(造林木以外の樹木の帰属)
第10条 　造林契約地に公社が植栽に着手するまでに、造林地所有者が収去しなかった樹木及び

植栽に着手した後、天然に生育した樹木で、造林木とともに生育させるものは造林木と
みなす。ただし、造林地所有者の所有として存置することを契約に定める樹木について
はこの限りでない。

(森林保険)
第11条 　公社は、造林契約に基づいて植栽された樹木について、公社を受取人とする森林国営

保険等(以下「保険」という。)に必要と認める期間加入するものとする。
2 　保険事故により受けた保険金は、公社に帰属するものとする。ただし、保険事故によ
り契約を解除するときは、保険金が公社投資額を上回る部分について、分収割合により
分収するものとする。

（損害賠償金等についての処置)
第12条 　地上権及び造林木に関し、第三者から受ける賠償金、補償金、その他これに類するも

のの請求は公社がこれを行い、請求に要した費用を控除した額を分収割合により分収す
る。ただし、幼齢造林木については、第三者から受ける賠償金等から公社が定める投資
基準額及び当該請求に要した費用を控除した額を分収対象額とするものとする。

(受益者負担金の分担)
第13条 　造林地及び造林木に対して、林道その他の公共施設の設置による受益者負担金が課せ

られた場合には、当該負担金のうち土地に対応する金額は造林地所有者がこれを負担し、
造林木に対応する金額は、造林地所有者及び公社が分収割合によってこれを負担するも
のとする。

（持分の処分等)
第14条 　地上権及び造林木の共有持分は、相互に相手方の承諾を得なければこれを譲渡し、又

は担保に供することがでない。
2 　造林地所有者は、当該造林地に関する権利を他に譲渡しようとするときは、公社に協
議するものとする。

(契約の解除)
第15条 　次の掲げる場合は、契約当事者が協議して契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 造林地を公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他の原因により造林木の全部又は一部が滅失したとき。
(3) 契約当事者の何れかが契約に違反したとき。
(4) その他契約の目的を達することができなくなったとき。

(分収育林)
第16条 　定款第４条第１号の分収育林事業(以下「分収育林」という。)は、措置法に基づき、

分収育林契約(以下「育林契約」という。)を締結して行うものとする。

(契約面積の単位)
第17条 　契約面積の単位は、原則として１育林地所有者当たり１団地５ヘクタール以上とする

ものとする。

(育林契約)
第18条 　育林契約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 契約の存続期間及び解除に関すること。
(2) 契約対象樹木の樹種、樹齢、本数及び材積に関すること。
(3) 契約時から主伐にいたるまでの保育計画に関すること。
(4) 契約対象樹木及び契約対象樹木が生立する土地の維持管理に関すること。
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(5) 保管できる１口当たりの分収額に関すること。
(6) 収益の分収方法に関すること。
(7) その他分収育林の実施について必要な事項に関すること。

（地上権の設定)
第19条 　育林地所有者は、育林を目的とする地上権を公社のため設定するものとする。

(契約の存続期間)
第20条 　育林契約の存続期間は、造林契約の場合の存続期間から契約時の樹齢を差引いた年数

を基準として定めるものとする。

(育林者の義務)
第21条 　公社は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 契約に定める保育計画に従って、契約対象樹木の保育(間伐を含む。以下同じ。)
及びこれに必要な作業路の開設等を行うこと。

(2) 契約対象樹木の管理のため、次に掲げる事項を行うこと。
ア 火災の予防及び消防
イ 盗伐、誤伐その他加害行為の防止
ウ 病虫獣害の防除
エ 境界標柱その他標識及び第２４条２項の明認方法の保全
オ その他アからエまでに付帯する行為

(3) 第１号に定める保育計画に従って、契約対象樹木を伐採し、又は立木のまま販売を
行うこと。

(4) 契約対象樹木及びこの契約に係る地上権に関し、第三者に対して損害賠償金、損失
補償金、保険金等を請求する場合の当該請求に係る行為を行うこと。

(育林地所有者の協力)
第22条 　育林地所有者は、公社が行う管理業務について協力するものとする。

(収益の分収割合)
第23条 　契約対象樹木による収益は、附録２の算式により、算出される割合によってこれを分

収するものとする。

(契約対象樹木の共有及び明認方法)
第24条 　契約対象樹木は、各契約当事者の共有とし、その持分の割合は、収益の分収割合に等

しいものとする。
2 　公社は、育林費負担者の権利を公示するため、契約対象樹木につき明認方法を施する
ものとする。

（共有持分の取得の対価の額)
第25条 　公社及び育林費負担者が育林地所有者(樹木の所有者)に支払うべき樹木の持分対価の

額は、附録４の算式により、算出される額とするものとする。

（費用の負担区分)
第26条 　育林地所有者は、契約の対象とする土地に対する公租公課を負担するものとする。

2 　公社は、第２１条第２号に規定する契約対象樹木の管理に要する費用を負担するもの
とする。

3 　育林費負担者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 第２１条第１項に規定する契約対象樹木の保育及びこれに必要な作業路の開設等に

要する費用。
(2) 境界標柱その他の標識及び第２４条第２項の明認方法としての施設の設置、保険、

通信連絡等に要する費用

(費用等の支払い)
第27条 　第２５条による契約対象樹木の持分の取得の対価及び前条第３項の規定に基づき負担

すべき見積額は、次の区分によって一括支払うものとする。
(1) 公社は、契約対象樹木の持分の取得の対価を育林地所有者に支払うこと。



(2) 育林費負担者は、契約対象樹木の持分の取得の対価を育林地所有者に、また見積額
を公社に支払うこと。

（費用の経理等)
第28条 　公社は、前条の規定に基づき育林費負担者から受領した金額を金融機関に預貯金等を

して適正に管理しなければならない。

(費用の掛増し)
第29条 　育林費負担者が公社に対して一括前払いにより、育林に要する費用を負担した後で、

物価の著しい上昇、病虫害の駆除費用の増大等により、予期しない掛増し費用が生じた
場合には、公社は育林費負担者へ負担させるものとする。

(費用の精算)
第30条 　次に掲げる費用は、主間伐に係る収益分収の際に精算するものとする。

(1) 契約の終了時に第２７条第２項により育林費負担者から受領した金額に残額が生じた場合
(2) 第２９条の掛増し費用を公社が立替えた場合
(3) 第３４条第２号の育林費負担者が負担する費用を公社が立替えた場合

(少額の場合の途中分収)
第31条 　主伐以外の伐採及び第三者から受ける損害賠償金、損失補償金、又は保険金等により

収益を分収すべき場合であって、その分収により育林費負担者が受領することとなる１
口当たりの分収額が少額であるときは、公社は、分収すべき金額を保管できるものとす
る。

(保険への加入)
第32条 　公社は、契約対象樹木について、公社を被保険者の代表とし、共有者全員のために契

約存続期間を保険期間とする保険に加入するものとする。

(損害賠償金等についての処置)
第33条 　地上権及び契約対象樹木に関し、第三者から受ける損害賠償金、損失補償金、又は保

険金等の請求は、公社がこれを行い、請求に要した費用を控除した額を分収割合により
分収するものとする。

(受益者負担金の分担)
第34条 　契約対象の土地に対して林道その他の公共施設の設置に伴う受益者負担金が課せられ

る場合、次の区分によって各契約当事者がその金額を負担するものとし、その納付事務
は公社が行うものとする。
(1) 当該負担金のうち、土地に関するものは育林地所有者が負担する。
(2) 当該負担金のうち、樹木に関するものは各契約当事者が第２３条の収益分収の割合

によって負担する。

(持分の処分等)
第35条 　育林地所有者及び育林費負担者は、公社の同意を得なければ、契約対象樹木に係る持

分、若しくは契約対象地を譲渡し、又はこれに担保権を設定し、その他この契約上の権
利義務を処分することはできない。

2 　前項の場合において、育林費負担者はその持分を１口未満に分割して処分することは
できない。

(契約の解除)
第36条 　次に掲げる場合は、契約当事者が協議して契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約対象樹木が生立する森林の土地を公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他の原因により契約対象樹木の全部又は一部が滅失したとき。
(3) 契約当事者の何れかが契約に違反したとき。
(4) その他契約の目的を達することができなくなったとき。

(募集の費用)
第37条 　育林地所有者は、公社の媒介により育林費負担者を募集するために要する費用を負担



するものとする。

(経営受託)
第38条 　定款第４条第２号による森林の経営及び施業の受託は、委託者と委託契約を締結して

行うものとする。
2 　公社は委託契約締結にあたり、委託を受けた森林の経営計画を作成するものとする。
3 　公社は、受託林の経営にあたり、委任の本旨に従い、善良なる経営者としての義務を
負うものとする。

(賠償の責任)
第39条 　天災その他不可抗力により蒙った損害について、公社はその責任を有しない。

　ただし、公社の故意又は過失による場合はこの限りでない。

(損害請求権)
第40条 　公社は、委託者の責に帰すべき事由により、第三者から損害を受けたときは、委託者

に対してその賠償を請求することができる。

(果実等の引渡)
第41条 　公社は、受託林の経営により取得した果実及び経営にあたり、受取った金銭その他の

ものは、遅滞なく委託者に引渡すものとする。

(報酬請求権)
第42条 　公社は、受託林の経営により生じた利益に対して報酬を求めない。

(費用の負担)
第43条 　受託林の経営に要する費用は、公社の負担とする。ただし、受託林にかかる公租公課

負担金等についてはこの限りでない。

(費用の請求)
第44条 　公社は、委託者と委託費支払いに関する約定を結び、これにより費用を請求するもの

とする。ただし、委託契約にその定めのあるものはこの限りでない。

(計画書の提出)
第45条 　公社は、毎年１０月末日までに翌年度事業計画書及び資金計画書を委託者に提出する

ものとする。
2 　公社は、毎年度終了後２カ月以内に経営の状況報告書を委託者に提出するものとする。

(債務の損失補償)
第46条 　公社が受託林を経営するにあたり、債務を負担する必要のあるときは、委託者と協議

し、委託者はその損失を補償するものとする。

(解約)
第47条 　公社が解散したときのほか、次の掲げる場合は、契約当事者が協議して契約の全部又

は一部を解除することができる。
(1) 契約当事者の何れかが契約に違反したとき。
(2) その他契約の目的を達することができなくなったとき。

(調査受託)
第48条 　公社は、森林に関する調査の受託をしようとするときは、委託契約を締結して行うも

のとする。
2 　公社は、調査受託の実施にあたり、委託契約に基づき、誠実にこれを履行するものと
する。

(事業内容)

第４章　森林の経営及び施業の受託並びに森林に関する調査の受託
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第49条 　定款第４条第３号の事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 分収林契約書の作成、契約対象樹木の評価等の分収林契約の締結に関する指導、講

習会の開催等を通じて分収林契約制度の普及指導等を行うこと。
(2) 分収林契約の対象地、費用負担者の募集状況等の分収林契約に関する情報の収集、

分析及び提供を行うこと。
(3) 分収育林契約の募集等の媒介を行い、適正な分収育林契約の締結の促進に資すること。

(事業内容)
第50条 　定款第４条第４号の事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 分収林制度の活用等により、森林・林業について国民的理解を深めるための広報活
動、その他の普及啓発を行うこと。

(2) 森林所有者に対する森林の活用及び保全等の啓発並びに指導を行うこと。
(3) 分収林制度の活用等により、都市住民と山村住民との連携、交流等に関する指導、

相談、情報の収集、提供を行うこと。

(事業内容)
第51条 　定款第４条第５号の事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公社事業を通じて、森林所有者の林業経営意欲を喚起し、地域林業の振興に寄与す
ること。

(2) 公社事業地を森林所有者等の研修の場に供し、林業経営の合理化及び林業技術の向
上に資すること。

(3) 公社事業を通じて、収集された情報をもとに森林所有者等に対して、指導、相談及
び情報の提供を行うこと。

(その他の事業)
第52条 　定款第４条第６号の事業は、公社の目的を達成するための必要性を検討の上実施する

ものとする。

(資金の調達)
第53条 　公社が定款第４条に定める事業を行うため必要な資金は、自己資金、補助金、借入金

(日本政策金融公庫、県、その他からの借入金)及びその他資金をもってあてる。

附　　則
この規定は、昭和４１年  ４月  １日から施行する。
この規定は、昭和４１年１０月２４日から施行する。    (改正)
この規定は、昭和４２年  ２月１８日から施行する。    (改正)
この規定は、昭和５９年  ５月２９日から施行する。    (改正)
この規定は、平成  ８年  ４月  １日から施行する。    (改正)
この規定は、平成１２年  ４月  １日から施行する。    (改正)
この規定は、平成２０年  ４月  １日から施行する。    (改正)
この改正は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。    

第７章　林業の経営、技術の指導等林業の振興

第８章　その他の事業

第９章　事　業　資　金

第６章　森林・林業に関する普及啓発


