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2  

対象保安林が所在する岐阜県内には約 228,200ha の危険地区が存在する。なお、土砂

流出防備ならびに土砂崩壊防備保安林は約 101,100ha 存在する。保安林整備計画流域ス

ケールでは両保安林種が適正に配備されているかどうかは判断できないので、単位流域

スケールで検討を行う。 

 
図 実 4-1 ⽊曽川保安林整備計画流域内の保安林配備状況（地形図）  

単位流域スケールで対象保安林の周囲状況を⾒てみると、崩壊土砂流出危険地区が広

範囲で存在しており、山腹崩壊危険地区も人家、公共施設等に隣接して散在いる。一方、

単位流域内では保安林指定はあまり進んでいないようである。 
対象保安林の範囲を拡大すると、崩壊土砂流出危険地区上に人家の際まで指定されて

おり、土砂流出防備効果が高いものと考えられる。他にも山腹崩壊危険地区と人家、公

共施設の間に土砂流出防備保安林や土砂崩壊防備保安林が整備されており、保安林配備

としては望ましい状況と考えられる。 
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図 実 4-2 対象保安林を含む単位流域周辺の保安林配備状況（地形図） 

 
図 実 4-3 対象保安林を含む単位流域周辺の保安林配備状況（衛星画像） 
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図 実 4-4 対象保安林周辺の保安林配備状況（衛星画像） 

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
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3  
3.1  
日時：H27 年 3 月 13 日 10:00〜11:00 
場所：岐阜県中濃振興局環境課環境保全係 
聞き取り先：伊佐治 久道氏（元 岐阜県可茂農林事務所 担当者） 
聞き取り： 宗像 
聞き取り内容： 
・当該流域の位置する白川町は、東濃ヒノキなどで有名な林業地帯となっている。 
・平成 23 年 9 月 20 日の台風 15 号による豪雨災害により、土砂等が下流の住宅や水田

に流れ出した。下流の住人は避難しており、人的な被害はなかった。 
・白川町では、頻繁に豪雨災害が起こっているわけではないが、山間部で地形も急峻で

あることから、大雨が降れば、こうした災害が起こることが考えられる。 
・岐阜県の治山事業の場合は、県庁の治山課で手順や方針を決め、それに沿って事業を

行う流れである。 
・基本的には、国の規定に則っているが、治山事業個所の周辺における保安林の指定方

法などに岐阜県の方針が定められている。治山工事を実施する場合の保安林の指定につ

いては、基本的に筆単位であり、部分指定は行わない。過去には保安施設地区と施設ま

わりだけを択伐指定していたこともあったが、現在では筆単位で、全域を択伐指定する

ことになっている。また、保安林の指定範囲は、施設地区だけではなく、広く指定する

こととしている。流域単位での指定が理想的であるが、指定範囲を広げ過ぎると地権者

の手続等で、工事着手が遅れる可能性があることから、必要最小限の範囲としている。 
・基本的には、地元からの要望で治山事業や保安林指定を実施している。事業の実施に

ついては、まず、地元住⺠や地権者など、個人からあげられた要望を市町村が取りまと

め、それを市町村が県に上げることとなる。その時点では、地権者のとりまとめまでは

行われていない。 
・地権者に対する説明について、説明会を開催しようとしても、不在村地主などがいて、

全員を集めることは困難であることから、個別に対応することとしている。各地権者に

対し、「此々という災害があったので治山工事を行いたい、手続きが必要なので同意し

て欲しい」、旨の文章を送ることとなる。その際、工事図面や事業計画の書類なども合

わせて送ることとなる。そうした地元地権者とのやり取りについて、実質的には市町村

役場が担うこととなる。 
・相続の関係や不在村地主など、地権者の同意が取りにくい場合があり、そうした場合、

工事の進捗を優先する観点から、同意のとれる地権者だけを取りまとめて実施するケー

スもある。 
・白川町は林業地であることから、林業経営上、保安林指定に難色を示す地権者もいる
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が、土砂の流出を防止するために、治山工事と指定施業要件（択伐）が必要であること

を説明し、理解を得るようにしている。 
・土砂流出防備保安林では、指定施業要件が皆伐に指定された保安林でも、将来的に山

が安定して土砂の流出がないと判断されれば、指定施業要件を択伐から皆伐に変更する

こともあり得る。一度設定したら、将来的にも必ずそのままで行かなければならないわ

けではない。 
・予防治山事業は山地災害危険地区でなければ採択されないことから、今回の指定地も

山地災害危険地区の指定がなされている。 
・山地災害指定地区の保安林指定を進めることについて、実際に災害が起きて治山工事

や保安林指定が必要な個所がある状況を勘案すれば、山地災害危険地区であっても、災

害の起きていない個所を保安林指定することは、地権者の同意もさることながら、予算

やマンパワーの現状から考えれば、優先順位は下がるものと思われる。 
・治山事業を実施する場合、予算承認を得ないと委託事業などを出せないことから、治

山ダムの設計図面などを作成することができない。設計図面も無く地権者に同意を求め

ることはできないので、まず保安林の指定範囲と概略の治山ダム図面（職員が測量して

作成など）で承認を得ることになる。その後、予算承認を経て、正式な設計図面等を作

成し、改めて地権者に提示することとなる。 
・地元森林組合等の協力について、分収林契約個所などが指定されれば、関係してくる

こともある。また、地権者のとりまとめに関し、市町村役場が森林組合に対して協力を

求めることもある。 
・地権者の同意で特に難しいのは、地権者が死亡していた場合など、地権者の下に相続

人が多数ぶら下がっているケースである。そうした場合、相続人を探し出して同意を得

ることは大変困難な場合が多い。 
・保安林指定範囲を設定する場合、地権調査が進んでいないことから、地籍図面を用い

て確認することは実質的にできない。治山ダムの施工箇所については、地権者の土地で

あることを現場立会を行って確認を行っている。それ以外の保安林の指定範囲について

は、森林簿、字絵図や地形図など⾒ながら図面緯線を引いているこことから、あまり正

確でない場合もあり得る。最低限、施設周りだけは、同意を得られた地権者の土地に確

実に入ることを確認する。保安林指定範囲については作成した図面をもとに、関係する

（であろう）地権者の同意を得ることとしている。 
・災害等が起こって、治山工事の要望が上がって来ても、相続の関係やその他の理由で

同意が取れない場合など、治山工事を実施できないことがある。     
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3.2  
・対象流域は、岐阜県、愛知県にわたる⽊曽川（重要流域）にあり、岐阜県加茂郡白川

町三川上海戸地区に位置する（⾶騨川森林計画区 白川町 409 林班）。 
・上海戸地区は、白川町の役場から 5km ほど南東にあり、県道 68 号に沿って、村内を

流れ⾶騨川に注ぐ赤川沿いに位置する。当該地区は、赤川と左岸側の山体に挟まれた

平坦地にあり、1 戸の⺠家と赤川沿いの耕作地からなる。 
・対象流域は、上海戸地区の赤川左岸側に位置しており、標高は、赤川沿いで 250m、

尾根付近で 600ｍあり、標高差は 350m 程度となっている。山裾から尾根にかけて傾

斜は急峻であり、30 度以上の斜面も多くみられる。 
・当該地域は、林業地としても有名であり、対象流域の林相は大部分がスギ・ヒノキ人

工林となっている。50〜80 年生の高齢級林分も多くみられる。森林土壌は BD（ｄｒ

ｙ）であり、土壌深はそれほど厚くないが、林床は落葉落枝でほぼ覆われている。沢

部や一部の急傾斜地において、斜面上方から移動したと思われる礫が散⾒される。 
・保安林の指定箇所は、上海戸地区の赤川右岸の山腹 14.9ha であり、平成 23 年 9 月20 日の台風 15 号によって、流域の渓流から土砂が下流の家屋や耕作地に流入した。

この災害を契機に、予防治山事業として、当該流域には、1 基の治山ダムが設置され

ることとなり、土砂流域防備保安林に指定されることとなった。  

 
上海戸地区より赤川下流方向の遠望（左側は県道 68 号線） 
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上海戸地区の⺠家と耕作地  

 
対岸の県道 68 号線からみた対象流域の遠望  




