
林野庁関東森林管理局

静岡森林管理署・天竜森林管理署・伊豆森林管理署

大井川治山センター

平成30年度
静岡県における国有林野事業の取組

（重点取組事項）
～公益重視の管理経営と林業の成長産業化への貢献～



静岡県内の国有林

○ 静岡県は気候が温暖で雨量が多いことから樹木の生長が良好であり、
古くから美林の多いところと言われています。県土面積のおよそ３分の
２の約５０万haが森林で覆われており、そのうち、約２割に相当する約
９万haが国有林です。

○ 県内の国有林は、天竜川、大井川、安倍川、狩野川の各上流域や富士
山、浜名湖周辺などに広がり、その多くは地形の急峻な奥地の山々や河
川の源流域に分布しています。
また、世界遺産登録された富士山や南アルプス南部光岳森林生態系保護

地域など貴重な森林生態系を有しています。

○ 県内の国有林は、静岡、天竜、伊豆の3森林管理署で管理しています。
管理の方針として重点的に取り組んでいる事項は次のとおりです。
・ 国土の保全、地球温暖化の防止及び生物多様性の保全など公益重視

の管理経営の推進（森林整備・治山事業の計画的かつ効率的な実施、
原生的な森林生態系の保全・管理など）

・ 林業の成長産業化に貢献するため、効率的な施業方法の実践と民有
林への普及、民有林と連携した森林整備、木材の安定供給等を推進

・ 「国民の森林」として、森林とのふれあいの場の提供などを推進

○ 大井川治山センターでは、大井川流域の民有林の大規模な崩壊地の復
旧を国の直轄事業で行っています。
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平成30年度 国有林野事業（静岡県内）の重点取組事項

１ 公益重視の管理経営

① 森林整備の計画的な推進（P３）
成長期の森林の間伐、利用期に達した森林の伐採・再造林などを計画

的に進めます。

② 治山対策の推進（P４～６）
台風や豪雨による被災地の復旧を進め、安全・安心を守ります。

③ 野生鳥獣被害対策の推進（P７）
森林に被害をもたらすニホンジカの捕獲等を進めます。

④ 貴重な森林生態系の維持保全（P８）
貴重な原生林等の維持保全を進めます。

２ 林業の成長産業化への貢献

① 林業の低コスト化のための新たな施業方法の実践（P９～10）
新たな技術や林業事業体の体質強化につながる契約方法の採用など
を進めます。

② 低コスト化技術の民有林への普及（P11）
国有林で先導的に実施した技術を民有林に普及します。

③ 民有林との連携強化（P12）
国有林と民有林による林道の接続や、木材の共同出荷などの連携を

進めます。

④ 林産物の安定供給（P13）
木材利用の推進に取り組む加工工場などへの木材の安定供給を進
めます。

３ 国民の森林としての管理経営

① 「レクリエーションの森」を観光資源として活用した地域
への貢献（P14）
観光的な魅力のある森林の活用を進めます。

② 森林とのふれあいの場、森林環境教育の場の提供（P15）
ボランティア団体や子供達が森林とふれあえる場の提供を進めます。



森林整備を計画的、効率的に行うため、路網密度を高め、安全面の向上、労働強度の低減、機械化
への対応等を進めます。また、土木工事での木材利用を推進します。

１ 公益重視の管理経営

国有林では、森林が有する多面的機能（※）が持続的に発揮されるよう、健全な森林づくりを
推進します。人工林の適切な整備、台風等により発生した山地災害の復旧工事、ニホンジカ等
の野生鳥獣による被害への対策、貴重な森林生態系の保護などに総合的に取り組みます。

① 森林整備の計画的な推進

（※）森林は、その成長とともに温室効果ガスを吸収し地球温暖化防止に貢献するほか、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、
保健休養の場の提供、林産物の供給など、多面的な機能を有しています。
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静岡署の富士山国有林では、約500ヘクタールのヒノキ人工林が伐採適期を迎えることから、次世
代の森林の多様性を高めるため、林齢の異なる人工林への誘導や広葉樹の導入などを計画的に進めます。
・ 主伐・再造林をモザイク状に実施
・ 生物多様性保全のため、ヒノキの伐採後は現地固有の広葉樹に樹種転換し、渓畔林を育成

H29年度に法面を木材利用の
丸太伏工で施工した事例

（静岡署：小山町）

• 人工林の健全な育成に重要な間伐、成熟した人工林の伐採とその後の確実な更新（森
林の若返り）を計画的かつ効率的に進めます。

• 自然条件等を踏まえ、広葉樹林化など多様な森林づくりを進めます。
• 森林の適切な整備や効率的な林産物の搬出に必要な路網整備を進めます。

渓畔林に植樹されたケヤキ

【事例：モザイク状の伐採、渓畔林の育成等】

【事例：路網の整備】

Ｈ29年度に丸太残存型枠に
よる曲線構造の洗越工を施
工した事例

（伊豆署：河津町）

H28年度に新設した
白倉林業専用道
（天竜署：浜松市）



②治山対策の推進

近年、頻発する集中豪雨や地震等により山地災害の発生リスクが高まっていることに加
え、静岡県内には、中央構造線等の影響を受け脆弱で急峻な地形・地質の山地が多いこと
から、自然災害による被害を防止・軽減するための治山事業を実施し、地域の人々の生活
と安全を守ります。

【事例：梅ヶ島地区での治山事業】

静岡市の水源である安倍川上流の「梅ヶ島地区」では、過去に何度も台風や豪雨による土石流災
害が発生しました。静岡署では大規模な崩壊地の復旧工事を継続的に実施しています。

整備前

整備後

（静岡署：静岡市葵区梅ヶ島サカサ川地区）

【事例：小山町での治山事業】

小山町では、平成22年の大型台風により大規模な災害が発生しました。
静岡署では、静岡県の要請を受け、平成27年度から小山町内の民有林において民有林直轄治山

事業を開始し、隣接している国有林との復旧を一体的に推進しています。

整備後

整備前

（静岡署：駿東郡小山町須走地域立山５崩壊）
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【事例：大井川治山センターでの治山事業】

大井川上流は全国屈指の荒廃地の多い地域であることから、民有林の大規模な崩壊地の

復旧を図るため、治山事業を専門に実施する「大井川治山センタ－」を設置し、国が直轄

で事業を実施しています。 国有林の技術力を活かした効果的な治山事業を実施するととも

に、治山事業に関わる技術開発や普及啓発に取り組んでいます。

整備前 整備後

静岡市葵区上千枚沢地区（整備後） 静岡市葵区小河内地区（整備後）

【平成30年度 治山工事実施予定】
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森林管理署等 市長名 実施予定箇所数 工事内容

静岡
静岡市 2 山腹工

小山町 10 山腹工、渓間工

伊豆
伊豆市 3 渓間工ほか

西伊豆町 2 渓間工ほか

天竜 浜松市 2 山腹工

大井川治山センター
静岡市 3 山腹工、渓間工

川根本町 6 山腹工

県内合計 28

（川根本町榛原川地区）
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【事例：治山工事での木材利用】

大規模な山地災害等が発生した際に、山地災害対策の技術・経験を有する職員の派遣、
学識経験者（大学、森林総合研究所）、都道府県、市町等との合同によるヘリコプター調
査の実施などを迅速に行います。

【事例：災害発生時における迅速な初動対応】

平成30年3月5日の大雨等により富士山東側斜面から
流出した土砂は、冬期閉鎖中の県道150号線（ふじあざ
みライン）や東富士演習場に流入し、富士五湖道路に隣
接する「道の駅すばしり」付近まで土砂流出が確認され
ました。

静岡署は、3月7日に職員による現地調査（地上踏査
及びドローン撮影）を、3月11日にヘリコプターによる
調査を実施し、３月末には応急復旧工事を発注するとと
もに、今後の復旧に向けた調査設計に速やかに着手しま
した。

ヘリコプターによる調査

丸太残置型枠と
県産材型枠合板

（静岡署：小山町）

（静岡署：小山町）

治山工事においても、木材利用による地球温暖化の防止等の取組を推進するため、コン
クリート型枠は間伐材を使った残存丸太や合板とするほか、丸太筋工や木製法枠工など、
木材を利用可能な箇所は全て木材を使用します。また、工事看板などの仮設工についても、
木材を積極的に利用します。

【事例：九州北部豪雨災害への職員派遣】

平成29年７月に発生した九州北部豪雨災害の復旧のため、静岡署
では、治山技術者を１名被災地に派遣し、現地の復旧に向けた調査を
行うなどの協力を実施しました。

(福岡県東峰村）

丸太筋工
（大井川治山センター：

川根本町）

木製鉄心軽量法枠
（伊豆署：伊豆市）

木製校倉式土留工
（天竜署：浜松市）



静岡署では、シカ対策を効果的かつ低コストで行う手法の検討として、植栽木をシカの食害か
ら防止するための柵を3種類で設置し、それぞれのシカ防除効果、耐久性、施工性、コスト等を
比較検証する取組を実施しています。（静岡署：富士市）

金網柵 縦張りネット柵 斜めシカ柵

③ 野生鳥獣被害対策の推進

県内におけるニホンジカの被害は、伊豆地域、富士地域をはじめとして各地において深
刻な状況にあり、植林木の食害や剥皮被害のみならず、下層植生の食害により森林生態系
そのものへの影響が出ています。

この対策として、国有林では被害防止のための柵の設置のほか、個体数管理（捕獲）を
県や市町及び関係団体等と連携して推進します。
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【事例：効果的、効率的なシカ柵の検討】

静岡署では、誘引捕獲（シャープシューティング）、忍び猟、くくり罠の３手法を組み合わせ、カ
メラによる行動調査等をもとに効率的な捕獲を進めています。

伊豆署では、年度当初より職員実行による捕獲、請負捕獲を実施し、春季は妊娠個体を狙った捕獲
を進めています。

その結果、富士地域、伊豆地域ともに平成29年度は、前年度より捕獲頭数が大きく増加する結果
となりました。平成30年度も、これまでの実績を踏まえ、さらに効率的な捕獲に取り組みます。

【事例：シカ捕獲頭数が対前年度で大きく増加】

静岡署の捕獲頭数 伊豆署の捕獲頭数
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④ 貴重な森林生態系の維持保全

静岡署、天竜署、伊豆署は、平成３０年４月から新たな保護林制度に再編しました。

８

【再編後の保護林一覧】

国有林の保護林制度は、大正４年に創設以来、時代に合わせて制度の見直しを行ってき
ましたが、近年の生物多様性保全に対する国民の認識の高まりや、学術的な知見の蓄積を
踏まえ、保護林区分の再編を行いました。

岩岳山アカヤシオ
（天竜署：浜松市）

瀬尻ホソバシャクナゲ
（天竜署：浜松市）

【保護林区分の見直し】

※ 数値は全国計

保護林の区分 名称（管理署）

森林生態系保護地域 南アルプス南部光岳（静岡署・天竜署）

生物群集保護林
愛鷹山、富士山（静岡署）
八丁池、皮子平（伊豆署）

希少個体群保護林
安部峠オオイタヤメイゲツ、富士山塒塚ウラジロモミ等（静岡署）
しらぬたの池モミ・スギ、浄蓮ウラジロガシ・アカガシ等（伊豆署）
瀬尻ホソバシャクナゲ、本坂峠ヤブツバキ、岩岳山アカヤシオ・シロヤシオ等（天竜署）



２ 林業の成長産業化への貢献

国有林では、林業の成長産業化に貢献するため、国有林野事業の組織・技術力・資源を活

用し、林業の低コスト化のための新たな施業方法の実践、民有林との連携強化、林産物の安
定供給等に取り組みます。

① 林業の低コスト化のための新たな施業方法の実践
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• 森林整備に当たっては、林業の低コスト化に向けた技術を積極的に導入します。
• また、事業の発注方法の工夫や、生産性向上の取組を通じ、林業事業体の育成に貢献します。

【事例：一貫作業システム（２年契約）】

【事例：その他の契約方法の工夫（民間活用（３年契約）、複数作業の契約】

・ 従来は個別に行っていた伐採から植栽までの一連の工程を一つの契約とすることにより、木材の
伐採や搬出に使用する林業機械を植栽前の地拵えや苗木の運搬等に活用し、造林事業の省力化・効
率化につなげます。

・ また、２年間の契約とすることやコンテナ苗を使用することにより、伐採時期、植栽時期の自由
度を高めています。

・ 間伐事業の一部において、公共サービス改革法に基づく民間競争入札（市場化テスト）を導入し、
事業者の創意工夫を凝らした企画提案により、効率的な作業システムによる間伐材の搬出等を実施し
ています。天竜署では平成28年度から、静岡署では平成30年度から当事業に取り組みます。

・ 複数の作業（植栽、下刈、除伐等）をできる限りまとめて発注することにより、事業体が年間を通
じて安定した事業量を確保し、雇用の確保にもつながるよう取り組みます。

森林管理署 件数 実施予定箇所 備考

静　岡 1 上井出地区 H30～H32年度の３年間

天　竜 1 瀬尻地区 H28～H30年度の３年間

平成30年度民間活用事業

平成30年度各署一貫作業システム発注予定

森林管理署
発注予定
件数

実施予定箇所

静 岡 1大渕地区

伊 豆 1仁科地区

天 竜 2引佐地区・瀬尻地区

平成30年度複数作業契約

森林管理署 件数 実施予定箇所

静 岡 ８ 大渕地区ほか

伊 豆 ６ 湯ヶ島・寒天地区ほか

天 竜 ５ 京丸地区、狙小路地区ほか



【事例：生産工程の分析を全契約で実施】

【事例：効率的な施業方法の採用（列状間伐、コンテナ苗、下刈りの省力化）】

列状間伐を実施後の状況
（静岡署：富士市）

【列状間伐のメリット】
・ 伐採時にかかり木になりにくく安全性、作業効率が向上
・ 伐採木を搬出しやすい
・ 伐採木の選木が機械的で容易

【コンテナ苗のメリット】
・ 植え穴が小さく、植付け作業が効率的
・ 植栽可能時期が長い

【下刈りの省力化のメリット】
・ 保育コストの削減と作業負担の軽減

・ H30年度からは、発注する全ての製品生産事業において生産性の集計・分析を契約内容に追加し、
請負事業体の生産性向上に向けた改善策を検討する取組を実施します。
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コンテナ苗

森林管理署 件数 実施予定箇所

静　岡 6 上井出地区、人穴地区、粟倉地区、大渕地区、愛鷹山地区、大代地区

伊　豆 3 狩野地区、寒天地区、筏場地区

天　竜 6 大知波地区、地頭方地区、京丸地区、瀬尻地区

平成30年度製品生産事業予定



② 低コスト化技術の民有林への普及

国有林で行う森林整備を通じて得られた効率化・低コスト化等の知見を民有林に積極的
に普及することとし、民有林関係者向けの各種検討会を開催します。

【事例：現地検討会の開催】

（静岡署：富士市）

生産性向上に関する現地検討会

下刈り省略に関する現地検討会
（天竜署：浜松市）

林業専用道に関する現地検討会
（静岡署：小山町）

11

平成２９年度は以下の現地検討会を実施しました。平成３０年度も
一貫作業システムや生産性向上などの取組について、現地検討会を開
催予定です。

・林業専用道に関する現地検討会（主催：静岡署）

火山噴出物の堆積した崩れやすい地質の現場における木材を利
用した法面保護の技術や、隣接する民有林と国有林が連携し双方
にとって利便性の高い線形となる林業専用道の作設技術の向上に
向けた検討会を開催。

・低コスト造林に関する現地検討会（主催：伊豆署）
木材価格の低迷や森林育成に係るコスト高が主伐や再造林の支

障となっていることから、低コストシカ防護柵、コンテナ苗の活
用、下刈り回数の見直し等、植栽から保育までの低コスト化に向
けた検討会を開催。

・下刈り省略に関する現地検討会（主催：天竜署）
造林木と雑草木との競合状態から下刈りの要・不要について判

断する能力を養うことや、作業方法の選択など、低コスト化に向
けた検討会を開催。

（天竜署：浜松市）

低コスト造林に関する現地検討会
（伊豆署：河津町）

（伊豆署：西伊豆町）

・生産性向上に関する現地検討会
（主催：静岡署、伊豆署、天竜署）

国産材の供給力を高めるとともに、伐採・搬出の低コスト化を
進めるため、路網整備や高性能林業機械の活用による生産性の向
上に向けた検討会を開催。



静岡県駿東郡小山町にある大洞山国有林では、隣接する民有林と森林整備推進協定を締結し

ています。今後の森林整備や木材運搬に必要な路網を計画するにあたり、森林作業道との組み

合わせにより協定の団地全体の路網機能が強化され、協定先の民有林においても使用しやすい

線形を採用した新たな林業専用道をH29年度からH30年度にかけて開設しています。

③ 民有林との連携強化

民有林と国有林が隣接している地域などにおいて、「森林共同施業団地」の協定などを

締結し、民有林と国有林が連携した効率的な路網整備や木材の安定供給などを行う取組を

推進します。
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協定名 協定者

富士山西麓地域
森林整備推進協定

富士宮市・上井出財産区・富士農林事務所・日本製紙（株）・
静岡森林管理署

小山町
森林整備推進協定

小山町・東部農林事務所・静岡森林管理署

黒俣地域
森林整備推進協定

掛川市・掛川市森林組合・天竜森林管理署

伊豆地域
森林整備推進協定

賀茂農林事務所・森林整備センター静岡水源林整備事務所・
いなずさ林業・伊豆森林管理署

【事例：森林整備協定（森林共同施業団地の設定）】

【事例：小山町森林整備推進協定による路網整備】

国有林

町有林

民有林

H29新設の林業専用道

H30開設予定の林業専用道

想定される森林作業道

既設林道

町道



④ 林産物の安定供給

• 国有林では、木材生産量年間50万㎥を目指している静岡県の取組と連携した国産材の

安定的・効率的な供給体制の構築に取り組みます。

• また、安定供給システム販売(※)により、国産材の付加価値向上や、加工・流通の合理

化を推進します。

• H30年度は、林産物の販売を連携して行う民有林関係者を募集し、民有林と連携した

安定供給システム販売に新たに取り組みます。

（※）一定要件を満たす工場等と森林管理局長が国有林材の販売に関する相互協定を締結し、その協定に基づき、一定量を安定的
かつ計画的に販売する方式

平成29年度実績及び平成30年度予定
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【事例：安定供給システム販売】

注：各署の数値は十の位を四捨五入している。

うちシステム販売量 うちシステム販売量

静岡 7,400 7,200 10,400 8,500

伊豆 9,900 4,500 9,000 6,300

天竜 5,500 2,300 6,000 2,300

県内合計 22,800 14,000 25,400 17,100

森林管理署
木材生産量（ｍ

3
）

平成２９年度 平成３０年度（予定）

木材生産量（ｍ
3
）



３ 国民の森林としての管理経営

①「レクリエーションの森」を観光資源として活用した地域への貢献

平成29年４月、川根本町の「飛竜橋自然観察教育林」、「千石平風致探勝林」、浜松

市北区の「奥浜名自然休養林」が「日本美しの森 お薦め国有林」に選定されました。

当地域は優れた自然景観を有していることから、観光資源としての魅力の情報発信や修

景伐採など、地域活性化につながる取組を推進します。

（※）については、「日本美しの森 お薦め国有林」に選定

【事例：レクリエーションの森の整備】

飛竜橋自然観察教育林における修景伐採の前後（静岡署：川根本町）
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奥浜名自然休養林からの展望
（天竜署：浜松市）

小笠山自然観察教育林での野鳥観察
（天竜署：掛川市）

レク森の種類 名称

自然休養林 富士山（静岡署）、奥浜名（天竜署）（※）、昭和の森林・天城山（伊豆署）

森林スポーツ林 観音山（天竜署）

自然観察教育林 飛竜橋（静岡署）（※）、小笠山（天竜署）

風致探勝林 千石平（静岡署）（※）



【事例：森林環境教育の実施】

○ 森林教室や森林内での体験活動などを通じて、森林・林業、国有林野事業への理解が深まるよう、
「森林環境教育」の機会を子どもたちはじめ広く国民に提供していく取組を進めています。

○ 富士山への入込者のマナー向上を促す活動や、一般の方々に国有林野事業の重要性を理解して頂
く見学会を開催しています。

中学生による職業体験
（静岡署：島田市）

小学生を対象にした森林教室
（静岡署：富士宮市）

ｸﾞﾘｰﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ（森林保護員）
による活動（静岡署：富士宮市）

国有林見学会の開催
（静岡署：富士宮市）
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②森林とのふれあいの場、森林環境教育の場の提供

国有林のフィールドや人材等を活用し、国民の皆様による森林づくり活動や森林環境教
育を推進します。

【事例：森林とのふれあいの場、森林環境教育、社会貢献の場の提供】

地元中学生等によるシカ防護柵
内外の植生調査

（伊豆署：西伊豆町）

ボランティア団体による植樹
（静岡署：裾野市）

浜松市花と緑の祭典
（天竜署：浜松市）

企業による社会貢献の森
（天竜署：湖西市）

瀬尻展示林見学会の開催
（天竜署：浜松市）



参考

○ 平成３０年度静岡県内国有林の主要事業量

森林管

理署名

伐採量（㎥）※立木材積
素材

生産量

（㎥）

造林（ha） 林 業

専用道

新 設

（ｍ）
市町名 合計 うち主伐 うち間伐 植付 下刈

保育

間伐

静岡

静岡市 1,970 1,970 0 0

沼津市 2,302 801 1,501 460 10.57

富士宮市 15,327 4,947 10,380 6,300 12.01 5.89 2.21

島田市 10,151 6,447 3,704 1,500 3.53 1,306

富士市 6,766 4,008 2,758 1,600 1.19 28.44 1.46

御殿場市 782 0 782 0 3.84 11.90

裾野市 302 0 302 190 7.79

長泉町 2,730 1,789 941 350 4.64

小山町 0 0 0 0 6.18

川根本町 4,953 0 4,953 0 1.65 5.32 44.44 700

小 計 45,283 19,962 25,321 10,400 14.85 65.63 70.58 2,006

伊豆

伊豆市 37,583 20,753 16,830 5,400 3.09 15.73 23.62 540

東伊豆町 186 186 10.50

河津町 42,302 33,574 8,728 3,600 7.37 7.99

松崎町 40 40 0.59

西伊豆町 4,078 4,078 1.00 5.27

小 計 84,189 54,327 29,862 9,000 11.46 40.08 23.62 540

天竜

浜松市 108,831 70,356 38,475 5,696 8.60 42.43 61.16 400

湖西市 1,125 1,125 304

小 計 109,956 70,356 39,600 6,000 8.60 42.43 61.16 400

計 239,428 144,645 94,783 25,400 34.91 148.14 155.36 2,946

注）事業量には平成２９年度補正・繰越し分を含む。
伐採量については、分収育林、分収造林、官行造林地の伐採量を含む。

表中の０表示は四捨五入により１に満たない事業量を表す。
保育間伐には治山費による本数調整伐を含む。
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○ 静岡県内の国有林の森林面積

署名

管内の国有林面積（ha） 人工林

率

（％）

管内の国有林所在市町
合計

うち

人工林

うち

天然林等

静岡 46,694 1６,905 29,789 36
静岡市・沼津市・富士宮市・島田市・富士市

御殿場市・裾野市・長泉町・小山町・川根本町

天竜 22,559 10,597 11,962 47 浜松市・掛川市・袋井市・湖西市・森町

伊豆 17,349 12,726 ４,623 7３
熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市

東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

計 86,602 40,228 46,374 45

注）他省庁所管森林を除き、官行造林地含む面積。天然林等には無立木地を含む。地域別の森林計画書より。

森林面積（ha） 国有林率

（％）民有林 国有林 計

408,８47 92,161 501,007 18

うち人工林面積（ha） 人工林率(％)

民有林 国有林 計 民有林 国有林 計

242,026 40,751 282,778 59 44 56

注）国有林は他省庁所管森林を含む面積。林野庁「森林資源の現況」より。

（参考）静岡県の森林面積

○ 森林管理署等の所在地及び連絡先

管理署等名 所 在 地 連 絡 先

静岡森林管理署
〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-120

TEL：054-254-3401 (IP)050-3160-6015
FAX：054-253-7829
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sizuoka/index.html

天竜森林管理署
〒434-0012
浜松市浜北区中瀬2663-1

TEL：053-588-5591 (IP)050-3160-5670
FAX：053-588-5595
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/index.html

伊豆森林管理署
〒410-2401
伊豆市牧之郷546-5

TEL：0558-74-2522 (IP)050-3160-6020
FAX：0558-72-5553
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/izu/index.html

大井川

治山センター

〒428-0411
榛原郡川根本町千頭

９50-2

TEL：0547-59-3344 (IP)050-3160-6035
FAX：0547-58-7010
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/index.html 
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