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2  

対象保安林が所在する京都府内には約 29,300ha の危険地区が存在する。なお、淀川

整備計画流域と京都府が重なる範囲では、土砂流出防備ならびに土砂崩壊防備保安林は

約 5,600ha 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 2-1 淀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、山腹崩壊危険地区が人家、

公共施設等に隣接している。一方で、土砂流出防備本林は危険地区の上部に設定されて

いる。例えば、検討対象保安林の状態は土砂流出の発生を防備することに貢献している

が、斜面下部に治山事業がなされていないため、土砂が流出した際の受け止める構造物

として林⽊を存在させるために、危険地区に重ねて追加的に保安林配備を進めるべきだ

と考えられる。 
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図 実 2-2 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） 

E

E

E

EEEEEEEE

E
E

EE

EEE

EE

EE

EE

EE

EE

EEE

EE

E

EEE

ESource: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community ¸

対象保安林

E 治山事業

林班

単位流域

保安林種

水かん

土崩

土流

その他

山腹崩壊危険地区

崩壊土砂流出危険地区

地すべり危険地区

都市地域

農業地域

0 0.5 10.25 km



73  

3  

3.1  

日時：H27 年 3 月 12 日 10:30〜11:20 
場所：山城広域振興局農林商工部森づくり推進室 
聞き取り先：森林管理担当 松本 登氏 
      森林土⽊担当 堀 修二氏 
聞き取り： 金森、宗像 
聞き取り内容： 
・当該流域周辺の志津川沿いの炭山乾谷地区には 50 戸ほどの集落があり、元々居住し

ていた住人に加え、京都や宇治市内で働く新しい住⺠が住んでいる。 
・当該流域の森林は、元々は薪炭林であったと思われる、そこにスギ、ヒノキ等の植林

が行われてきた。当該流域の治山事業施工地に隣接して京都モデルフォレスト（NTT ド

コモ出資）があり、ヒノキ林などの間伐を行っている。近年ナラ枯れが激害化し、シカ

の被害も深刻である。もともと土地がやせていて、表土が薄く流防しやすい。 
・当該地流域は、人工林率も低く、森林所有者が積極的に林業経営を行って⽊材を出し

ているような、いわゆる林業地ではない。 
・平成 24 年 8 月 13 日から 14 日にかけて、累積雨量 300mm に達する京都南部豪雨が

起こった。この豪雨で当該流域を流れる志津川に大量の土砂が流れ込み、下流の住宅地

において死者 2 名、住宅の全壊、半壊など多大な被害が生じた。これにより、京都南部

豪雨は激甚災害に指定されている。 
・この災害が起こったことにより、当該流域において復旧治山事業が行われることとな

った。 
・治山事業地の保安林指定については、治山工事の実施について所有者に説明を行う際

に合わせて行うこととなっている（保安林指定ができなければ治山工事はできない）。 
・平成 24 年 8 月の京都南部豪雨の後、当該流域の地権者に対して、治山工事について

の説明会を開催して、治山工事実施についての同意を得るとともに、あわせて保安林指

定についても、その必要性を説明し同意を得ている。 
・当該流域の地権者は、所有者本人とその子息の 2 人であり、この周辺で大規模に土地

を所有されている方である。また、所有者が森林組合の役員を務めていることなどもあ

り、治山事業や保安林指定について理解を得られ、同意を得ることに関しては、特に問

題はなかった。 
・保安林の指定について、基本的には国の基準に則っており、京都府の独自の基準はと

くにない。保安林の指定については、基本的に流域単位とし、治山堰堤を入れる場合は

択伐を行うこととしている。 
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・土崩であれば対象となる山腹全域を択伐とするが、土流の場合は治山堰堤の周りを択

伐として設定することになる。 
・治山堰堤の周囲の択伐区域の設定について、堰堤の上流部は堆砂域を含める範囲、下

流は越流水深の関係で決める。両側は袖から何ｍか余裕をもって決めている。それで、

図面にあるような台形型になっている。 
・昔は、治山堰堤が入る個所の周辺を択伐にするという考えかたはなかったようである

が（全域皆伐だった）、少なくとも平成に入ってからは、今のような方法となっている。 
・ちなみに、当該指定地で保安林設定をする際、何らかの理由により禁伐となった個所

は記憶にない。 
・基本的に、治山工事個所について、その周辺を土流や土崩に指定することが一般的で

あり、治山工事なしで土流や土崩を指定する例は、京都では⾒られない。 
・保安林指定までの流れとして、災害が起きた後に、地権者に対して治山工事の実施に

ついての説明を行い同意を求める。その際にあわせて保安林指定の同意も得ることとな

る。治山事業を（林野庁に対して）申請する際に、治山施設設置同意書と保安林指定同

意書の両方が必要となる。 
・治山堰堤の周囲を択伐とする場合、そこを分筆することはせず、筆の一部を部分指定

することになる。その際には、治山の図面から堰堤を計画図面に落とし、そこに具体的

な択伐範囲を記載することとしている（堰堤から何ｍ幅など）。 
・市町村や地域の協力について、今回のような場合、災害調査を行うにあたり、地籍情

報等を得るために市町村の協力をまた、山の情報を得るために森林組合などに協力して

もらうことはある。地域住⺠への説明も、基本的に京都府が主体で行う。ただ、必要に

応じて、市町村に入ってもらう場合もある。 
・ただし、予防治山など、地元からの要望において実施する場合などは、地元の区⻑な

どが地権者の同意を取りまとめてくる場合もある。 
・保安林指定についての所有者の意識について、一般的に保安林指定されると、開発が

できない、森林の評価が下がるということで、難色を示す場合がある。とくに当該流域

は市街地に近いところなので、そうした傾向が強いと思われる。 
・京都南部は不在村地主が多いところである。都会に住んで、バブル期の頃に資産保持

のため山林を購入した所有者などは、保安林指定されると山林の価値が下がり、売れな

くなるということから、保安林指定に難色を示すものと考えられる。 
・また、当該流域周辺には、採石場や砂利採取場なども多くみられる。そうした点も保

安林指定を難しくしている要因と考えられる。 
・地権者に保安林指定の説明を行う場合、地図や写真などを用いた分かりやすい説明資

料を作成している。また、保安林の必要性をまとめたパンフレットなども使用している。 
・治山事業や保安林指定を行うにあたり、指定個所の地籍調査を新たに行うことはして

いない。基本的に流域で指定していることから、その流域内の筆の境界については、そ
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こに該当する地権者間で確認してもらうこととしている。（京都府の地籍調査があまり

進んでいないことから、明確な地籍の確認が実質的にできないこと。また、緊急を要す

る復旧治山において、そうした対応が作業進捗を遅らせることとなる。） 
・一般的に京都府では、保安林を指定するときに、地籍を確定することは行っていない。

図面上で保安林指定の範囲(流域)を設定し、公図を入手して、その流域に係る地権者に

同意を求めることとなる。 
・山地災害危険地区については、現在データ化（GIS 化）を進めているとことである。H18 年以降は京都府のホームページで公開している。公開されているもの以外で、管轄

区域内において新たに指定されたものはないはずである。 
・林野庁通達により、保安林指定個所について山地災害危険地区が該当する場合に記載

することとなっている。山地災害危険地区の設定は、全国的に統一だと思うが、区域に

メッ 
シュを切って、傾斜や被覆、保全対象などをスコア化して定量的に判定している。 
・当事務所の管轄区域が 12 市町村からなるが、管内で保安林が約 8,700ha ある。その

うち宇治市内で約 450ha となっている。過去に大きな災害があった市町村においては、

大規模に指定されている場合もあるが（まとめて 3、000ha など）、宇治市などは基本

的に災害も少なく、年に数件予防治山などの治山事業に伴い保安林指定を行う程度であ

る。 
・小規模な保安林の対応について、平成 23 年に地域森林計画に基づく保安林の指定解

除について⻑官通達があり、いわゆる⾖粒保安林について、周囲が森林でなくなってい

るなど、保安林の機能を発揮できない個所などについては解除していく方向で進めてい

くこととしていたが、実際には保安林解除の理由づけが難しく、あまり進んでいないの

が実情である（保安林の解除については、慎重とならざるを得ないため、解除の妥当性

が問題となる）。ただし、重要流域以外の流域（知事権限）において、公共事業の関係

などで、⾖粒保安林を解除している事例はみられる。 
・京都府では、手入れ遅れで災害の危険性が高い森林について、森林の適正管理責任を

森林所有者に課す条例を策定（平成 26 年 7 月 14 日京都府条例第 33 号）「京都府森林

の適正な管理に関する条例」している。これにより、手入れ不足で放置されている森林

の適正管理を促す狙いである。このような取組みに対する関心が高まることにより、保

安林指定も促進されることが期待される。   
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3.2  

・対象となる小流域は、滋賀県、京都府、大阪府に広がる淀川流域（重要流域）内にあ

り、京都府宇治市内の炭山地区に位置する（淀川上流森林計画区 宇治市 17 林班）。 
・炭山地区は、宇治市の市街地から 5km ほど北東側、宇治市の中央を流れる宇治川に

注ぐ志津川の上流域に位置する。 
・炭山地区には 50 戸ほどの集落があり、志津川沿いに集落が点在している。 
・当該地域は、宇治市や京都市など市街地に近く、森林の宅地や砕石場などの開発が多

いことが推察される。志津川下流域にも採石場がみられた。 
・対象地域は、志津川右岸側に位置しており、標高は、志津川沿いで 200m、尾根沿い

で 350m であり、標高差は 150m 程度となっている。傾斜は 10〜35 度程度であり、

尾根部に向かうほど緩やかになる丘陵状の地形となっている。 
・林相は、アカマツや広葉樹が多く、平坦地や沢部などにはヒノキの植林地がみられる。

近年ナラ枯損の被害が広がっており、林内にナラ類の枯損⽊が散⾒される。林床植生

は比較的疎であり、シカ食害の影響などが推察される。森林土壌は褐色森林土となっ

ているが、乾燥気味であり、土壌深もあまり厚くはない。 
・保安林の指定箇所は、炭山地区乾谷右岸の支沢流域沿いの 14.17ha であり、平成 25

年 8 月 13 日から 14 日にかけての記録的豪雨で大量の土砂が流出しており、志津川

沿いの集落等に多大な被害を及ぼした。この災害の復旧治山事業として、当該流域に

は、3 基の治山ダムが設置され、土砂流域防備保安林に指定された。 

 
京都府宇治市炭山地区の集落と志津川 




