
No 質問項目 回答
1 森林管理局名を回答ください。

2

現在、貴局で管理している保安林台帳の数を教えてください。
なるべく詳細に回答いただけますと幸いです。

（補足:質問の意図）今後、台帳情報等をデジタル化するにあたり、今後のデジタル化作業にかかる
作業時間などを、既存の台帳数から推定することを目的としています。局で管理する全ての保安林台帳
の数を回答いただくことを想定していますが、何かご不明な点がございましたら、連絡いただけますと幸い
です。

全ての台帳数

3 管理している全ての台帳において、その形式の割合を教えてください。
紙で管理　　　　　　　（　　　　　　）
PDFで管理　　　　　 （　　　　　　）
Excel、csvで管理   （　　　　　　）

➀

➁

➂
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保安林台帳をデジタル化するにあたり、全局で統一した治山台帳の入力項目を検討しています。
あくまでも既存の台帳（紙）は今後も主体で利用し、システム上（GISデータと紐づけて基本的な保
安林の情報を閲覧できる）での管理項目と認識ください。

現時点での検討内容を「入力リスト」シートにて整理しています。
項目内容を確認いただき、以下ご確認ください。
➀局で管理してきた台帳の中で、項目に含まれておらず、システムで管理したい内容はあるか。ある場
合、その項目と内容を詳細に教えてください。
➁E列の「必須か」を確認いただき、現在局で管理できていない項目が「必須」となっていないかご確認く
ださい。ある場合、その項目を教えてください。
➂F列の「入力規則」をご確認いただき、現在局で管理している項目では入力できない規則である場
合、その項目と実際の入力状況を教えてください。

また、イメージにはなりますが、「入力リスト」シートの内容を「保安林台帳」、「備考」、「樹種」、「受益対
象・指定除外地」、「災害」、「指定施業要件の内容」シートにて台帳の形で表記しています。
※あくまでもイメージであり、これが台帳の入力フォーマットになるわけではありません。

保安林台帳ヒアリング内容



No シート 大項目 項目 必須か 入力規則 リスト項目 備考
1 保安林台帳 基本情報 森林管理局 必須 リストから選択 北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州
2 保安林台帳 基本情報 台帳番号　　　　　　　 　　　 自由入力
3 保安林台帳 所在場所 流域名 自由入力
4 保安林台帳 所在場所 森林計画区名 自由入力
5 保安林台帳 所在場所 都道府県 必須 リストから選択 シート：総務省全国地方公共団体コード
6 保安林台帳 所在場所 市町村 必須 自由入力
7 保安林台帳 所在場所 大字 必須 自由入力
8 保安林台帳 所在場所 字 必須 自由入力
9 保安林台帳 所在場所 地番 自由入力

10 保安林台帳 森林所有者の氏名・住所 所有権（氏名） 自由入力
11 保安林台帳 森林所有者の氏名・住所 市町村 自由入力
12 保安林台帳 森林所有者の氏名・住所 大字 自由入力
13 保安林台帳 森林所有者の氏名・住所 字 自由入力
14 保安林台帳 森林所有者の氏名・住所 地番 自由入力
15 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 権利の種類 自由入力
16 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 権利者の氏名 自由入力
17 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 市町村 自由入力
18 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 大字 自由入力
19 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 字 自由入力
20 保安林台帳 当該森林に関する登記済の権利 地番 自由入力
21 保安林台帳 申請者住所氏名 申請者（氏名） 自由入力
22 保安林台帳 申請者住所氏名 市町村 自由入力
23 保安林台帳 申請者住所氏名 大字 自由入力
24 保安林台帳 申請者住所氏名 字 自由入力
25 保安林台帳 申請者住所氏名 地番 自由入力
26 保安林台帳 指定の目的 指定の目的 必須 自由入力
27 保安林台帳 全面積 台帳(単位：ha) 必須 数値入力（単位：ha）
28 保安林台帳 全面積 実測又は見込 数値入力（単位：ha）
29 保安林台帳 保安林面積 台帳(単位：ha) 数値入力（単位：ha）
30 保安林台帳 保安林面積 実測又は見込 数値入力（単位：ha）
31 保安林台帳 指定手続の経過 法第47条の適用の有無 自由入力
32 保安林台帳 指定手続の経過 申請年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
33 保安林台帳 指定手続の経過 申請番号 自由入力
34 保安林台帳 指定手続の経過 進達年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
35 保安林台帳 指定手続の経過 通達番号 自由入力
36 保安林台帳 指定手続の経過 法第29条の通達年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
37 保安林台帳 指定手続の経過 法第29条の通達番号 自由入力
38 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の告示年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
39 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の告示番号 自由入力
40 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の掲示年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
41 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の掲示番号 自由入力
42 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の通知年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
43 保安林台帳 指定手続の経過 法第30条の通知番号 自由入力
44 保安林台帳 異義意見及び聴聞 異義意見書提出年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
45 保安林台帳 異義意見及び聴聞 異義意見の概要 自由入力
46 保安林台帳 異義意見及び聴聞 聴聞実施年月日及び場所 自由入力
47 保安林台帳 異義意見及び聴聞 異義意見提出人陳述の要旨 自由入力
48 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第1項の告示年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
49 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第1項の告示番号 自由入力
50 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第1項の通知年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
51 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第1項の番号 自由入力
52 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第3項の通知年月日 元号・月日はリストから選択、年度は半角英数字で入力
53 保安林台帳 指定手続の経過 法第33条第3項の番号 自由入力
54 保安林台帳 指定時の現況（地況） 位置 必須 自由入力
55 保安林台帳 指定時の現況（地況） 地質 リストから選択 シート：地質コード
56 保安林台帳 指定時の現況（地況） 地質（備考） 自由入力
57 保安林台帳 指定時の現況（地況） 土壌 リストから選択 シート：土壌コード
58 保安林台帳 指定時の現況（地況） 土壌（備考） 自由入力
59 保安林台帳 指定時の現況（地況） 傾斜 リストから選択 シート：傾斜コード
60 保安林台帳 指定時の現況（地況） 傾斜（備考） 自由入力
61 保安林台帳 指定時の現況（地況） 標高 数値入力（単位：m）
62 保安林台帳 指定時の現況（地況） 標高（範囲） 自由入力
63 保安林台帳 指定時の現況（地況） 降水量（年） 数値入力（単位：mm）
64 保安林台帳 指定時の現況（地況） 降水量（年、範囲） 自由入力
65 保安林台帳 指定時の現況（地況） 林齢 数値入力（単位：年）
66 保安林台帳 指定時の現況（地況） 林齢（範囲） 自由入力
67 保安林台帳 指定時の現況（地況） 疎密度 自由入力
68 保安林台帳 指定時の現況（地況） 蓄積 数値入力（単位：ha）
69 保安林台帳 指定時の現況（地況） 下層植生 自由入力
70 保安林台帳 指定時の現況（地況） 生育状況 自由入力
71 保安林台帳 指定時の現況（地況） 無立木地面積 数値入力（単位：ha）
72 保安林台帳 指定時の現況（地況） 崩壊地面積 数値入力（単位：ha）
73 保安林台帳 指定理由 指定理由 自由入力
74 保安林台帳 他法令との関係 他法令との関係 自由入力 ※入力内容の確認
75 保安林台帳 保安施設地区台帳整理番号 保安施設地区台帳整理番号 自由入力 ※入力内容の確認
76 備考 備考 告示年月日 自由入力
77 備考 備考 農林水産省告示 自由入力
78 備考 備考 更新理由 自由入力
79 備考 備考 変更コメント 自由入力
80 樹種 樹種及び混合符合 樹種 自由入力
81 樹種 樹種及び混合符合 混合符合（%） 数値入力（単位：％）
82 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 区分 リストから選択 シート：保安林種コード （受益対象・指定除外地）以外に入力項目はあるか
83 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 人家（ha） 数値入力（単位：ha）
84 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 田（ha） 数値入力（単位：ha）
85 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 畑（ha） 数値入力（単位：ha）
86 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 国道（ha） 数値入力（単位：ha）
87 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 県道（ha） 数値入力（単位：ha）
88 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 市町村道（ha） 数値入力（単位：ha）
89 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 林道（ha） 数値入力（単位：ha）
90 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 公共施設（ha） 数値入力（単位：ha）
91 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 用水路（ha） 数値入力（単位：ha）
92 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 人口（千人） 数値入力（単位：ha）
93 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 農耕地（ha） 数値入力（単位：ha）
94 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 道路（ha） 数値入力（単位：ha）
95 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 鉄道（ha） 数値入力（単位：ha）
96 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 その他（ha） 数値入力（単位：ha）
97 受益対象・指定除外地 受益対象・指定除外地 備考 自由入力
98 災害 災害 災害名 自由入力
99 災害 災害 河川氾濫 リストから選択 あり、なし

100 災害 災害 床上浸水（戸） 数値入力（単位：戸）
101 災害 災害 床下浸水（戸） 数値入力（単位：戸）
102 災害 災害 田畑冠水（ha） 数値入力（単位：ha）
103 災害 災害 備考 自由入力
104 指定施業要件の内容 禁伐 字名 自由入力 字名、国有林名、林小班番号、指定はあるのか
105 指定施業要件の内容 禁伐 面積 数値入力（単位：ha）
106 指定施業要件の内容 択伐ア 字名 自由入力
107 指定施業要件の内容 択伐ア 面積 数値入力（単位：ha）
108 指定施業要件の内容 択伐イ 字名 自由入力
109 指定施業要件の内容 択伐イ 面積 数値入力（単位：ha）
110 指定施業要件の内容 伐採種を定めないア－1 字名 自由入力
111 指定施業要件の内容 伐採種を定めないア－1 面積 数値入力（単位：ha）
112 指定施業要件の内容 伐採種を定めないア－2 皆伐面積の限度 数値入力（単位：ha）
113 指定施業要件の内容 伐採種を定めないイ 字名 自由入力
114 指定施業要件の内容 伐採種を定めないイ 面積 数値入力（単位：ha）
115 指定施業要件の内容 伐採種を定めないイ 択伐率 数値入力（単位：％）
116 指定施業要件の内容 間伐 字名 自由入力
117 指定施業要件の内容 間伐 面積 数値入力（単位：ha）
118 指定施業要件の内容 間伐 間伐率 数値入力（単位：％）


