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(1)  

わが国においては、集中豪雨、地震等に伴う山地災害が毎年のように発生しており、

東日本大震災を契機として、国土強靭化の観点から、森林についても国土保全機能の一

層の発揮が求められている。一方、再生可能エネルギー施設の導入推進や地域振興の観

点から、森林利用の期待も高まっている状況にもある。 
近年、集中豪雨の発生頻度が高まっており、山地災害のリスクは全国的に増大してい

るといえる。今後、山地災害対策の強化を一層図っていくためには、山地災害危険地区

の選定と併せて、既存保安林指定地を含め、それらの適正な保安林配備を進めることが

重要である。 
本事業においては、①国土保全に関わる既存の保安林の配備状況に関する情報につい

て、データの収集・分析を行い、データベースを作成するとともに、②特定の小流域を

対象として指定ないし解除に関する実務参考資料のとりまとめを行うものである。 
(2)  

  

調査に当たっては、本事業の目的である適正な保安林整備の推進に資することを目的

として、以下の大きく 2 つの内容・手順で実施した。 
 特定の流域における保安林の配備状況等に関するデータベースの作成 
 特定の小流域におけるデータベースの分析及び現地調査を通じた指定、整備及

び解除の実務参考資料作成 
調査の実施に当たっては、効率的に適切な成果が得られるよう、既存資料の収集・分

析の結果から的確な調査手法を検討するとともに、既存の調査資料の有無を考慮し、調

査対象を絞り込み、GIS 空間解析や統計解析等の技術を用いて適切に調査を実施した。 
その際、それらのデータベース等をもとに保安の指定、解除、整備の実務担当者が実

務に有効に活用できることを念頭に収集・整理を行った。 
成果のとりまとめにあたっては、実務参考資料となることを念頭に、わかりやすい構

成と表現で図や事例を示すことに留意した。 
  

わが国の森林・林業政策や保安林政策に関する資料から、森林の有する多面的な機能

と森林の整備方針、対応する保安林とその整備方針や指定に関する留意事項を整理する

と表 1-2-1 のとおりである。なお、森林の有する機能と整備方針については「全国森林
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計画」（平成 25 年 10 月 4 日閣議決定）より、保安林の指定に関する留意事項につい

ては「地域森林計画等に基づく計画的な保安林の指定、解除等」（平成 24 年 3 月 30 日

付、林野庁⻑官から各都道府県知事、各森林管理局⻑宛て通知）にそれぞれ基づく。  
表 1-2-1 森林の有する機能と保安林の指定に関する留意事項の関係 

森林の有
する機能 

森林整備及び保全の基本方針 保安林の指定に関する留意事項 

水源涵養
機能 

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する
水源地周辺の森林並びに地域の用水源として
重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存す
る森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森
林として整備及び保全を推進することとす
る。 
具体的には、良質な水の安定供給を確保する
観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、
下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進
するとともに、伐採に伴って発生する裸地に
ついて、縮小及び分散を図ることとする。ま
た、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然
力も活用した施業を推進することとする。 
ダム等の利水施設上流部等において、水源涵
養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の
指定やその適切な管理を推進することを基本
とする。 

水源溜養のための保安林については、全国森
林計画の第 1表中の水源溜養機能に係る「森
林整備及び保全の基本方針（以下「基本方
針」という。)を踏まえ、ダム集水区域や主
要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林
等において、森林の下流域における水利用の
実態及び洪水等の危険性等からみて、特にそ
の水源涵養機能の維持増進により水質の保全
又は水量の安定的確保を図る必要のあるもの
について指定する。 
なお、私有林については、私権の制限を必要
最小限のものとすることに留意すること。 

山地災害
防止機能
／土壌保
全機能 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を
及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、
土砂の崩壊その他山地災害の防備を図る必要
のある森林は、山地災害防止機能／土壌保全
機能の維持増進を図る森林として整備及び保
全を推進することとする。 
具体的には、災害に強い国土を形成する観点
から、地形、地質等の条件を考慮した上で、
林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推
進することとする。また、立地条件や国民の
ニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推
進することとする。 
集落等に近接する山地災害の発生の危険性が
高い地域等において、土砂の流出防備等の機
能が十全に発揮されるよう、保安林の指定や
その適切な管理を推進するとともに、渓岸の
侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場
合には、谷止や土留等の施設の設置を推進す
ることを基本とする。 

災害防備のための保安林については全国森林
計画の第 1表中の山地災害防止機能/土壌保
全機能及び快適環境形成機能に係る基本方針
を踏まえ、次に掲げる基準に従い、当該機能
の高度発揮が求められる森林について指定す
る。 
なお、私有林については、私権の制限を必要
最小限のものとすることに留意すること。 
ア 急しゅんな地形、ぜい弱な地質条件等か
ら土砂が流出している森林又は土砂の流出の
おそれのある森林であって、人家、公共施設
等に近接し、崩壊土砂流出危険地区に所在す
る森林及びこれと同一の小流域内にあって当
該危険地区と一体的に保全整備することが適
当な森林な、特に土砂流出防備機能の維持増
進を図る必要のあるものについて土砂流出防
備保安林に指定する。 
イ 地形・地質条件等から土砂が崩壊してい
る森林又は土砂の崩壊のおそれのある森林で
あって、人家、公共施設等に近接し、山腹崩
壊危険地区に所在する森林及びこれと同一の
斜面にあって当該危険地区と一体的に保全・
整備することが適当な森林など、特に土砂崩
壊防備機能の維持増進を図る必要のあるもの
について土砂崩壊防備保安林に指定する。  
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森林の有する機能の及ぶ範囲は、様々な空間的な広がりで捉えることができる。とく

に、水源涵養機能と土砂災害防止機能／土壌保全機能が対象とする空間スケールは大き

く異なる。一方、保安林指定の基本単位は地番である。これらを考慮して保安林の機能

や配備状況を評価する場合には、個々の地番単位の森林はもとより、地域内での配置や

連続性等、様々な空間スケールで把握することに留意する必要がある。特に水源かん養

保安林については、広域な流域での量的な評価も重要になる。 
表 1-2-2 に示すとおり、検討対象とする空間単位としては、様々な空間スケールを定

義することができる。広域のスケールとしては、保安林整備計画において使用される全

国 218 の流域区分が考えられ、最も小さいスケールとしては保安林の指定単位である

地番となる。中間的なスケールとしては、林班や単位流域といったスケールが該当する。  
表 1-2-2 保安林の配備状況を把握するスケール 

  
以上のことから、本報告書ではスケールに対応して、2 章で保安林整備計画流域区分

単位にデータベースを作成して保安林の配備状況を俯瞰し、3 章で実務参考資料作成に

向けて各種個別保安林の適正配置検討に資する検討項目及びスケールを抽出する。 
なお、後述するように、本調査において検討を行う特定の小流域は、一定の地形やサ

イズを想定しているものではなく、表 1-2-2 における小流域（おおよそ林班）から単位

流域までの範囲で、必要に応じ定義することとする。  
(3)  

調査に当たっては、照査技術者を含めた多方面からの検証を行った。また、必要に応

じて実施体制を強化するバックアップ体制を構築した。 
 調査の手法の検討やとりまとめに際しては、その妥当性について学識経験者に聞き取

りを行い、その内容を的確に反映させることに努めた。 
 聞き取りを行った有識者は、藤枝基久森林総合研究所契約職員（元水保全研究室⻑）、

石川芳治東京農工大学大学院教授、澤野真治森林総合研究所水土保全研究領域水保全研

究室任期付研究員の 3 名である。 
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(1)  

 保安林の配備状況等をデータベース化するにあたり、保安林制度の歴史や計画的な配

備の経緯、データベース化にあたっての留意点等を概観する。 
  

 わが国は、地形が急峻で、急流も多く、わずかに開けた土地に住居や農地が所在する

という立地条件から、これらを災害から守ることは、古くからの重要な課題であった。 
森林の伐採規制は、奈良時代より記録が⾒られ、江戸時代には各藩において災害を防止

するため、村落地域が共同で利用している村持山等の扱いを規制するとともに、重要な

森林の保護を行うようになった。 
 明治に入り、⺠有林については伐⽊が自由になったことから、農業用の肥料や燃料の

採取のため、村持山や入会山から下草、落葉落枝、薪炭材等が無秩序に採取されること

となり、森林の荒廃が進んで災害が多発する結果となった。 
 明治政府は、明治 15 年の太政官布達によって⺠有林を保全するための伐⽊停止林制

度を創設したが、明治 29 年の大水害を受けて、明治 30 年に森林法が制定されるに至

った。これにより従来の禁伐林、伐⽊停止林を統一して政府の監督権を強化するなど、

現在の保安林制度の基礎が築かれた。 
 昭和 26 年には現行の森林法が制定され、旧森林法の趣旨を踏襲しつつ、保安林の指

定目的や保安林種を追加し、権限委任関係その他手続き関係において若干の改正があっ

た。これがほとんど現在まで引継がれている。 
  

 昭和 28 年に相次いで発生した大災害を契機に、森林の保全を抜本的に推進するため

に緊急かつ計画的に保安林を整備するために、10 年の限時法として「保安林整備臨時

措置法」（昭和 29 年 5 月 1 日制定、平成 16 年 3 月 31 日失効）が定められた。 
これに基づき、全国を 218 流域に区分して流域別に農林水産大臣が「保安林整備計

画」を定め、保安林の計画的な整備が行われた。保安林整備臨時措置法は、その後 4 回

にわたり延⻑され、第 5 期保安林整備計画（平成 6〜15 年度）までの期間で、わが国の

森林面積の約 4 割に相当する約 1,000 万 ha の指定がなされた。なお、ここで定められ

た 218 流域の区分は現在もそのまま用いられている。図 2-1-1 及び表 2-1-1 に保安林整

備計画流域の位置と一覧を示す。 
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現在は、「地域森林計画等に基づく計画的な保安林の指定、解除等」（平成 24 年 3
月 30 日付、林野庁⻑官から各都道府県知事、各森林管理局⻑宛て通知）によって、地

域森林計画又は国有林の地域別の森林計画において、保安林の整備に関する事項を定め、

保安林の計画的な指定、解除等の一層の推進を図ることとされている。  

 
図 2-1-1 保安林整備計画の 218 流域区分図（林野庁ホームページより） 
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表 2-1-1 保安林整備計画の 218 流域一覧（林野庁ホームページより） 

  
  

第 5 期保安林整備計画（平成 6〜15 年度）までで、全国的な保安林の計画的整備は一

応の完了を⾒るとともに、現在も地域森林計画等に基づき計画的な保安林指定、解除が

進められているところであるが、既に述べたように、近年は、東日本大震災を契機とし

て、国土強靭化の観点から、森林の国土保全機能の一層の発揮が求められている一方、

再生可能エネルギー施設の導入等の観点からの森林の他用途への利用の期待が高まっ

ている状況にある。 
これを受け、今後山地災害対策の強化を一層図っていくためには、山地災害危険地区

の選定と併せて、既存保安林指定地を含め、それらの適正な保安林配備を進めることが

重要であり、その基礎情報として現状の保安林の位置情報を把握することが必要である。 
流域ごとに保安林の配備状況を整理すると同時に、流域における様々な立地条件（地形、

傾斜等）と林相状態（樹種、林齢等）等の情報を重ね合わせることにより、 
 地域内での配備状況の偏り 
 地域間の配備の傾向 

の両面で保安林の状態を把握することが可能であり、今後の計画的な保安林の配備等に

資する基礎情報として有用なデータベースになると考えられる。 



8  

  

法的に効力のある保安林の位置情報は、官報に記載された所在場所であり、部分指定

保安林の場合を除き、原則として地番を単位としている。その情報は、保安林台帳とし

て整理されるとともに、付属図面としては「保安林配備図」「保安林管理図」として整

備されている。 
一方、保安林の地理空間的な位置を示す情報は、国土調査法に基づく地籍調査により

地籍図が作成されている場合であれば、GIS ソフト上等においてそのまま他の地理空間

情報を重ね合わせて表示して利用することが可能である。 
しかし、保安林の位置を示した付属図面は、多くの場合、地理空間情報の不明確な公

図等をもとに位置合わせをして作成されているため、これを GIS ソフト上等で表示しよ

うとすると、様々な不都合が生じることになる。このような事情から、地籍調査の進ん

でいる一部の県を除き、一般的に全国における保安林情報の GIS 化はほとんど進んでい

ない状況である。 
一方で、保安林の配備状況を面的に把握し、計画的な配備等の参考資料として利用す

る立場からは、台帳上の地番の正確な位置情報は必ずしも必要ではなく、少なくとも1/5,000 以上、1/25,000〜1/100,000 といったマクロなスケールの範囲で、保安林の（お

おまかな）位置が把握できればよいともいえる。このような観点で、一部の都道府県の

森林 GIS では、保安林に関する属性情報を有している場合がある。この場合、データ更

新の時点差により台帳情報と GIS 情報が同期しない場合もある。 
これらの事情を鑑み、本事業で利用する保安林情報は、必ずしも正確な位置情報を示

したものではないことを前提条件として、林相や立地条件等の様々な情報を重ね合わせ

た結果について誤解の生じないよう、慎重に取り扱うことに留意してデータベース化を

進めることが重要である。 
(2)  

データベース化の内容は、国土保全に関わる保安林（1〜3 号保安林：水源かん養保

安林、土砂流出防止保安林、土砂崩壊防止保安林）や落石防止保安林を中心とする保安

林について、その指定、治山事業による整備、解除等の動態に関するデータを集積する

とともに、それらの保全対象となる施設等を面的に整理し、それらを重ね合わせたデー

タベースとして整備した。 
データベース化した項目は、次項において詳述するが、下記のようなものが含まれる

ことに留意し、必要に応じその他の項目を追加した。 
  ・保安林種（保安林台帳） 
  ・面積（保安林台帳） 
  ・指定施業要件（保安林台帳） 
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  ・保安林現況（森林簿情報） 
  ・保全対象（保安林情報） 
  ・森林施業の実施状況（森林簿情報） 
  ・治山事業の実施状況（治山台帳等） 
  ・立地条件等（地形、傾斜、方位、地質、土壌、気候条件） 
  ・その他要件（森林の機能区分、山地災害危険地区）  
(3)  

本事業では、全国の保安林の配備状況を把握するため、全国 218 流域の中から 25 流

域程度を選定した。 
選定に当たっては、以下の点に留意し、必要な情報を事前収集のうえ、多様な流域が

カバーされることに配慮した。 
 基本的な対象は重要流域（大臣権限）とするが、必要に応じてその他の流域を含め

ること。 
 流域内の⺠有林と国有林の面積構成のバランスを考慮すること。 
 地域のバランスに配慮し、北海道から九州まで、全国からまんべんなく流域が選定

されること。 
 効率的な情報整備のため、事前の都道府県等への聞取り情報に基づき、保安林デー

タなど必要な情報が電子化されている流域を優先。 
 事前情報に基づき、流域内で過去の豪雨等の災害履歴がある流域を優先。 
 事前収集した利水情報から利水の形態をいくつかに類型化し、類型ごとに対象流域

を選択する。 
 以上に配慮して選定した流域の一覧を表 2-3-1 に示す。             
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表 2-3-1 選定流域一覧 
流域

番号 
流域 重要流域 対象都道府県 

31 新井田川 ○ 青森・岩手 

34 閉伊川   岩手 

48 荒川 ○ 山形・新潟 

71 山形県境～荒川   新潟 

73 関川 ○ 新潟・長野 

81 庄川 ○ 冨山・岐阜 

89 富士川 ○   

92 木曽川 ○ 長野・岐阜・愛知・三重 

106 愛知県境～鈴鹿川 ○ 三重 

107 鈴鹿川 ○ 三重 

108 鈴鹿川～宮川 ○ 三重 

112 淀川 ○ 滋賀・奈良・三重・京都・大阪 

113 由良川 ○ 京都・兵庫 

129 日高川 ○ 奈良・和歌山 

130 富田川   和歌山 

154 黒瀬川～太田川   広島 

156 太田川～山口県境 ○ 広島・山口 

158 島根県境～橋本川   山口 

162 厚東川～佐波川 ○ 山口 

192 佐賀県境～川棚川   長崎 

193 中半島部 ○ 長崎 

202 大分川 ○ 大分 

204 番匠川 ○ 大分 

207 耳川   宮崎 

208 一ツ瀬川 ○ 宮崎  
(4)  

 データベース化のため収集対象としたデータ項目及び想定されるデータ形式を表 2-4-1 に整理した。25 流域で実際に収集したデータは、流域別及びデータ項目別に整理し

たフォルダに格納してデータベースとして整理した。収集したデータ項目の内容は巻末

資料として整理した。      
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表 2-4-1 データベース化項目一覧 
項目1 項目2 項目3 対応するデータ（例） 

整備
範囲 

森林簿情報等 

森林計画図（森林
GIS） 

林班（準林班）ポリゴン シェープファイル等 

流域 

小班ポリゴン シェープファイル等 

林相ポリゴン シェープファイル等 

森林簿 

林種 CSV、DBF等 

樹種 CSV、DBF等 

林齢 CSV、DBF等 

森林の機能区分 CSV、DBF等 

森林施業の実施状況（施業履歴） CSV、DBF等 

保安林情報等 

保安林現況（保安
林GIS） 

保安林種 シェープファイル等 

流域 

面積 シェープファイル等 

その他 シェープファイル等 

保安林台帳 

指定施業要件 CSV、DBF等 

保全対象 CSV、DBF等 

その他 CSV、DBF等 

治山情報等 

災害危険箇所（治
山GIS） 

山腹崩壊危険箇所 シェープファイル等 

流域 

土砂流出危険箇所 シェープファイル等 

地すべり危険箇所 シェープファイル等 

治山事業の実施状況、その他 シェープファイル等 

治山台帳（その他） CSV、DBF等 

立地条件等 

地形図 TIFF等画像データ 
小流
域 

傾斜 シェープファイル又はメッシュデータ 

流域 

方位 シェープファイル又はメッシュデータ 

地質 シェープファイル又はメッシュデータ 

土壌 シェープファイル又はメッシュデータ 

気候条件 シェープファイル又はメッシュデータ 

その他要件 

森林生態系多様性
基礎調査 

プロット優先樹種 

シェープファイル等（ポイントデー
タ） 

流
域：
点デ
ータ 

林分の発達段階 

下層植生食比率 

林床植被率 

立地条件（（4）立地条件で代替） 

主要水系GIS シェープファイル等 流域 

水文水質データベース 
観測所単位の雨量、水位、流量、水質
等 

流域 

CS立体図 画像データ 
小流
域 

累積流量図 メッシュデータ 
小流
域 

保全対象 
市街化区域 シェープファイル等 流域 

農業地域 シェープファイル等 流域  
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(5)  

収集したデータをもとに、流域内の森林と保安林の分布状態について、25 流域のう

ち 12 流域を選びデータベースの集計を行った。残りの流域は GIS データと台帳の整合

性が取れなかったため割愛した。なお、集計は保安林整備計画流域スケールで検討可能

な水源涵養機能に注目した。土壌と表層地質で取り上げた項目は保水力が高い土壌と貯

水量が多い表層地質である。  
表 2-5-1 庄川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 106,214.05 

うち水源かん養保安林（ha） 10,869.21 

水源かん養保安林の面積割合（%） 10.2% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 8.7% 

森林褐色土（%） 72.2% 

その他（%） 19.0% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 73.0% 

変成岩類（%） 3.2% 

火成岩類（%） 23.3% 

その他（%） 0.5%  
表 2-5-2 ⽊曽川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 1,808,277.18 

うち水源かん養保安林（ha） 140,143.33 

水源かん養保安林の面積割合（%） 7.8% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 4.4% 

森林褐色土（%） 81.3% 

その他（%） 14.2% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 79.1% 

変成岩類（%） 5.2% 

火成岩類（%） 14.6% 

その他（%） 1.1%      
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表 2-5-3 愛知県境〜鈴⿅川流域のデータベース集計結果 
森林面積 

全森林面積（ha） 22,757.23 

うち水源かん養保安林（ha） 608.15 

水源かん養保安林の面積割合（%） 2.7% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 0.0% 

森林褐色土（%） 77.8% 

その他（%） 22.2% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 15.7% 

変成岩類（%） 0.0% 

火成岩類（%） 2.2% 

その他（%） 82.1%  
表 2-5-4 鈴⿅川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 15,698.22 

うち水源かん養保安林（ha） 260.18 

水源かん養保安林の面積割合（%） 1.7% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 0.0% 

森林褐色土（%） 94.3% 

その他（%） 5.7% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 4.4% 

変成岩類（%） 0.0% 

火成岩類（%） 89.9% 

その他（%） 5.7%  
表 2-5-5 鈴⿅川〜宮川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 86,257.07 

うち水源かん養保安林（ha） 6,433.15 

水源かん養保安林の面積割合（%） 7.5% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 1.0% 

森林褐色土（%） 94.6% 

その他（%） 4.4% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 23.2% 

変成岩類（%） 49.0% 

火成岩類（%） 25.5% 

その他（%） 2.2% 
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表 2-5-6 淀川流域のデータベース集計結果 
森林面積 

全森林面積（ha） 437,676.39 

うち水源かん養保安林（ha） 8,735.28 

水源かん養保安林の面積割合（%） 2.0% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 0.0% 

森林褐色土（%） 93.8% 

その他（%） 6.2% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 0.5% 

変成岩類（%） 7.2% 

火成岩類（%） 90.5% 

その他（%） 1.7%  
表 2-5-7 日高川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 274,740.49 

うち水源かん養保安林（ha） 151,615.58 

水源かん養保安林の面積割合（%） 55.2% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 0.2% 

森林褐色土（%） 99.7% 

その他（%） 0.1% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 99.9% 

変成岩類（%） 0.0% 

火成岩類（%） 0.0% 

その他（%） 0.1%  
表 2-5-8 島根県境〜橋本川流域のデータベース集計結果 

森林面積 

全森林面積（ha） 30,468.99 

うち水源かん養保安林（ha） 106.17 

水源かん養保安林の面積割合（%） 0.3% 

土壌分布（水

源かん養保安

林内） 

黒色土（%） 0.0% 

森林褐色土（%） 75.3% 

その他（%） 24.7% 

表層地質分布

（水源かん養

保安林内） 

堆積岩類（%） 100.0% 

変成岩類（%） 0.0% 

火成岩類（%） 0.0% 

その他（%） 0.0% 




