
105  

5 

 



106  

1  

 

  

  
草

4.5km
BD(dry)

15
20

450
780m

2,382mm

31 80/56
76
66
53

  

  
25 10 3 11 14   

17.6900
11 12

1

(ha) (ha)

17.6900

23 9 20 15

25      N=2

(100m) (100m) (3 ) (1 ) (0.2ha) (100m)
 

23 9 20 15

  

  

(ha )
 88%

 3%

252m3/ha
 2%

 7%

9.0043ha 17.6900ha

17.6900ha

1310 1 2 8



107  

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 5-1 ⽊曽川保安林整備計画流域内の保安林配備状況（地形図）  
対象保安林を含む単位流域の周囲には崩壊土砂流出危険地区が広範囲で存在してい

る。土砂流出防備保安林も配備が進められているものの、危険地区の重なっているもし

くは人家、公共施設との間に配備されていないため、効果的に防備するためにはそのよ

うな場所での指定が望ましい。水源かん養保安林で危険地区をカバーしている場所も⾒

受けられる。 
対象保安林を拡大してみると、当範囲は危険地区には指定されていないが、衛星画像

から⾒ると裸地化している森林域が⾒られる。衛星画像の撮影年が不明でかつ裸地の原

因が伐採のためなのか災害のためなのか不明だが、当該地域について危険地区かどうか

再検討が必要かもしれない。 
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図 実 5-2 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 5-3 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） 

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 14:00〜15:00 
場所：岐阜県東白川村役場産業建設課林務商工係 
聞き取り先：辻 普稔氏 
聞き取り： 宗像 
聞き取り内容： 
・東白川村は、東濃ヒノキでも有名な林業地である。森林所有者も林業経営に対して意

識が高い地域である。昔から山林経営で生活してきた者が多い。 
・東白川村内の森林所有者は、ほとんどが村内在住者である。 
・今回の治山事業の原因となったのは、平成２３年９月２０日の台風１５号豪雨災害で

あり、当該流域の渓流から土砂が流出した。幸いにも人的被害や家屋の損傷などはなか

った。 
・当地域においてこうした災害は頻繁に起こるものではないが、台風などにより降雨が

集中したときなど、急峻な地形もあいまって、こうした被害が起こり得る。今回の沢も

雨が降らないときは、ほとんど水が流れていない枯沢であるが、豪雨時には一気に水が

流れることとなる。 
・今回の治山事業については、災害後、森林所有者から村役場に対し、治山事業の要望

が上げられた。地権者２人のうちの１人は、災害の起きた沢のすぐ下流に住んでいるこ

とから、地権者でもあり、災害の被害者でもあり得る。 
・治山ダム施工箇所の保安林は、基本的に指定施業要件が択伐となっている。皆伐にし

て⽊を伐ってしまうと、豪雨などの際、一気に水が出てしまうからである。 
・保安林の指定範囲は、治山工事箇所を含む流域を設定することが基本となっている。

東白川村の場合は、所有者が地元住⺠であることに加え、森林所有者１人当たりの所有

面積が広く、保安林設定に係る地権者の数が限定されることから、指定範囲が広くても

同意が取り易い状況である。ただし、地権者が多数存在する場合、治山ダム周辺地域か

ら上流に最低限必要な範囲の筆を中心に設定することもある。 
・保安林設定に際し、筆を区切るということはない。また、昔は治山ダム周辺の保安林

設定もあったようであるが、現在では行われていない。 
・当地域は山がちであり、地形も急峻であることから、森林所有者もいつかは自分の山

が崩れるのではないかといった危機感を持っているようである。そういったこともあり、

治山工事や保安林指定に関し、地権者は比較的協力的である。これまでに、事業の実施

に際し、地権者の同意が取れなかった事例はほとんどない。ただし、仮に地権者の同意

が取れなかった場合は、同意が取れるまで、事業は後回しとなってしまうことが考えら

れる。 
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・保安林指定までの段取りについて、基本的に所有者や地元住⺠から、治山ダム設置の

要望が役場に対して挙げられる。役場では地権者を確認し、実施が可能そうであれば、

県の方に要望を上げる。治山ダムの施工には必要な要件があるので、それを満たしてい

るかを確認し、県の担当者に判断してもらうことになる。 
・東白川村の森林は、広葉樹がほとんどなく、８０％以上針葉樹人工林となっている。

さらにその大部分が伐期を迎える壮齢、高齢級の林分となっている。 
・昔材価が良かった時期とは異なり、今の林業的な状況では大規模な皆伐が行われにく

いので、択伐が要件の保安林にしても、経営的にはあまり影響がないと考える所有者が

多いようである。 
・保安林指定の同意を拒む所有者の理由としては、林業経営への影響というより、治山

ダム施工により、土地が減るのを嫌がるといった理由が考えられる。 
・治山ダムの施工は、下流域に暮らす人からすれば、豪雨時に土砂を止めてくれる施設

として、安心感を与えるものと考えているようである。 
・当該地域は、山間部でもあり、都市地域周辺のように、地権者が山林を投資目的で購

入するようなことはない。昔から純粋な林業経営の場として考えている。その辺が、他

の地域と地権者の同意において違いがあるかもしれない。 
・治山ダム施工対象地の地権者には、治山ダムの施工に伴って保安林指定が必要となる

旨を説明し同意を得ることになる。その際、保安林の指定と治山ダムの施工の同意を同

時に取っている。地権者には個別対応で説明を行っている。 
・地元説明会については、まず、治山ダムの設計が済んだ段階で行い、さらに、治山工

事業者が決定した段階で、現地での説明会を行っている。 
・山地災害危険地区について、東白川村内にも多数指定箇所が存在する。山地災害危険

地区に設定されている箇所で、実際に災害は起こっていないが、所有者からの要望で治

山ダムを入れ、保安林指定して欲しい旨、要望が上がる場合がある。 H26 年度は、山地災害危険地区の箇所で要望が上がり、予防治山を行った箇所が３箇所

あった。災害がない場合、治山ダムおよび保安林の指定箇所は、村内で年１箇所程度で

ある。 
・基本的に所有者さんからの要望があって、治山ダム施工を行っているのが現状である

（実際に所有者からの要望が多い）。所有者からの要望が上がらない場合は、山地災害

危険地区などを参考に、役場から所有者に対し治山ダム施工と保安林指定を薦める場合

もある。 
・治山堰堤を施工する急峻な沢部は、あまり植林を行わない箇所なので、所有者もあま

り気にしないということもあるかもしれない。 
・保安林指定範囲と地権者の確認については、森林簿で地番や所有者を確認し、それに

字絵図などの情報を加味している。作成した図面を地権者に確認してもらっている。保

安林の指定に関して、地籍を１つづつ確認することまでは行っていない（地籍調査の進
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捗が遅れていることから、実質できない）。ただし、治山ダムの施工箇所については詳

細に地権者の確認を行っている。 
・地権者の同意を得るにあたり、相続が障害となる場合が多い（相続により所在が分か

らない、相続者が多数いるなど）が、東白川村の場合は、地権者がほとんど村内在住者

なので、相続に関する情報は大体把握できている。 
また、村内の森林施業の関係は地元の森林組合が中心となって行っていることから、所

有者情報については森林組合の協力を得ることにより把握することができる。                             
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3.2  
・対象となる小流域は、岐阜県、愛知県にわたる⽊曽川（重要流域）にあり、岐阜県加

茂郡東白川村越原手掛原地区に位置する（⾶騨川森林計画区 東白川村 86 林班）。 
・手掛原地区は、東白川村の役場から 4km ほど北⻄にあり、県道 256 号に沿って、村

内を流れ⾶騨川に注ぐ白川沿いに位置する。 
・手掛原地区は、白川と並行して走る県道 256 号と、左岸の山腹に挟まれた平坦地に位

置する。地区には 3 戸の⺠家と 1 軒の製材所があり、周辺には耕作地もみられる。 
・対象流域は、手掛原地区の白川左岸側に位置しており、標高は、白川沿いで 400m、

尾根の手掛岩山付近で 900ｍあり、標高差は 500m 程度となっている。傾斜は山裾か

ら尾根にかけて徐々に急峻となっており、山裾付近では 10〜20 度程度であるが、尾

根に向かうに従って 30 度を超える斜面が多くなる。 
・当該地域は、東濃ヒノキの産地として有名であり、対象流域の林相も 80％以上がヒ

ノキ林となっている。50 年生以上の高齢級林分も多くみられる。森林土壌は BD（ｄ

ｒｙ）であり、ヒノキ植林地のある山腹部では土壌深はそれほど厚くない。林床植生

として、ヒノキの林床などがササに覆われる個所がみられる。 
・保安林の指定箇所は、手掛原地区の白川右岸の山腹 17.69ha であり、平成 23 年 9 月20 日の台風 15 号によって、当該流域の渓流から土砂が流出した。幸い手掛原地区の

人的被害や家屋の損傷などはなかった。この災害の復旧治山事業として、当該流域に

は、2 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た。 

 
手掛原地区より白川下流方向の遠望（左側は県道 265 号線） 
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手掛原地区の⺠家  

 
手掛原地区の製材所（手前は県道 265 号線）  
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手掛原地区からみた対象流域の遠望  

 
手掛原地区からみた対象流域の遠望  




