第４ 森林の保全
１ 森林の土地の保全
(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項
① 県は、保安林制度、林地開発許可制度などの法令の基準を遵守するよう指導を徹底しま
す。
② 市町村は、伐採届による小規模林地開発の案件に対しては、林地開発許可基準に準じ
た計画とするよう指導します。
③ 土地の形質の変更をしようとする者は、森林の持つ公益的機能に配慮し、最小限の形質
変更に努めるものとします。
(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区
区

分

計画区総数

かん

水源の涵養

土砂の流出崩壊防止

28,422ha

25,164ha

総

数

53,585ha

【市町村別一覧表】

久

小 諸 市

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

留意すべき事項

備

考

16－い、ろ、は、17－い、ろ、は、に、18
－い、ろ、は、に、ほ、へ、19－い、ろ、
は、20－い、ろ、は、に、ほ、21－い、ろ、
は、に、22－い、ろ、は、に、ほ

364.19

13－に、14－い、29－い、32－ろ、は、37
－に、へ、46－い、ろ、ち、47－ろ、49－
に、51－は、53－い、54－ろ、56－ろ、は、
に、へ、57－い、58－は、60－い

45.39

土砂の流出崩壊防止

土流

5－い、15－は、46－い、ろ、48－い、ろ、
53－い、56－へ

6.17

土砂の流出崩壊防止

土崩

かん

水源の涵養

かん

かん

水涵

26－い

18.40

57－は

0.21

土砂の流出崩壊防止

防風

47－は

0.31

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

12－ろ、13－は、に

6.04

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

1－い、に、2－い、3－に、7－い、9－い、
は、13－に、14－い、へ、と、15－は、に、
17－ろ、は、に、18－に、ほ、へ、23－は、
29－い、31－ろ、は、32－い、ろ、は、34
－ろ、37－に、へ、43－い、ろ、は、に、
46－い、に、47－い、ろ、48－い、ろ、49
－は、に、51－い、ろ、は、52－ろ、は、
ほ、53－い、54－ろ、56－ろ、は、に、57
－い、58－は、59－い、ろ、60－い

491.37

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

932.08

佐 久 市

24－い、は、に、ほ、29－ろ、36－い、ろ、
は、に、37－い、は、に、ほ、44－い、と、
り、ぬ、る、を、わ、か、45－い、ろ、は、
に、ほ、へ、と、ち、り、ぬ、る、46－い、
ろ、は、に、ほ、へ、り、61－い、は、62
－は、に、ほ、へ、と、63－い、ろ、は、
に、64－い、は、65－い、ろ、は、66－ろ、
は、に、ほ、67－い、ろ、は、に、ほ、へ、
と、68－い、ろ、は、70－い、ろ、71－い、
ろ、72－い、ろ、は、73－ろ、は、に、85
－は、86－い、ろ、は、に、87－い、ろ、
は、に、ほ、へ、88－い、ろ、は、に、ほ、
89－い、ろ、90－ろ、は、138－い、
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3,322.92

水源の涵養

かん

水源の涵養

干害

かん

水涵

久

佐 久 市

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

1032－に、ほ、1060－い、ろ、は、ほ、1061
－い、ろ、は、1064－は、ほ、1065－い、
ろ、は、1066－い、ろ、は、に、1067－に、
1072－い、ろ、1073－い、ろ、は、に、ほ、
へ、1074－い、ろ、は、に、1075－い、ろ、
は、に、1076－い、ろ、は、に、ほ、へ、
1077－い、ろ、は、1078－い、ろ、は、に、
ほ、へ、と、1079－い、ろ、1080－い、ろ、
1081－い、ろ、は、1083－は、に、1084
－は、2090－は、に、2091－は、2092－
い、ろ、は、2093－い、ろ、は、2095－は、
に、2096－い、ろ、は、に、2097－い、ろ、
は、2098－い、ろ、は、2099－い、ろ、は、
2100－い、ろ、は、2101－い、ろ、2102
－い、ろ、は、ほ、2103－い、ろ、は、に、
2104－い、ろ、は、に、2130－い、ろ、2177
－い、ろ、2178－い、ろ、は、に、2179
－い、ろ、は、に、ほ、へ、2180－い、ろ、
は、に、ほ、2181－い、ろ、は、に、ほ、
2182－い、ろ、は、に、2183－い、ろ、は、
に、2184－い、ろ、は、2185－い、ろ、は、
2186－い、ろ、は、に、2187－い、ろ、は、
2188－い、ろ、は、2189－い、ろ、は、2190
－い、ろ、2194－は、に、ほ、3012－に

3,322.92

3－に、8－は、へ、ち、18－は、へ、19－
い、21－ほ、22－に、ほ、34－へ、46－と、
47－い、48－ち、56－ろ、59－は、61－い、
75－ほ、へ、77－は、101－い、106－い、
は、109－ろ、は、110－い、に、ほ、125
－い、131－に、136－い、は、137－い、
1004－に、1011－い、1048－ほ、1049－
ろ、は、1051－ろ、1060－に、1061－い、
1065－に、1068－い、1076－ほ、と、1082
－い、1083－い、は、に、ほ、1084－い、
ろ、に、1085－に、2002－い、2004－い、
2012－い、2030－ほ、2035－に、ほ、2039
－ろ、2046－い、2047－い、2048－は、
2049－に、2051－い、2054－は、2059－
い、2069－に、2084－は、に、2085－い、
ろ、2086－は、2089－に、2090－に、2091
－い、2094－い、2096－ろ、2105－い、
2106－い、ろ、2107－い、ろ、は、に、2108
－い、2109－ほ、へ、2110－い、2111－
ろ、に、2126－い、2127－い、ほ、2137
－ろ、2140－い、は、2142－い、2146－
い、2148－ほ、2149－ろ、2153－は、2158
－に、ほ、へ、2159－に、2162－い、ろ、
は、2171－い、ろ、2172－い、は、2202
－ろ、3005－い、3009－は、に、3013－
は、3017－は、に、3018－い
8－と、18－ろ、は、へ、104－い、105－
い、1005－ほ、1015－い、2027－い、2085
－い、ろ、は、2151－は、2158－へ、2171
－い、2201－は
7－ほ、1051－ろ、1094－ろ、2115－い、
ろ、は、2116－い、ろ、は、2117－い、ろ、
は、に、2121－い、ろ、は、に、ほ、と、
2122－い、ろ、は、に、ほ、へ、2123－い、
ろ、は、ほ、へ、と、ち、り、ぬ、2124－
い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、2125－
い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、2126－
い、ろ、は、に、ほ、へ、と、2127－い、
ろ、は、に、ほ、へ、2128－い、ろ、は、
に、ほ、へ、と、ち
18－り
24－ろ、1037－に、ほ
7－ほ、78－ほ
40－い、52－い、102－い、は、1003－ほ、
1030－い、に、1076－と、1098－い、2044
－い、2047－い、3017－ろ
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留意すべき事項

かん

備

考

かん

水源の涵養

水涵

161.44

土砂の流出崩壊防止

土流

7.97

土砂の流出崩壊防止

土崩

かん

水源の涵養

干害

0.65

土砂の流出崩壊防止

水害

16.54

土砂の流出崩壊防止

落石

535.53

かん

30.81

水源の涵養

保健

7.20

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

久

佐 久 市

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

留意すべき事項

備

考

小 海 町

64－は、2123－に、2124－い、ろ、と、ち、
2126－い、ほ、2127－い

10.93

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

2－は、3－ろ、に、4－ろ、は、に、ほ、7
－ほ、8－は、へ、と、ち、13－に、18－
は、へ、り、19－い、21－は、に、ほ、22
－に、ほ、23－ろ、24－ろ、28－い、ろ、
は、29－い、ろ、は、31－い、34－へ、40
－い、43－い、44－と、ち、り、ぬ、る、
わ、45－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、
り、ぬ、る、を、わ、46－と、ち、り、47
－い、ろ、48－ち、52－い、54－い、ろ、
56－ろ、57－い、ろ、58－い、ろ、は、59
－ろ、は、61－い、62－ほ、へ、と、64－
は、67－ほ、へ、と、69－ろ、は、70－ろ、
73－い、ろ、は、74－ち、75－い、に、ほ、
へ、と、76－い、77－ろ、は、78－ほ、89
－い、ろ、95－い、96－ほ、100－い、に、
101－い、102－い、は、104－い、105－
い、106－い、は、107－ろ、109－ろ、は、
110－い、ろ、は、に、ほ、111－ほ、114
－い、125－い、131－に、136－い、は、
137－い、1003－ほ、1004－に、1011－い、
1028－い、1030－い、に、1048－い、ろ、
は、ほ、1049－い、ろ、は、1051－ろ、1060
－は、に、1061－い、1064－い、ろ、は、
に、1065－ろ、に、1066－ろ、1068－い、
ろ、1072－い、1073－は、へ、1074－い、
ろ、は、に、1075－い、ろ、は、に、1076
－い、ほ、へ、と、1082－い、は、1083
－い、は、に、ほ、1084－い、ろ、に、1085
－に、1086－い、1094－ろ、は、2002－
い、2004－い、2006－ろ、2012－い、2029
－ろ、2030－ほ、2035－に、ほ、2039－
い、ろ、は、2040－に、2044－い、ろ、2046
－い、と、2047－い、ろ、へ、2048－は、
2049－は、2051－い、2054－ろ、は、2059
－い、2064－に、ほ、2069－に、2073－
い、ろ、2078－は、2084－は、に、2085
－い、ろ、2086－ろ、は、に、2089－い、
に、2090－は、に、2091－い、は、2092
－い、ろ、は、2093－い、ろ、は、2094
－い、ろ、は、に、2095－ろ、に、2096
－い、ろ、は、に、2097－は、2098－い、
ろ、は、2099－い、ろ、は、2100－い、ろ、
は、2101－い、ろ、2102－い、ろ、は、に、
ほ、2104－い、ろ、は、に、2105－い、2106
－い、ろ、2107－い、ろ、は、に、2108
－い、2109－ほ、へ、2110－い、2111－
ろ、に、2117－い、2124－ほ、2126－い、
2127－い、ほ、2129－い、2130－い、2137
－ろ、2139－ろ、ほ、2140－い、は、2142
－い、2146－い、に、2148－ほ、2149－
ろ、2151－は、2153－は、2158－に、ほ、
へ、2159－に、2161－は、2162－い、ろ、
は、2171－い、ろ、2172－は、2178－い、
ろ、は、に、2180－ろ、は、2184－い、ろ、
2185－い、ろ、は、2186－い、ろ、は、に、
2187－い、ろ、2189－い、ろ、2196－ろ、
2197－は、2199－は、2201－は、2202－
ろ、3005－い、3006－い、ろ、3008－は、
に、3009－は、に、3011－は、3014－い、
3017－い、ろ、は、に、3018－い

4,180.94

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

8,274.93

26－い、ろ、は、27－い、ろ、は、に、ほ、
28－い、ろ、は、に、29－い、ろ、は、に、
ほ、30－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、
31－い、ろ、は、に、32－い、ろ、は、に、
ほ、33－い、ろ、は、に、38－と、67－い、
ろ、は、68－い、ろ、69－い、ろ、は、70
－い、ろ、は、71－い、ろ、72－い、76－
い、ろ、77－い、ろ、78－い、ろ、79－い、
81－い、ろ、82－い、83－い、ろ、は、85
－ろ、95－い、96－に、へ、98－ろ、100
－い、ろ、は、108－い、120－に、ほ

1,439.03
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かん

水源の涵養

かん

水涵

久

小 海 町

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

1－へ、8－に、36－い、37－へ、38－い、
43－ろ、は、44－い、45－い、47－い、ろ、
は、48－と、51－ろ、へ、と、52－ろ、55
－ち、69－い、ろ、70－い、ろ、73－い、
ろ、は、88－ほ、89－い、ろ、103－ろ、
104－は、116－い、ろ、122－い、124－
い

積

留意すべき事項

備

考

120.77

土砂の流出崩壊防止

土流

39－ろ、60－い

0.90

土砂の流出崩壊防止

土崩

103－に

0.41

土砂の流出崩壊防止

落石

17.93

土砂の流出崩壊防止

風致

4－に、9－い、51－は、に、61－い、62
－い、87－い、102－に、116－ろ、119－
ほ

4.42

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

54－は、55－ろ

1.58

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

816.30

土砂の流出崩壊防止

山災防止

88－ろ、は、に

1－へ、3－い、8－に、23－ほ、36－い、
37－へ、38－い、39－ろ、43－ろ、は、44
－い、45－い、47－い、ろ、51－ろ、と、
52－ろ、は、55－ほ、へ、と、ち、60－い、
62－い、69－い、ろ、70－い、ろ、72－い、
73－い、ろ、は、77－い、ろ、88－い、ほ、
89－い、ろ、103－い、に、104－は、107
－い、ろ、116－い、ろ、119－ほ、122－
い、124－い
計

2,401.34

佐 久 穂 町

12－い、ろ、は、に、37－い、ろ、は、に、
ほ、へ、と、39－い、40－い、41－い、42
－い、43－い、ろ、45－い、46－い、47
－い、48－い、ろ、は、49－い、50－い、
ろ、は、に、51－い、ろ、は、に、ほ、52
－い、53－い、ろ、は、54－い、ろ、は、
55－い、ろ、は、56－い、ろ、57－い、ろ、
は、58－い、59－い、ろ、は、に、60－い、
ろ、ほ、へ、61－い、ろ、は、に、ほ、62
－い、ろ、は、63－い、ろ、は、に、ほ、
68－い、ろ、1013－ろ、は、に、ほ、へ、
1014－い、ろ、は、1017－に、1018－い、
ろ、は、に、ほ、へ、と、1020－い、ろ、
は、に、1043－い、1044－い、ろ、1076
－は、1088－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、
ち、1089－い、ろ、は、1090－い、ろ、は、
に、ほ、へ、と、ち、り、ぬ

2,381.80

2－は、3－ろ、5－は、14－い、ろ、15－
ろ、に、22－ろ、32－ろ、60－は、に、ほ、
65－い、ろ、67－い、68－ろ、70－ろ、75
－ほ、へ、94－い、95－に、96－ほ、97
－ほ、100－い、101－へ、114－い、117
－は、1001－ろ、1017－ほ、1023－は、
に、1026－は、1029－い、1032－い、ろ、
1034－い、1040－い、ろ、1055－い、は、
1062－ぬ、1064－い、1065－ろ、1067－
は、に、ほ、と、1074－ほ、ぬ、1076－は、
1079－い

かん

かん

水源の涵養

水涵

114.24

土砂の流出崩壊防止

土流

2.73

土砂の流出崩壊防止

土崩

16.98

水源の涵養

干害

1061－は

2.74

土砂の流出崩壊防止

落石

20－い、34－ほ

3.85

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

73－い、に

1.37

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

87－ろ、91－は、97－ほ、1063－い
1036－ろ、に、ほ
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かん

久

佐 久 穂 町

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

2－は、3－ろ、14－い、ろ、15－ろ、に、
20－い、22－ろ、34－に、ほ、37－へ、48
－は、49－い、50－い、ろ、51－い、ろ、
は、ほ、へ、53－い、ろ、54－い、ろ、55
－い、は、56－い、57－い、ろ、60－は、
に、ほ、へ、61－は、に、65－い、ろ、67
－い、ろ、68－い、ろ、70－ろ、73－い、
に、74－ろ、75－は、ほ、76－は、に、91
－は、94－い、ろ、95－に、96－ほ、97
－ほ、101－へ、114－い、116－は、に、
117－は、1001－ろ、1017－ほ、1023－は、
に、1026－は、1029－い、ち、1032－い、
ろ、1034－い、に、1040－い、ろ、1055
－い、1060－い、ろ、1061－は、1062－
る、1063－い、1064－い、1065－ろ、1067
－は、に、ほ、と、1074－ほ、ぬ、1076
－は、1079－い、ろ、1082－に、1083－
ほ、へ、1089－い

1,332.52

計

3,856.23

留意すべき事項

土砂の流出崩壊防止

備

考

山災防止

軽 井 沢 町

42－い、ろ、は、に、43－い、ろ、は、44
－い、ろ、45－い、ろ、46－い、ろ、は、
に、52－い

247.32

水源の涵養

水涵

11－い、12－は、31－ほ、32－ろ、35－ろ、
ほ、36－い、ろ、37－い、ろ、に、ほ、へ、
39－い、ろ、は、41－い、ろ、は、に、49
－い、50－い、ろ、64－ろ、65－い、66
－い、ろ、は、に、ほ、67－ろ、は、68－
ろ、は、に、69－い、は

235.74

土砂の流出崩壊防止

土流

1.59

土砂の流出崩壊防止

土崩

59.76

水源の涵養

干害

4.24

土砂の流出崩壊防止

水害

39－は
61－い、62－い、65－い
21－ろ、57－い、61－は、67－ろ
61－い、62－い
12－い、は、31－に、ほ、32－ろ、35－い、
ろ、は、ほ、36－い、ろ、37－い、ろ、に、
ほ、へ、39－い、ろ、は、49－い、50－い、
ろ、61－は、65－い、66－い、ろ、は、に、
ほ、67－ろ、は、68－ろ、は、に、69－い、
は
計

かん

かん

かん

かん

59.60

水源の涵養

保健

542.84

土砂の流出崩壊防止

山災防止

1,151.09

御 代 田 町

かん

かん

17－は、に

17.75

水源の涵養

水涵

2－い、6－い、ろ、7－い、ろ、10－ろ、
11－に、18－い、は、に、ほ、19－ろ、は、
に、ほ、へ、と、20－い、ろ、は、に、ほ、
へ、21－い、ろ、ほ、へ、と、23－に、24
－い、25－い、ろ、に、ほ、26－い、27－
い、28－い、31－は、33－い、ろ

82.27

土砂の流出崩壊防止

土流

2－い、21－へ、31－ろ

0.50

土砂の流出崩壊防止

土崩

20－に

0.25

土砂の流出崩壊防止

水害

31－ろ

0.70

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

1－い、は、へ、2－い、3－い、5－に、6
－い、ろ、に、7－い、ろ、10－い、ろ、
11－に、12－い、18－い、は、に、ほ、19
－ろ、は、に、ほ、へ、と、20－い、ろ、
は、に、ほ、へ、21－ろ、は、に、ほ、へ、
と、22－ろ、23－い、ろ、は、に、24－い、
25－い、ろ、は、に、ほ、26－い、ろ、27
－い、28－い、31－い、は、32－い、33
－い、ろ、34－い、ろ、36－い

485.18

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

586.65
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久

立 科 町

佐

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

留意すべき事項

備

考

52－い、ろ、53－い、54－い、56－ろ、は、
57－い、ろ、は、58－い、ろ、59－い、ろ、
60－い、ろ、61－ろ、は、ほ、ち、62－い、
ろ、は、に

795.70

水源の涵養

水涵

6－に、7－い、10－ろ、11－い、ろ、12
－ろ、13－ろ、14－い、17－ろ、23－ろ、
28－ろ、34－い、35－い、36－ろ、41－ろ、
に、42－い、ろ、55－い、56－ろ

19.98

土砂の流出崩壊防止

土流

0.06

土砂の流出崩壊防止

土崩

7－に

かん

かん

かん

52－い、ろ、53－い、54－い

131.01

水源の涵養

保健

6－に、7－い、に、10－ろ、11－い、12
－い、ろ、13－ろ、14－い、17－ろ、23
－ろ、28－ろ、31－ろ、34－い、35－い、
36－い、ろ、41－い、ろ、に、42－い、ろ、
52－ろ、55－い、56－ろ、62－い、ろ、は、
に

633.80

土砂の流出崩壊防止

山災防止

川 上 村

計

1,580.55

1－い、ろ、は、2－い、ろ、は、に、ほ、
へ、と、ち、3－い、ろ、は、に、4－い、
ろ、は、に、ほ、5－ろ、は、に、ほ、へ、
6－い、8－い、ろ、は、に、9－い、ろ、
は、に、ほ、へ、10－い、ろ、は、に、ほ、
11－い、ろ、は、に、12－い、ろ、は、に、
ほ、13－い、ろ、は、に、14－い、ろ、は、
15－い、ろ、は、に、16－い、ろ、は、に、
ほ、17－い、18－い、ろ、は、に、ほ、19
－い、ろ、は、20－い、ろ、は、に、ほ、
へ、21－い、ろ、は、に、22－い、ろ、は、
23－い、ろ、は、に、ほ、24－い、ろ、は、
25－い、ろ、は、に、ほ、へ、26－い、ろ、
は、に、27－い、ろ、28－い、ろ、は、に、
ほ、へ、29－い、ろ、30－い、ろ、は、に、
31－い、ろ、32－は、に、33－い、ろ、は、
に、ほ、34－い、ろ、は、に、ほ、へ、35
－い、37－い、ろ、は、に、38－い、ろ、
は、に、ほ、40－は、に、41－へ、と、ち、
り、42－い、ろ、は、に、43－い、ろ、は、
に、ほ、へ、44－い、ろ、は、に、ほ、へ、
45－ろ、に、ほ、46－い、ろ、は、に、ほ、
47－い、ろ、は、に、48－い、ろ、49－い、
ろ、は、に、ほ、へ、と、51－い、ろ、は、
52－い、ろ、は、に、53－い、ろ、は、に、
ほ、54－い、ろ、は、に、ほ、へ、55－い、
ろ、56－い、ろ、58－い、ろ、62－い、ろ、
は、63－い、ろ、72－い、ろ、は、73－い、
ろ、は、に、ほ、92－ろ、は、93－い、ろ、
は、95－い、ろ、は、に、ほ、96－い、ろ、
は、97－い、ろ、は、に、ほ、へ、99－い、
ろ、は、108－ろ、は、110－い、ろ、は、
に、ほ、へ、111－い、ろ、は、に、112－
い、ろ、113－ろ、は、に、ほ、へ、と、
り、118－ろ、132－い、ろ、は、に、133
－い、ろ、は、に、145－に、146－い、ろ、
は、に、147－い、ろ、は、に、ほ、148－
い、ろ、は、149－い、152－い、ろ、は、
に、ほ、153－い、ろ、155－い、164－い、
ろ、は、165－い、ろ、は、166－い、ろ、
は、に、ほ、184－ほ、へ、185－ほ、へ、
と、201－い、ろ、は、に、ほ、へ、202－
い、ろ、は、に、ほ、へ、203－い、ろ、
は、に、ほ、へ、と、204－い、ろ、は、
に、ほ、205－い、ろ、は、206－い、ろ、
は、に、207－は、に、209－い、ろ、210
－い、ろ、は、に、211－い、ろ、は、212
－は、213－い、ろ、は、に、ほ、214－い、
ろ、は、に、215－い、ろ、は、217－い

6,533.79

72

かん

水源の涵養

かん

水涵

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

留意すべき事項

備

考

久

川 上 村

佐

70－い、86－い、ろ、87－ろ、91－に、94
－ろ、102－い、114－い、ろ、116－い、
117－い、に、119－は、134－に、136－
い、139－い、141－に、148－ろ、150－
い、158－は、159－ろ、に、ほ、161－に、
171－い、176－い、177－い、ろ、179－
ろ、に、ほ、180－い、ほ、181－へ、183
－い、193－い、194－は、197－に、207
－ほ

56.47

土砂の流出崩壊防止

土流

72－い、86－い、94－ろ、187－ろ、は、
196－い、ろ、197－は、に

23.68

土砂の流出崩壊防止

土崩

29－い、ろ、145－に、146－い、に、148
－は、149－い

61.66

水源の涵養

保健

0.71

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

3－い、ろ、は、に、ほ、11－は、に、12
－い、ろ、は、に、ほ、13－い、ろ、は、
に、14－い、ろ、は、18－ほ、19－は、30
－い、ろ、は、に、31－い、ろ、は、34－
ろ、は、に、ほ、へ、35－い、36－い、65
－い、70－い、71－い、ろ、は、に、72－
い、ろ、は、86－い、ろ、87－い、ろ、91
－に、92－い、ろ、は、94－ろ、97－い、
101－い、102－い、103－ほ、114－い、
ろ、は、に、ほ、116－い、ろ、117－い、
に、118－ほ、119－は、122－い、124－
い、ろ、134－に、136－い、139－い、に、
141－は、に、144－ろ、145－い、ろ、は、
に、147－い、ろ、は、に、ほ、148－い、
ろ、は、150－い、ろ、は、155－い、158
－は、159－ほ、161－に、171－い、176
－い、177－い、ろ、は、179－ろ、は、に、
ほ、180－い、ほ、181－へ、183－い、ろ、
は、187－ろ、は、192－い、193－い、194
－は、196－い、ろ、197－は、に、198－
は、217－い

2,088.21

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

8,764.52

86－ろ

かん

南 牧 村

14－ろ、17－い、ろ、18－い、19－い、ろ、
は、に、ほ、20－い、ろ、は、に、21－い、
ろ、は、に、22－ろ、23－は、85－ろ、86
－い、ろ、は、87－ろ、は、に、88－ろ、
は、に、92－は、97－は、に、ほ、へ、と

590.01

水源の涵養

水涵

4－は、6－に、16－い、25－り、ぬ、る、
を、27－い、ろ、に、28－い、ろ、は、48
－い、77－い、ろ、は、に、78－い、ろ、
79－に、ほ、80－は、ほ、90－い、91－は、
に、94－に、99－い、は、ほ

121.80

土砂の流出崩壊防止

土流

6.39

土砂の流出崩壊防止

土崩

1－い、28－は、31－い、49－い、77－に
66－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、67－い、
は、に、68－い、ろ、は、に、69－い、ろ、
は、70－い、ろ、は、に、ほ、へ、71－い、
ろ、は
40－い、58－い
79－い
3－い、ろ、27－は、79－い、ろ、91－は
35－い、75－ろ、76－い、ろ
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かん

かん

かん

311.04

水源の涵養

干害

11.00

土砂の流出崩壊防止

防風

1.42

土砂の流出崩壊防止

水害

12.23

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

2.24

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

区 分

森林の所在(林小班)

面

久

南 牧 村

佐

1－い、ろ、は、に、ほ、3－い、4－は、6
－に、16－い、25－い、り、ぬ、る、を、
27－い、ろ、は、に、28－い、ろ、は、29
－に、35－い、は、48－い、75－ろ、76
－い、ろ、77－い、ろ、は、に、78－い、
ろ、79－い、ろ、は、に、ほ、80－は、ほ、
89－は、90－い、は、91－ろ、は、に、92
－い、94－に、99－い、ほ、107－は
計

積

949.05

留意すべき事項

土砂の流出崩壊防止

備

考

山災防止

2,005.18

南 相 木 村

14－は、に、15－い、17－い、ろ、は、に、
ほ、18－は、19－い、ろ、は、31－ろ、は、
に、32－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、33
－い、ろ、は、に、へ、36－い、ろ、37－
い、ろ、は、に、38－い、ろ、は、に、ほ、
へ、と、39－は、41－い、ろ、は、に、ほ、
へ、と、43－い、ろ、に、ほ、へ、44－ろ、
は、45－い、ろ、46－い、ろ、は、に、ほ、
へ、と、ち、47－い、は

763.35

水源の涵養

水涵

3－ろ、は、に、7－ろ、は、8－ろ、は、
に、10－い、ろ、11－い、12－い、ほ、16
－い、20－は、22－い、は、28－は、48
－い、ろ、49－に、50－い、ほ、52－は、
53－い、に、54－い、ろ、ほ、へ、55－い、
ろ、に、へ、60－い、61－は

68.75

土砂の流出崩壊防止

土流

3.13

土砂の流出崩壊防止

土崩

10.68

水源の涵養

干害

1.87

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

629.35

土砂の流出崩壊防止

山災防止

8－ほ、50－ほ、53－に、55－ほ
18－い
2－は、12－ほ、50－ほ
1－い、ろ、は、に、2－い、ろ、3－い、
ろ、は、に、4－ろ、7－い、ろ、は、8－
い、ろ、は、に、ほ、10－い、ろ、11－い、
12－い、ほ、16－い、19－い、ろ、20－は、
22－い、ろ、は、26－ほ、28－は、48－い、
ろ、49－に、50－い、ほ、52－は、53－い、
に、54－い、ろ、ほ、へ、55－い、ろ、は、
に、へ、56－へ

北 相 木 村

計

1,477.13

11－い、ろ、12－い、ろ、は、13－い、ろ、
は、に、14－い、15－い、ろ、は、に、ほ、
へ、16－い、ろ、は、に、ほ、17－い、ろ、
は、に、ほ、へ、と、18－い、ろ、は、に、
ほ、19－い、は、に、ほ、へ、と、ち、20
－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、ち、り、
ぬ、る、を、わ、か、22－い、ろ、は、に、
ほ、へ、23－い、ろ、は、に、43－へ、46
－い、ろ、は、に、ほ、47－い、ろ、は、
に、ほ、へ、48－ろ、は、に、ほ、へ、49
－い、ろ、は、に、ほ、へ、52－い、ろ、
53－ほ

1,100.60

6－ほ、8－い、26－は、31－ぬ、る、を、
32－い、34－と、37－ろ、る、38－い、に、
39－い、ろ、40－に、42－ろ、47－い、50
－い、51－ろ、52－い、は、53－い、ろ、
に、54－に、56－ろ、は、58－い、ろ、は、
59－い、ろ、60－い、ろ、は、61－ろ、は、
と、る、62－い、64－ろ
61－と
15－い、ろ、は、に、ほ、へ、16－い、ろ、
は、に、ほ、17－い、ろ、は、に、ほ、へ、
と、18－い、ろ、は、に、ほ、19－い、は、
に、ほ、へ、と、ち、20－い、ろ、は、に、
ほ、へ、と、ち、り、ぬ、る、を、わ、か
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かん

かん

かん

かん

かん

水源の涵養

水涵

94.91

土砂の流出崩壊防止

土流

0.18

土砂の流出崩壊防止

土崩

374.84

かん

水源の涵養

保健

区 分

森林の所在(林小班)

面

久

北 相 木 村

佐

36－い、は
1－り、2－は、3－ろ、は、6－い、ろ、は、
に、ほ、8－い、ろ、9－へ、と、ち、り、
ぬ、る、を、10－い、ろ、に、12－は、13
－は、26－は、31－い、ろ、ぬ、る、を、
わ、32－い、34－と、36－い、ろ、は、へ、
と、ぬ、37－ろ、る、38－い、に、ほ、39
－い、40－に、41－い、へ、42－ろ、は、
43－と、47－い、49－は、50－い、51－ろ、
52－い、ろ、は、53－い、ろ、は、に、54
－は、に、56－ろ、は、ほ、58－い、ろ、
は、59－い、ろ、60－い、ろ、は、61－ろ、
は、と、ち、り、62－い、ろ、63－い、ろ、
64－い、ろ、は

積

留意すべき事項

2.42

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

937.26

土砂の流出崩壊防止

山災防止

小

上 田 市

上

計

2,510.21

計(佐久 地事)
1－に、2－い、8－い、ろ、は、に、ほ、9
－い、ろ、は、10－い、ろ、は、に、11－
い、ろ、は、に、12－い、ろ、は、に、15
－い、ろ、17－ろ、18－ろ、は、19－い、
ろ、は、に、ほ、37－ろ、は、に、38－い、
ろ、は、に、39－い、ろ、は、40－い、ろ、
は、41－い、43－い、ろ、44－い、ろ、は、
に、45－い、ろ、46－い、ろ、47－い、ろ、
は、48－い、ろ、は、49－い、ろ、は、50
－い、ろ、は、に、51－い、ろ、は、に、
52－い、ろ、は、53－い、ろ、は、に、54
－に、ほ、56－に、ほ、58－い、ろ、は、
に、ほ、59－い、ろ、は、に、ほ、60－い、
ろ、は、61－い、ろ、は、に、106－ろ、
ほ、へ、107－い、ろ、は、108－い、ろ、
109－い、ろ、は、に、ほ、へ、115－ほ、
へ、と、ち、116－い、ろ、は、に、117－
い、ろ、は、に、ほ、へ、118－い、ろ、
は、に、120－に、ほ、へ、と、ち、り、
121－い、ろ、は、122－ろ、は、に、ほ、
へ、と、123－い、ろ、は、に、ほ、へ、
と、ち、り、ぬ、る、124－い、ろ、は、
に、ほ、へ、と、ち、128－に、ほ、へ、
156－い、ろ、は、ほ、へ、158－い、159
－い、160－い、ろ、161－い、162－い、
1002－ろ、は、に、1003－い、は、に、1004
－い、ろ、1005－い、ろ、は、1006－い、
ろ、1007－い、ろ、は、1008－い、ろ、は、
1015－ほ、へ、1016－い、ろ、は、に、ほ、
へ、と、1017－い、ろ、は、に、ほ、1018
－は、に、1019－い、ろ、は、に、ほ、へ、
1020－い、ろ、は、に、1056－と、1057
－い、ろ、に、ほ、へ、2051－い、2062
－い、2101－い、ろ、2102－い、ろ、2103
－い、ろ、2104－い、ろ、2105－い、2106
－い、2114－ろ、2115－い、2116－い、
2117－い、ろ、2118－い、ろ、2119－い、
ろ、2120－い、2121－い、ろ、2122－い、
ろ、2123－い、に、2124－い、ろ、は、に、
2125－い、は、に、2126－い、2127－い、
2128－い、2129－い、ろ、2130－い、ろ、
は、2132－い、2134－い、3009－い、ろ、
は、に、3013－い、3014－ろ、3019－い、
ろ、3020－い、ろ、は、3021－い、ろ、3024
－ろ、に、3025－い、ろ、は、3026－い、
ろ、は、3028－ろ、は、3033－い、3060
－い、ろ、は、に、ほ、3061－い、ろ、は、
3062－い、ろ、は、に、3063－ろ、3064
－い、ろ、は、に、ほ、へ、3065－い、ろ、
は、に、3070－い、ろ、は、に、3071－い、
ろ、は、3083－い、ろ、3089－い、ろ、3090
－い、ろ、は、3091－い、ろ、は、に、ほ、
3092－い、ろ、3093－い、3096－い、ろ、
は、3097－い、ろ、3098－い、ろ、3099
－い、ろ、は、3101－い、3102－い、ろ、
は、に、3103－い、ろ、は、3104－い、ろ、
は、に

33,539.91

75

5,805.63

かん

水源の涵養

備

考

かん

水涵

区 分

森林の所在(林小班)

面

小

上 田 市

上

6－ろ、は、に、ほ、7－い、は、14－い、
16－い、19－に、へ、23－ろ、24－に、25
－い、ろ、26－い、ろ、27－ろ、は、に、
29－に、30－い、ろ、は、に、31－へ、32
－ろ、に、ほ、と、り、34－い、ろ、は、
に、ほ、35－い、37－ろ、は、に、38－い、
は、に、41－い、ろ、42－い、43－い、56
－ろ、は、に、ほ、57－い、62－い、63－
い、ろ、64－は、に、ほ、66－い、ろ、69
－い、ろ、は、70－い、71－ろ、は、72－
は、に、73－ろ、に、74－い、ろ、は、75
－い、に、76－ろ、に、77－い、ろ、に、
79－ろ、は、80－は、81－は、86－ほ、89
－に、90－に、91－に、へ、92－ろ、93
－い、ろ、は、へ、と、94－ろ、は、95－
に、96－い、ろ、は、に、97－ろ、は、に、
98－い、ろ、は、に、100－い、ろ、は、
に、ほ、へ、と、101－い、ろ、は、に、
102－い、ろ、は、103－い、104－は、105
－い、は、106－ろ、109－は、110－は、
に、ほ、へ、113－ろ、に、114－ろ、115
－い、ろ、は、ほ、へ、と、ち、116－い、
は、に、118－い、ろ、ほ、119－に、120
－い、ろ、は、に、ぬ、121－ろ、は、ほ、
へ、と、122－い、ろ、は、に、へ、と、
123－ぬ、る、124－い、に、ほ、と、ち、
り、125－に、126－い、ろ、に、ほ、137
－ち、145－は、に、ほ、146－い、ろ、は、
に、147－い、ろ、は、ほ、148－ろ、は、
に、149－い、ろ、150－い、ほ、151－い、
ろ、は、152－い、154－い、ろ、155－ろ、
156－ほ、157－ろ、1002－に、1003－い、
1004－ろ、1005－い、1006－ろ、1007－
い、ろ、1008－に、1009－い、1011－は、
1012－い、1013－い、ろ、に、1014－い、
1018－ろ、1021－い、ろ、1029－は、に、
1030－い、1031－は、1032－に、1040－
ほ、1041－い、ろ、に、ほ、1045－い、は、
1046－い、ろ、1047－い、ろ、に、へ、1048
－い、ろ、1050－い、1051－ち、1053－
は、へ、1056－い、ち、り、1060－は、に、
ほ、と、1061－ろ、1062－ろ、と、1063
－い、ほ、1067－へ、1069－い、1070－
い、1072－に、1074－ろ、1079－は、1083
－い、2016－ろ、に、2018－い、ろ、2022
－ろ、は、2025－に、2026－ろ、2037－
に、と、2040－は、に、ほ、2041－は、2042
－い、2044－は、ほ、2046－ろ、は、2048
－い、ろ、2049－に、2080－い、2089－
ほ、2100－い、ろ、2150－い、ろ、は、に、
ほ、3001－ろ、は、3002－に、3007－ほ、
3008－い、ろ、3010－は、に、ほ、3033
－ろ、は、3034－い、3035－は、3037－
い、ろ、に、3038－い、3039－は、3044
－い、ろ、3050－い、ろ、は、に、へ、3051
－い、ろ、は、に、3052－い、ろ、は、に、
3059－は、3060－い、3063－い、ろ、3066
－ほ、へ、3067－に、3072－は、3077－
ろ、は、3078－い、3080－は、3105－い、
に、ほ、へ、3106－は、3109－に、3114
－へ
10－い、ろ、11－い、140－い、ろ、ほ、
141－い、ろ

積

1,232.46

留意すべき事項

土砂の流出崩壊防止

かん

備

考

土流

58.66

水源の涵養

干害

2.32

土砂の流出崩壊防止

水害

102－い、1029－ほ、1092－に、ほ、2017
－に

22.68

土砂の流出崩壊防止

落石

1－に、2－い、56－に、ほ、63－い、140
－い、ろ、ほ、141－い、ろ、159－い、160
－い、ろ、162－い

218.49

水源の涵養

保健

27－に、28－い、126－ろ、1014－に、ほ

10.83

土砂の流出崩壊防止

風致

28－い、ほ、92－は、に
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かん

区 分

森林の所在(林小班)

面

積

留意すべき事項

備

考

小

上 田 市

上

8－い、27－は、109－ほ、119－ほ、137
－い、146－に、1021－は、1068－い、1092
－ほ、2084－い

13.33

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

1080－ほ、へ、1082－い、ろ、は、に、ほ、
へ、1083－ろ、は、に、ほ、3010－ろ、3042
－い、ろ、3108－い

103.18

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

6－ろ、は、に、ほ、7－い、は、9－い、
10－い、ろ、13－い、14－い、15－ろ、16
－い、19－に、へ、23－ろ、24－に、25
－い、ろ、26－い、ろ、は、27－ろ、は、
に、28－い、29－に、30－い、ろ、は、に、
31－へ、32－ろ、に、ほ、と、り、34－い、
ろ、は、に、ほ、35－い、37－ろ、は、に、
38－い、は、に、40－ろ、41－い、ろ、42
－い、43－い、49－い、55－に、56－は、
に、ほ、57－い、62－い、ろ、63－い、ろ、
64－は、に、ほ、65－に、66－い、ろ、ほ、
へ、と、69－い、ろ、は、70－い、71－い、
ろ、は、72－ろ、は、に、73－い、ろ、に、
74－い、ろ、は、75－い、に、76－に、77
－い、ろ、に、79－ろ、は、80－は、81－
は、82－に、85－い、86－ほ、89－に、90
－に、91－に、ほ、へ、92－ろ、93－い、
へ、と、94－ろ、は、95－に、96－い、ろ、
は、に、97－ろ、は、に、98－い、ろ、は、
に、100－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、
101－い、ろ、は、に、102－い、ろ、は、
103－い、104－い、ろ、は、105－い、は、
106－ろ、108－い、ろ、109－は、に、110
－は、に、ほ、へ、111－に、112－い、ろ、
は、に、113－ろ、に、114－ろ、は、115
－い、ろ、は、ほ、へ、と、ち、116－い、
ろ、は、117－い、118－い、ろ、ほ、119
－い、に、120－い、ろ、は、に、へ、ち、
り、ぬ、121－い、ろ、は、ほ、へ、と、
122－い、ろ、は、に、へ、と、123－ぬ、
る、124－に、ほ、へ、と、ち、り、125－
に、126－い、ろ、に、ほ、137－ち、140
－い、ろ、ほ、141－い、ろ、145－は、に、
ほ、146－い、ろ、は、に、147－い、ろ、
は、ほ、148－ろ、は、に、149－い、ろ、
150－い、ほ、ぬ、151－い、ろ、は、152
－い、154－い、ろ、155－い、ろ、156－
に、ほ、へ、157－い、ろ、1002－ろ、は、
に、1003－い、ろ、1004－い、ろ、1005
－い、1006－ろ、1007－い、ろ、は、1008
－は、に、1009－い、1010－は、1011－
は、1012－い、は、1013－い、ろ、は、に、
1014－い、ろ、に、ほ、1016－い、ろ、1017
－ろ、は、1021－い、ろ、1029－は、に、
1030－い、1031－は、1032－に、1038－
は、に、と、1041－い、ろ、は、に、ほ、
1045－い、は、1046－い、ろ、1047－い、
ろ、に、1048－い、ろ、1053－は、へ、1054
－ろ、1056－い、ち、り、1060－は、に、
ほ、へ、と、1061－ろ、は、1062－ろ、と、
1063－い、に、ほ、1066－は、へ、1067
－い、へ、1069－い、1070－い、1072－
に、1074－ろ、1079－は、1083－い、ほ、
2002－い、2003－ろ、2005－と、ち、2008
－ろ、と、2010－い、は、2016－ろ、に、
2017－に、ほ、2018－い、ろ、2022－ろ、
は、2025－に、2026－ろ、2037－い、に、
と、2041－は、2042－ろ、2044－は、ほ、
へ、2046－ろ、は、2047－は、2048－ろ、
2049－に、へ、2068－い、2080－い、2084
－い、2089－ほ、2100－い、ろ、2103－
い、2114－い、2120－い、2121－い、2131
－い、2133－い、2140－い、2141－い、
2150－い、ろ、は、に、ほ、

6,758.92

土砂の流出崩壊防止

山災防止
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区 分

森林の所在(林小班)

面

積

小

上 田 市

上

東 御 市

3001－ろ、は、に、3002－は、3004－い、
ろ、3006－い、3007－は、に、3008－い、
ろ、3009－は、に、3010－ろ、に、3013
－い、3020－い、3021－ろ、3024－ろ、
3025－ろ、3028－い、ろ、は、3029－ろ、
3030－ろ、3031－に、3033－い、ろ、は、
3034－い、3035－は、3036－い、3037－
い、ろ、は、に、3038－い、は、3039－は、
3044－ろ、3050－い、ろ、は、に、へ、3051
－い、ろ、は、に、3052－い、ろ、は、に、
3058－い、3059－は、3060－い、3063－
い、ろ、3066－は、3067－に、3068－に、
3071－い、ろ、は、3072－は、3073－い、
3074－い、3075－い、3076－い、は、3078
－い、3080－は、3083－い、ろ、3086－
い、3087－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、
3089－ろ、3090－い、ろ、は、3091－い、
ろ、は、に、ほ、3094－ろ、3097－い、ろ、
3098－い、3105－い、に、ほ、へ、3106
－は、3109－に、3114－へ

6,758.92

計

14,240.23

留意すべき事項

土砂の流出崩壊防止

備

考

山災防止

1002－ち、1008－い、1012－に、1013－
い、ろ、は、1014－ろ、1015－い、ろ、に、
ほ、へ、1016－ろ、ほ、1017－い、ろ、1018
－い、ろ、1019－い

244.94

水源の涵養

水涵

4－ほ、5－い、は、に、ほ、へ、6－い、
は、7－ろ、8－い、ろ、は、に、9－に、
11－い、と、12－は、に、ほ、13－い、ろ、
は、14－ろ、へ、と、ち、1013－い、1016
－い、1020－ほ、1021－い、1027－ろ

65.68

土砂の流出崩壊防止

土流

0.02

土砂の流出崩壊防止

土崩

5－ほ
1010－い、ろ、は、に、1011－い、ろ、は

かん

かん

水源の涵養

干害

1.38

土砂の流出崩壊防止

落石

4－ろ、は、ほ、5－い、は、に、ほ、へ、
6－い、は、7－ろ、は、に、8－い、ろ、
は、に、ほ、へ、9－に、11－い、ろ、ほ、
へ、と、ち、12－は、に、13－い、ろ、は、
に、14－ろ、は、へ、と、ち、1014－は、
に、1016－い、1020－ほ、1021－い、1027
－ろ

331.53

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

771.55

5－へ、15－い

長 和 町

40－い、41－い、ろ、42－い、ろ、55－ほ、
へ、と、56－い、ろ、59－い、ろ、は、に、
ほ、63－い、ろ、66－い、ろ、68－い、ろ、
は、70－い、ろ、は、71－い、ろ、72－い、
ろ、は、に、ほ、73－い、ろ、は、74－い、
ろ、は、に、ほ、75－い、ろ、は、に、ほ、
76－い、ろ、は、に、ほ、へ、77－い、ろ、
79－い、ろ、は、に、ほ、へ、と、80－い、
は、82－い、ろ、は、に、83－い、ろ、は、
に、ほ、84－い、88－い、ろ、91－い、ろ、
は、92－い、ろ、は、93－い、ろ、は、94
－い、ろ、97－い、ろ、は、98－い、111
－い、1017－い、ろ、は、に、ほ、1018
－い、ろ、1019－い、ろ、は、に、ほ、1020
－は、1021－い、ろ、に、ほ、へ、1027
－い、ろ、は、に、ほ、へ、1029－い、ろ、
は、に、1030－い、ろ、は、に、1031－い、
ろ、は、に、ほ、1032－い、ろ、は、に、
1033－い、ろ、は、に、1038－い、1039
－い、ろ、は、に、ほ、へ、1040－い、ろ、
は、に、ほ、1041－い、ろ、は、に、1042
－い、ろ、は、に、ほ、へ、1043－い、ろ、
と、1045－い
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128.00

かん

2,077.34

かん

水源の涵養

かん

水涵

区 分

森林の所在(林小班)

面

小

長 和 町

上

1－は、2－い、5－ろ、は、7－い、は、20
－へ、22－ろ、37－い、41－ろ、44－ろ、
46－い、ろ、47－い、48－ろ、は、に、ほ、
50－い、57－い、58－い、60－い、61－ろ、
107－ほ、1002－ほ、1004－い、1005－い、
ろ、1007－は、ほ、1035－ろ、は、ほ、1036
－ろ、1037－へ、1043－り、ぬ
1047－へ
11－は、85－ろ
79－ろ、は、に、ほ、へ、と、80－い、82
－に、83－い、ろ

積

留意すべき事項

備

考

102.52

土砂の流出崩壊防止

土流

0.18

土砂の流出崩壊防止

土崩

かん

干害

かん

保健

11.89

水源の涵養

108.28

水源の涵養

14－ろ、1046－は、1047－へ、と

2.01

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

57－ろ、に

2.29

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

981.17

土砂の流出崩壊防止

山災防止

1－は、2－い、5－ろ、は、7－い、は、20
－へ、22－ろ、26－い、ろ、31－い、33
－い、41－ろ、44－ろ、46－い、47－い、
48－い、ろ、は、に、ほ、50－い、に、51
－ろ、55－ろ、57－い、ろ、に、58－い、
60－い、61－ろ、70－ろ、96－い、ろ、は、
98－ろ、103－に、104－ろ、107－は、に、
ほ、108－い、1002－ろ、ほ、へ、1004－
い、1005－は、1007－ほ、1011－い、1016
－い、1017－ろ、は、に、1019－は、に、
1021－に、ほ、へ、1022－ろ、1027－ほ、
へ、1028－へ、と、1031－ろ、1032－い、
ろ、1033－は、1035－ろ、は、1036－い、
ろ、1037－へ、1040－に、ほ、1043－に、
と、り、ぬ、1046－は、1047－ほ、へ
計

3,285.68

青 木 村

8－い、ろ、22－い、26－い、ろ、は、27
－い、ろ、は、28－い、ろ、54－い、ろ、
55－い、ろ、56－い、ろ、57－い、ろ、58
－ろ、59－い、ろ、は、60－い、ろ、は、
に、ほ、へ
1－ろ、に、2－ろ、り、4－い、6－ろ、12
－ろ、13－は、に、17－は、19－に、20
－に、ほ、21－い、22－ろ、は、へ、と、
23－は、24－は、に、28－は、に、31－い、
は、32－い、に、ほ、35－い、ろ、37－い、
44－は、45－い、ろ、は、に、ほ、46－い、
ろ、に、47－ほ、48－ろ、に、49－と、52
－ほ、へ

かん

かん

601.52

水源の涵養

水涵

138.05

土砂の流出崩壊防止

土流

6－と

0.22

土砂の流出崩壊防止

土崩

2－り、28－に

1.29

土砂の流出崩壊防止

急傾斜地

58－い
1－ろ、に、2－ろ、に、ち、り、3－い、
ろ、4－い、は、に、6－ろ、と、9－い、
11－い、ろ、12－ろ、13－い、ろ、は、に、
14－い、ろ、17－は、18－に、19－に、20
－に、ほ、21－い、22－い、ろ、は、へ、
と、23－は、24－は、に、26－は、27－ろ、
は、28－い、は、に、31－い、は、32－い、
に、ほ、35－い、ろ、41－い、43－い、45
－ろ、は、に、ほ、46－ろ、は、に、47－
ほ、48－に、49－と、ち、50－い、ぬ、51
－へ、ち、52－と、54－ろ、55－い、61
－ろ

2.37

土砂の流出崩壊防止

砂防指定地

1,004.62

土砂の流出崩壊防止

山災防止

計

1,748.07

計(上小 地事)

20,045.53

計(千曲川上流)

53,585.44

(3) 林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法
該当なし

79

２ 保安施設
(1) 保安林の整備
保安林の指定については、当計画区における重要な水源の保全、災害の防備、保健・風致
の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養
保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的
に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、保安林として管理すべき面積を計
画します。
(2) 保安施設地区
該当なし

(3) 治山事業
減災によって県民生活の安全・安心を確保するため、『長野県森林づくりアクションプラン』
の「実行計画④」に基づき、災害に強い森林づくりに向けた治山事業を実施します。また、従
来の構造物による施設整備だけでは、近年の局地的豪雨災害には対応しきれず、県民への
啓発活動が大切であることから、次の取り組みを推進します。
① 山地災害危険地区を住民に周知するための地方事務所主催の説明会の開催
② 山地防災力の向上、機能回復のための施設整備
③ 防災機能強化のための森林整備
④ 山地災害危険度の高い高齢級の保安林の森林整備
⑤ 保安林の現況把握
⑥ 既存治山施設の定期点検
⑦ 既存治山施設の機能強化
⑧ 地域と協働する災害に強い森林づくりへの取組
⑨ 森林管理による地域防災体制構築に取り組む団体を積極的に支援
(4) 特定保安林の整備
該当なし
(5) その他
①

地域住民が保安林や治山施設等の見回りや整備を自主的に実施するように、積極的に説明

会を開催するなどの啓発活動を推進します。
②

森林 GIS を活用し、保安林の現況や規制に関する情報の総合的な管理を推進します。
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３ 森林の保護等
(1) 森林病害虫等の被害対策
① 松くい虫の被害防止
守るべき松林を中心に対策を推進し、次の措置を組み合わせながら講じます。
・ 伐倒駆除
・ 薬剤散布等の各種予防事業
・ 守るべき松林周辺部の樹種転換
主伐、間伐、更新等について
「松くい虫被害対策としてのアカマツ林施業指針」により実施します。
② カラマツに関する病害虫の被害防止
現状では顕著な被害の発生はないものの、次の病虫害に対し警戒するものとします。
a カラマツヤツバキクイムシの被害防止
長野県林業総合センターの調査結果（『平成 23 年度業務報告』）
は、標高が低い地域の林地残材が多いカラマツ林で残存木が枯損
する可能性が高い、と指摘しており、今後も留意が必要です。
被害防止は、カラマツ林において間伐を行う場合、伐採木を極力
搬出し、林地残材を減らすものとします。
b カラマツ先枯病の被害防止
カラマツ先枯病は、森林
病害虫等防除法第二条第
一項第三号の政令で定め
る病気の一つです。防除
対策は、苗畑での薬剤防
除を徹底し苗木の時に感
染予防、造林地に罹病苗
木を持ち込まない、 罹病
木を発見した場合は、速や
かに伐倒し、枝条を焼却処
分する、ということです。
また、カラマツ先枯病は

成虫

先端がほうき状となったカラマツ

4mm～5mm

先端部

風衝地に多発することから、植栽する場合は、風当たりの強いところでは、カラマツ以外の樹種を
選定します。
④ その他の病害虫等の被害防止
その他の病害虫が発生した場合、適正な防除、駆除に努めます。また、早期発見、早期防除が最
善の方法であるので、広報等の活用により普及啓発に努めます。
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(2) 鳥獣による森林等の被害対策
特定鳥獣保護管理計画に基づく、各種対策を総合的に実施します。

種

名

対象
個体群
関東山地

ニホンジカ
八ヶ岳

造林木の枝
葉食害、剥皮食
害や角こすり
による樹皮剥
ぎなど多岐に
渡り、若齢林か
ら壮齢林にい
たる林業のす
べての段階で
発生。

関東山地

八ヶ岳

絶滅の危機
のため、狩猟の
自粛中。

望月
真田

ニホンザル
軽井沢

日光・越
後・三国
関東山地
八ヶ岳
イノシシ

状

個体群安定
的維持。不必要
な殺処分は行
わない。

ツキノワグマ

ニホンカモシカ

現

全域

対
①

県境を超えた広域捕獲及び行政界を
超えた市町村間の協力・連携による捕
獲。
② 侵入防止柵の設置。
③ 忌避剤の塗布。
④ 樹皮の剝皮防止のためのテープ巻
き・ネット巻き
⑤ 集落周辺に出没しにくい環境を目指
して、緩衝帯の整備や針広混交林の整備
など、生息環境の整備。
市町村は、地方事務所、猟友会支部、
警察署、クマ対策員、鳥獣保護員等関係
者と連携し、住宅地へのツキノワグマの
出没など緊急時の出動体制を整備し、人
身被害の回避等住民の安全確保に努め
る。

小規模な個
体群。

大規模な個
体群。
地域によっ
ては、造林木の
剥皮被害があ
る。

策

加害群に移行させない。
①
②
③

加害レベルの低下。
できる限り加害個体を選別して捕獲。
人間への依存が著しく、不特定の個体
が農林業被害を与える場合、人身被害の
おそれがある場合、農地に定着し恒常的
に被害を出している場合は、群れ全体の
捕獲も検討。
④ 餌やりの禁止。

平均生息密
度に大きな変
動はみられな
い。

①
②
③

侵入防止柵の設置。
忌避剤の塗布。
捕獲は、慎重に検討する。

林産物（きの
こ等）の被害が
ある。

①
②
③

狩猟による捕獲
電気柵の設置
緩衝帯の整備。

侵入防止柵の設置
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忌避剤の塗布

(3) 林野火災の予防
① 火入れの許可
市町村森林整備計画において、森林法に基づく次の内容を定め、住民へ周知徹底を図り、林
野火災を予防します。
森林又は森林に接近している範囲 1 キロ平方メートル以内にある原野、山岳、荒廃地その
他の土地（地域森林計画区域外も含む）においては、その森林又は土地の所在する市町村長
の許可を受けて指示することに従ってでなければ、火入れをすることはできません。（森林
法第 21 条第 1 項）また、市町村長は、火入れの目的が次の内容でないと、許可することがで
きません。（森林法第 21 条第 2 項）
ア
イ
ウ
エ
オ

造林のための地ごしらえ
開墾準備
害虫駆除
焼畑
採草地の改良（森林法施行規則第 47 条第 1 項）

なお、火入れをしようとする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、かつ、火入れをし
ようとする森林又は土地に接近している範囲 1 キロ平方メートルの範囲内にある立木竹の所
有者又は管理者にその旨を通知しなければなりません。（森林法第 22 条）

② 啓発
毎年実施している山火事予防の啓発パレードを、今後も継続して行うものとします。また、イベン
ト等の会場では、積極的に山火事予防の普及啓発を行います。
さらに、森林レクリエーションのための利用者が多く入り込む地域を対象に、山火事被害の未
然防止を図ることを目的として、県、市町村の行政サイドだけでなく、森林整備を担う森林組合等
林業事業体や地域住民による巡視の体制も検討します。

山火事予防の啓発パレード
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