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「水源涵養」や「水涵」の「涵」は、平成 22 年 11 月 30 日付け内閣法制局総総第
208 号内閣法制次長通知に基づき漢字を用いて振り仮名を付ける表記としています
が、保安林種の名称は、森林法の表記が仮名であるため「水源かん養保安林」と表
記しています。

