
所　有　者

国有林・・・担当森林管理署
民有林・・・公有林・私有林

番号 地図リンク（青色部分をクリック）

長野・白馬側（白馬村） 中信森林（管） 中部山岳13－12 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-613.pdf

富山・黒部側（朝日町・黒部市） 神通川6－1 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1289.pdf

富山・黒部側（朝日町・黒部市） 神通川6－2 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-794.pdf

長野・白馬側（白馬村） 中信森林（管） 中部山岳13－12 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-613.pdf

富山・黒部側（朝日町・黒部市） 富山森林（管） 神通川6－2 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-794.pdf

長野・白馬側（白馬村・大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－11 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1115.pdf

富山・黒部側①（朝日町・黒部市） 神通川6－2 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-794.pdf

富山・黒部側②（黒部市・立山町） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-955.pdf

長野・安曇野側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－11 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1115.pdf

富山・黒部側（黒部市・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-955.pdf

長野・安曇野側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－11 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1115.pdf

富山・黒部側（黒部市・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-955.pdf

長野・安曇野側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－11 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1115.pdf

富山・黒部側（黒部市・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-955.pdf

剱岳 2999m 富山（上市町・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-959.pdf

立山 3015m 富山（上市町・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-960.pdf

五色ヶ原 2500m 富山（上市町・立山町） 富山森林（管） 神通川6－3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-960.pdf

越中沢岳 2592m 富山（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

薬師岳 2926m 富山（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

雲の平 - 富山（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

富山・黒部側（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1197.pdf

富山・黒部側（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1197.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

富山・黒部側（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

水晶岳 2978m 富山（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

富山・黒部側（富山市） 富山森林（管） 神通川6－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-798.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中信森林（管） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

長野・上高地側（松本市） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

長野・上高地側（松本市） 中信森林（管） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

岐阜・飛騨側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

長野・上高地側（松本市） 中信森林（管） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

長野・上高地側（松本市） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

長野・安曇野（三股登山口）側 中部山岳13－7 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1173.pdf

長野・安曇野（一の沢登山口）側 中部山岳13－8 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-749.pdf

長野・上高地側（松本市） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

長野・安曇野側（安曇野市） 中部山岳13－8 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-749.pdf

長野・高瀬側（大町市） 中部山岳13－9 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-234.pdf

長野・安曇野側（安曇野市） 中部山岳13－8 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-749.pdf

岐阜・新穂高温泉側（飛騨市） 宮・庄川17－4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

岐阜・双六谷側（飛騨市） 宮・庄川17－2 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1197.pdf

岐阜・新穂高温泉側（飛騨市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17－4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1162.pdf

長野・上高地側（松本市） 中信森林（管） 中部山岳13－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-833.pdf

長野・白骨温泉側（松本市） 中信森林（管） 中部山岳13－4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-832.pdf

岐阜・飛騨側（高山市） 飛騨森林（管） 宮・庄川17－10 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-996.pdf

長野・木曽福島側（木曽町） 木曽谷11－4 kokuyurinzumen-1095.pdf (maff.go.jp)

長野・木曽上松側（上松町） 木曽谷11－2 kokuyurinzumen-632.pdf (maff.go.jp)

長野・伊那谷側（宮田村） 南信森林（管） 伊那谷10－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-304.pdf

長野・木曽谷側（大桑村） 木曽森林（管）・南木曽支署 木曽谷11－1 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-948.pdf

長野・伊那谷側（駒ケ根市） 南信森林（管） 伊那谷10－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-304.pdf

中ア縦走路（木曽駒～宝剣） － 長野・木曽谷側 木曽森林（管） 木曽谷11－2 kokuyurinzumen-632.pdf (maff.go.jp)

中ア縦走路（宝剣～空木） － 長野・木曽谷側 木曽森林（管）・南木曽支署 木曽谷11－1 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-948.pdf

中ア縦走路（木曽駒～空木） － 長野・伊那谷側 南信森林（管） 伊那谷10－5 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-304.pdf

山梨・白州側（北杜市） - － －

山梨・野呂川側（南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

アサヨ峰 2799m 山梨（北杜市・南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

北岳 3192m 山梨（南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

山梨（南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

山梨・白峰三山側 山梨県・公有林 － －

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

山梨・白州側 山梨県・公有林 － －

長野・戸台側（伊那市） 南信森林（管） 伊那谷10-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1278.pdf

山梨・野呂川側（南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

長野・戸台側（伊那市） 南信森林（管） 伊那谷10-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1278.pdf

山梨・野呂川側（南アルプス市） 山梨県・公有林 － －

伊那谷10-4 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1278.pdf

伊那谷10-3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1254.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（伊那市） 南信森林（管） 伊那谷10-3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1254.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（伊那市） 南信森林（管） 伊那谷10-3 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1254.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（大鹿村） 南信森林（管） 伊那谷10-6 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1090.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（大鹿村） 南信森林（管） 伊那谷10-6 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1090.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（大鹿村） 南信森林（管） 伊那谷10-6 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1090.pdf

静岡側（静岡市） （株）特種東海フォレスト・私有林 － －

長野・伊那谷側（飯田市） 南信森林（管） 伊那谷10-10 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-378.pdf

八ヶ岳縦走路（編笠～麦草峠）－ 長野・諏訪側（富士見町・茅野市） 南信森林（管） 伊那谷10－2 kokuyurinzumen-915.pdf (maff.go.jp)

八ヶ岳縦走路（赤岳～麦草峠）－ 長野・野辺山原側（南牧村・小海町等） 東信森林（管） 千曲川上流10－10 kokuyurinzumen-208.pdf (maff.go.jp)

八ヶ岳縦走路（編笠～赤岳） － 山梨・大泉側（北杜市） 山梨県・公有林 － －

Yamarii編集部、2021年6月現在
・本早見表はあくまでご参考となります。飛行計画および準備の際には、必ず地図等を用いた手続き箇所の適切な把握・最終確認等をお願いいたします。
・山域によっては、国有林・民有林の両方（例：国有林の周辺に県所有の公有林など）に渡る場合がありますので、手続等にご注意願います。
・飛行前計画での照会の際には、管理者の判断により現地情報に詳しい現地機関に回される可能性もございます。予めご了承願います。
・所有者については、HP等を開設している上位機関を表示しております。また、所有者側でガイドラインが未整備等の可能性もございますので、
　ご無理のない範囲での調整等をお願いいたします。
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■　山域例　〔北アルプス・中央アルプス・南アルプス・八ヶ岳〕　ドローン飛行にかかる山岳別の国有林等　早見表

方面（周辺自治体）

国有林・森林計画図（施業実施計画図（2万分の1)）

山域 山名
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