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序章 調査の概要 

Ⅰ．事業目的 

農林水産分野の気候変動適応計画の検討が、今年 4 月に農林水産省において開始され

るなど、農林水産分野においても気候変動への対応が求められている。このような中、

気候変動による森林域における影響の一つとして、積雪量の減少、融雪時期の早期化と

短縮化による森林域からの融雪水の流出時期と水量変化がある。これにより、下流域の

農業用水等の利用や河川環境へ影響を及ぼすおそれが懸念されている。 

このため、本事業は、森林の状態が積雪・融雪に及ぼす影響を定量的に評価すること

により、雪に着目した森林の整備・保全の在り方を明らかにし、豪雪地域における地球

温暖化適応策の検討に資することを目的とする。 

また、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成 14 年法律第

120 号）」（第 16 条及び第 18 条）に基づき、有明海等の水産動植物の生育環境の保全・

改善を図る森林の整備・保全手法を検討するため、森林と海域の環境との関係に関する

調査を行うことを目的とする。 

 

Ⅱ．事業の概要及び実施手順 

１．実施項目 

（１）計画準備 

（２）気候変動へ適応した積雪地域の森林の整備・保全のあり方の検討 

ア．既往調査成果・研究論文等の収集・整理 

イ．調査手法の検討 

ウ．調査地の選定 

エ．調査実施計画の作成 

（３）有明海等の閉鎖性海域と森林に関する調査 

ア．水産動植物の生育環境の保全・改善を図る森林の整備・保全手法の検討のための

調査 

イ．流出土砂や流木の海域への影響の検討 

（４）有識者からの意見聴取 

（５）取りまとめ 
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２．事業実施の流れ 

本業務は以下のフローに基づき実施した。 

 

図Ⅱ－２－１ 業務フロー 

 

  

１) 気候変動へ適応した積雪地域の森林の整

備・保全のあり方の検討 

① 森林と雪に関する既往調査成果、研究

論文等の文献を収集し、論点整理を行い、

知見を明らかにし、豪雪地帯における地球

温暖化適応策の検討に資する。 

② 2年目以降の事業を効果的・効率的に行

なうため、①の論点整理を踏まえ、林況、集

水域の地形等と積雪・融雪の関係を定量的

に評価するための具体的な調査手法を検討

する。 

③ ②の検討を踏まえ、積雪地域の利水ダ

ム上流域等に 3 箇所の調査地を選定する。 

④ 各調査地の具体的な調査実施計画を作

成すると共に、各調査地周辺の気象、河川

流量、林況に関する資料を収集する。 

3) 

有識者

からの

意見 

聴取 

2) 有明海等の閉鎖性海域と森林に

関する調査 

 

4)取りまとめ 

① 水産動植物の生育環境の保

全・改善を図る森林の整備・保全

手法の検討のための文献整理・分

析を行う。 

② 流出土砂や流木の海域への

影響等に関する文献を収集・整理

する。 
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４．事業実施体制 

本事業は、株式会社パスコ、一般社団法人日本森林技術協会、国際航業株式会社の３

社による共同事業体により実施した。体制は以下の図に示すとおりである。 

 

 

図Ⅱ－４－１ 業務実施体制 

 

また、本事業の目的が効果的かつ効率的に達成できるよう検討するため、以下の表に

示す有識者幅広い意見を聴取し、集約・整理し、当該意見を本事業の実施内容へ反映さ

せた。 

  

 

【積雪地域の森林整・保全の在り方の検討】

【担当技術者】
（株）パスコ 中央事業部 技術センター
防災技術部 森林情報課

主任技師 洲浜 智幸

【管理技術者】
（株）パスコ 中央事業部 技術センター
防災技術部 森林情報課

課 長 菊池 譲
【照査技術者】
（一社）日本森林技術協会

業務執行理事 石塚 和裕

【担当技術者】
（一社）日本森林技術協会
森林情報グループ

グループ長 宗像 和規

【担当技術者】
（一社）日本森林技術協会
森林情報グループ

リーダー 金森 匡彦

【担当技術者】
国際航業（株）東日本事業本部
第二技術部 総合防災グループ

グループ長 松田 宏

【担当技術者】
国際航業（株）東日本事業本部
第二技術部 総合防災グループ

本間 信一

【有明海等の閉鎖性海域と森林に関する調査】

【担当技術者】
（株）パスコ 中央事業部 技術センター
防災技術部 防災課

課長 細川 和弘

【担当技術者】
（株）パスコ 中央事業部 技術センター
防災技術部 防災課

岡部 隆宏

【担当技術者】
（株）パスコ 中央事業部 技術センター
防災技術部 森林情報課

係長 福士 亮太

林野庁 森林整備部 治山課
水源地治山対策室 企画班

林 友和

【営業窓口】
（株）パスコ 中央事業部
営業二部 営業三課

主任営業 淵田 康裕
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表Ⅱ－４－１ 協力いただいた有識者 

氏名 所属 

村上 茂樹 森林総合研究所 十日町試験地 試験地長 

坪山 良夫 森林総合研究所 水土保全研究領域 領域長 

野口 正二 森林総合研究所 水土保全研究領域 水資源利用担当 チーム長 

金子 智紀 秋田県林業研究研修センター 研究普及指導室 環境経営部 部長 

土屋 智 静岡大学農学部環境森林科学科森林防災工学研究室 教授  
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