
近畿中国森林管理局管内の保護林一覧  資料８　　

（平成２７年４月１日現在）

１　森林生態系保護地域

保存地区 保全利用地区 計

1 白山森林生態系保護地域 加賀 石川県 石川 2,985.82 4,063.42 7,049.24 優占種による植生帯：ブナ帯～ヒゲハリスゲ帯

2 大杉谷森林生態系保護地域 南伊勢 三重県 三重 509.12 881.63 1,390.75 優占種による植生帯：シイ帯～オオシラビソ帯

3 大山森林生態系保護地域 日野川外 鳥取県 鳥取 1,196.73 1,995.90 3,192.63 優占種による植生帯：シイ帯～オオシラビソ帯

4,691.67 6,940.95 11,632.62

２　森林生物遺伝資源保存林

1 犀川源流森林生物遺伝資源保存林 加賀 石川県 石川 1,793.53 優占種による植生帯：ブナ帯～オオシラビソ帯  [日本海要素]

2 黒蔵谷森林生物遺伝資源保存林 紀南 和歌山県 和歌山 515.87 優占種による植生帯：シイ帯～ブナ帯         [そはやき要素]

3 池郷森林生物遺伝資源保存林 北山十津川 奈良県 奈良 702.92 優占種による植生帯：シイ帯～ブナ帯         [そはやき要素]

3,012.32

３　林木遺伝資源保存林

1 釈迦ケ岳林木遺伝資源保存林 加賀 石川県 石川 29.81 広：ブナ、ミズナラ

2 黒河山林木遺伝資源保存林 若狭 福井県 福井 93.05
針：スギ
広：ブナ、ミズナラ、イヌシデ

3 入谷林木遺伝資源保存林 越前 福井県 福井 54.41
針：ヒノキ、コウヤマキ
広：ブナ、ミズナラ

4 由良林木遺伝資源保存林 加古川 兵庫県 兵庫 46.21 広：ウバメガシ

5 音水林木遺伝資源保存林 揖保川 兵庫県 兵庫 48.48
針：スギ、ヒノキ
広：トチノキ

6 音水林木遺伝資源保存林 揖保川 兵庫県 兵庫 9.70
針：モミ
広：ブナ、ミズナラ、ミズメ

7 西ノ河林木遺伝資源保存林 紀中 和歌山県 和歌山 44.53 針：モミ、ツガ

8 末光山林木遺伝資源保存林 高梁川下流 岡山県 岡山 9.40 広：ケヤキ、コナラ、イヌシデ、クマシデ、クリ

9 大越林木遺伝資源保存林 紀南 和歌山県 和歌山 193.03
針：モミ
広：アカガシ、アラカシ、アカシデ

10 西鴨林木遺伝資源保存林 天神川 鳥取県 鳥取 9.19 広：ブナ、ハウチワカエデ

11 沖ノ山林木遺伝資源保存林 千代川 鳥取県 鳥取 88.16
針：スギ
広：ブナ、ミズナラ、トチノキ、ミズメ

12 山王谷林木遺伝資源保存林 千代川 鳥取県 鳥取 114.72
針：スギ
広：ブナ、トチノキ、ハウチワカエデ、ミズメ、ナツツバキ、イタヤ
カエデ

13 高嶺芦谷林木遺伝資源保存林 高津川 島根県 島根 6.69
針：スギ、ヒノキ、モミ
広：ブナ、クリ

14 十文字山林木遺伝資源保存林 江の川下流 島根県 島根 44.85
針：スギ
広：イヌブナ、ミズナラ

15 船通山林木遺伝資源保存林 斐伊川 島根県 島根 34.17 広：ブナ、ミズナラ、ホウノキ、サワグルミ、ミズキ

16 本山林木遺伝資源保存林 吉井川 岡山県 岡山 9.72
針：モミ、ツガ
広：クリ、アカガシ、ミズメ

17 釜ケ峰林木遺伝資源保存林 江の川上流 広島県 広島北部 5.41
針：アカマツ
広：アベマキ

18 恵下谷山林木遺伝資源保存林 太田川 広島県 広島 14.32
針：スギ、カヤ
広：ブナ

19 黒打山林木遺伝資源保存林 太田川 広島県 広島 16.73 針：スギ、ヒノキ、コウヤマキ、モミ、ツガ

20 滑山林木遺伝資源保存林（15林班） 山口 山口県 山口 51.19
針：アカマツ
広：ブナ、ミズナラ、コナラ、アカシデ

21 滑山林木遺伝資源保存林（29林班） 山口 山口県 山口 12.93
針：アカマツ、モミ、ツガ
広：ウラジロガシ

936.70

凡例　　 （２７年度に移行を検討） （２９年度に移行を検討）

（２８年度に移行を検討） （課題があるため、別途検討のうえ、２９年度に移行を検討）
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４　植物群落保護林

1 千丈平ブナ植物群落保護林 加賀 石川県 石川 856.88 ブナ

2 嵐谷天然スギ植物群落保護林 加賀 石川県 石川 10.58 スギ

3 野鹿谷シャクナゲ植物群落保護林 若狭 福井県 福井 4.00 シャクナゲ

4 楢俣ブナ植物群落保護林 越前 福井県 福井 162.12 ブナ

5 青岳天然ヒノキ植物群落保護林 伊賀 三重県 三重 8.85 ヒノキ

6 二ノ俣ツガ植物群落保護林 尾鷲熊野 三重県 三重 12.55 スギ、ツガ

7 大杉谷ツガ・常緑広葉樹植物群落保護林 南伊勢 三重県 三重 7.10 ツガ、モミ、トガサワラ、アカガシ

8 大又モミ・ツガ植物群落保護林 尾鷲熊野 三重県 三重 9.67 モミ、ツガ

9 大又トガサワラ植物群落保護林 尾鷲熊野 三重県 三重 7.10 トガサワラ

10 大又文政スギ植物群落保護林 尾鷲熊野 三重県 三重 1.50 文政スギ

11 三国山湿原植物群落保護林 湖北 滋賀県 滋賀 30.86 キンコウカ　ほか

12 逢坂山照葉樹植物群落保護林 湖南 滋賀県 滋賀 29.93 シイ、カシ　ほか

13 上谷山ブナ・ミズナラ植物群落保護林 湖北 滋賀県 滋賀 573.74 ブナ、ミズナラ

14 大悲山モミ植物群落保護林 淀川上流 京都府 京都大阪 10.24 モミ

15 摩耶山天然スギ植物群落保護林 加古川 兵庫県 兵庫 34.56 スギ

16 音水渓谷イヌブナ植物群落保護林 揖保川 兵庫県 兵庫 209.35 イヌブナ、ミズナラ

17 四ケノ仙奥山高地湿原等植物群落保護林 円山川 兵庫県 兵庫 4.41
スギ、ブナ、ヤチスゲ、アイバソウ、オオミズゴケ、バイケイソウ、
ヒメミズゴケ、コイヌノハナヒゲ、ツマトリソウ、トキソウ、モウセ
ンゴケ

18 氷ノ山・三の丸ブナ植物群落保護林 揖保川外 兵庫県 兵庫 384.75
ブナ
オオバクロモジ

19 木地屋屋敷ブナ植物群落保護林 円山川 兵庫県 兵庫 23.67 ブナ

20 金剛山ブナ植物群落保護林 大和木津川 奈良県 奈良 16.21 ブナ

21 鳴川山ウラジロモミ・コメツガ植物群落保護林 北山十津川 奈良県 奈良 249.58 ウラジロモミ、コメツガ

22 西ノ河ツガ・ブナ植物群落保護林 紀中 和歌山県 和歌山 19.25 ツガ、ブナ

23 大塔山照葉樹林植物群落保護林 紀南 和歌山県 和歌山 56.76 アカガシ、シラカシ、シイ　ほか

24 大塔山モミ・ツガ・ブナ植物群落保護林 紀南 和歌山県 和歌山 29.57 モミ、ツガ、ブナ

25 亀谷ツガ・ブナ植物群落保護林 紀南 和歌山県 和歌山 215.81 ツガ、ブナ

26 高野山コウヤマキ植物群落保護林 紀北 和歌山県 和歌山 30.47 コウヤマキ

27 三国山ブナ植物群落保護林 千代川外 鳥取県 鳥取 319.03
天スギ、ブナ
ミズナラ、ブナ

28 扇ノ山ブナ植物群落保護林 千代川 鳥取県 鳥取 54.91 ブナ

29 高嶺芦谷ブナ植物群落保護林 高津川 島根県 島根 32.16 天スギ、ブナ、ミズナラ

30 花の谷シャクナゲ植物群落保護林 江の川下流 島根県 島根 14.00 シャクナゲ

31 十文字山ブナ植物群落保護林 江の川下流 島根県 島根 42.44 ブナ、ミズナラ

32 三瓶山自然林植物群落保護林 江の川下流 島根県 島根 121.43 ブナ、ミズナラ

33 加茂山モミ・ツガ植物群落保護林 旭川 岡山県 岡山 17.63 モミ、ツガ、トチノキ

34 竜ノ口山アラカシ植物群落保護林 旭川 岡山県 岡山 16.47 アラカシ

35 指谷山ブナ植物群落保護林 江の川上流 広島県 広島北部 75.17 ブナ、コナラ

36 恵下谷山コウヤマキ植物群落保護林 太田川 広島県 広島 1.49 コウヤマキ

37 榎平山暖帯落葉樹林植物群落保護林 太田川 広島県 広島 187.86 ミズナラ、コナラ

38 川平山暖帯落葉樹林植物群落保護林 太田川 広島県 広島 36.25 ミズナラ、コナラ

39 鷹ノ巣山ブナ植物群落保護林 瀬戸内 広島県 広島 4.04 ブナ、モミ

40 野路山エドヒガン植物群落保護林 瀬戸内 広島県 広島 5.69 エドヒガン、ヨコグラノキ、コバノチョウセンエノキ

41 滑山モミ植物群落保護林 山口 山口県 山口 3.47 モミ

42 寂地山ブナ植物群落保護林 岩徳 山口県 山口 76.93 ブナ、スギ

43 右谷山ブナ植物群落保護林 岩徳 山口県 山口 118.24 ブナ

44 水山ブナ・ナツツバキ植物群落保護林 円山川 兵庫県 兵庫 5.04 ブナ、ナツツバキ

4,131.76

保護林名称 保護対象植物計画区 都道府県 署等名称№ 面積（ha）
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５　特定動物生息地保護林

1 経ケ岳大型鳥類生息地保護林 越前 福井県 福井 79.28 イヌワシ（鳥類）

2 夜叉ケ池水生昆虫生息地保護林 越前 福井県 福井 16.00 ヤシャゲンゴロウ（甲虫類）

3 北股暖地性昆虫生息地保護林 吉野 奈良県 奈良 122.59 ゴイシツバメシジミ（蝶類）

4 天王山特定動物生息地保護林 高梁川下流 岡山県 岡山 8.75 ヒメボタル（陸生ホタル）

5 宮島特定動物生息地保護林 太田川 広島県 広島 1,065.93 ミヤジマトンボ(蜻蛉類)

6 地峯水生生物生息地保護林 北山・十津川 奈良県 奈良 147.30 キリクチ（イワナ－魚類）

1,439.85

６　特定地理等保護林

1 岩見山特定地理等保護林 高梁川上流 広島県 広島北部 29.64 石灰岩の岸壁

29.64

78 箇所 合　計 21,182.89

森林生物遺伝資源保存林
※日本海要素：日本海側多雪山地に分布する種で、アスナロ属、チシマザサ、オオバクロモジ、ヒメモチ、タニウツギ、マルバマンサク、エゾユズリハ、ユキツバキ等

 　　       　　　　 　　　　　　    そ           　       はやすいのせと           きい

※そはやき(襲速紀)要素：襲の国(九州)、速吸瀬戸(豊予海峡)、紀伊の国にわたって分布する種で、コウヤマキ、トガサワラ、ヤハズアジサイ、テバコモミジガサ等

保護対象地理

保護対象動物計画区 都道府県 署等名称 面積（ha）

面積（ha）№ 保護林名称 計画区 都道府県 署等名称

№ 保護林名称
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