
（8）県有林取得処分経過表

区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

明治 38 年度 1,116.0068 1,116.0068 切原 138.8621 国有林を購入

小海 526.2148 国有林を購入

春日 250.2968 国有林購入

大岡 200.6311 国有林を購入

39 年度 2,725.3685 1,609.3617 西塩田 388.0614 国有林を購入

別所 99.1276 国有林を購入

武石 138.7021 国有林購入

伍和 458.1818 御料林を購入

八幡桑原 367.7844 国有林を購入

倉科 157.5044 国有林を購入

40 年度 2,499.9141 9.0357 ▲234.4901 西塩田 ▲180.0581 地元へ処分

倉科 ▲54.4320 倉科村に処分

宗賀 9.0357 私有地を購入

41 年度 2,854.7615 406.5492 ▲51.7018 別所 ▲51.7018 別所村に処分

高岡 228.0992
国有林を購入及び
高岡村に処分

富士里 178.4500 国有林購入

42 年度 2,845.3334 44.5933 ▲54.0214 八幡桑原 ▲54.0214 八幡村に処分

柳原 44.5933 国有林を購入

43 年度 3,267.9641 422.6307 南小谷 288.0205 私有林を購入

古海 134.6102 国有林を購入

44 年度 4,854.5011 1,586.5370 南牧 418.0462 私有林を購入

春日 315.8013 春日村より購入

入山辺 760.5933 公有林組合より購入

野尻 92.0962 国有林を購入

大正 2 年度 5,517.3848 865.0594 ▲202.1757 切原 ▲84.5229 地元へ処分

春日 82.9467 片倉区より購入

北山 267.8221 湯川区より購入

入山辺 ▲117.6528 牧野組合に処分

波田 514.2906 波田村より購入

3 年度 5,485.1445 ▲32.2403 高岡 ▲32.2403 高岡村に処分

昭和 9 年度 5,493.8587 8.7142 上松 3.2342 御料林譲与

王滝 5.4800 御料林譲与

17 年度 5,075.8125 ▲418.0462 南牧 ▲418.0462 陸軍省に処分

摘 要
計
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区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

摘 要
計

22 年度 4,609.1293 ▲466.6832 春日 ▲190.1609 自作農特別法

伍和 ▲14.9752 自作農特別法

入山辺 ▲83.0971 自作農特別法

富士里 ▲178.4500 自作農特別法

23 年度 4,578.1122 ▲31.0171 切原 ▲31.0171 自作農特別法

24 年度 4,540.8055 ▲37.3067 伍和 ▲6.5315 自作農特別法

野尻 ▲30.7752 自作農特別法

25 年度 4,866.6858 338.5827 ▲12.7024 南牧 338.5064 大蔵省より買戻

武石 ▲12.7024 自作農特別法

野尻 0.0763 私有林の寄付

26 年度 4,848.8921 ▲17.7937 小海 ▲17.7937 自作農特別法

27 年度 4,896.1548 47.2627 南小谷 47.1500 私有林を購入

宗賀 0.1127 宗賀村より寄付

29 年度 4,902.6129 6.4581 中箕輪 6.4581 私有地を購入

31 年度 4,902.9104 0.2975 中箕輪 0.2975 私有地を購入

32 年度 5,524.8949 621.9845 高遠 621.9845 高遠町より購入

33 年度 5,578.5267 75.4704 ▲21.8386 南牧 ▲16.3586 実測減

高遠 72.0132 高遠町より購入

中箕輪 3.4572 私有林購入

王滝 ▲5.4800 ダム用地に処分

34 年度 5,579.7966 1.2699 中箕輪 1.2699 私有地を購入

35 年度 5,742.4500 162.6534 南箕輪 162.6534 南箕輪村より購入

36 年度 5,808.7101 66.2601 福島 66.2601 福島町より購入

38 年度 6,201.6028 566.3892 ▲173.4965 春日 ▲0.6952 建設省に処分

北山 ▲172.5904 企業局に所管換

駒ヶ根 22.9395 農政部より所管換

長谷 13.4710 農政部より所管換

中川 58.9401 農政部より所管換など

大鹿 28.0641 農政部より所管換

豊丘 2.1216 農政部より所管換

智里 135.0600 昼神区より購入

米子 6.0201 私有地を購入

宗賀 ▲0.2109 建設省に処分

小海など 299.7728 実測増減
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区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

摘 要
計

39 年度 6,209.3382 8.2206 ▲0.4852 西塩田 0.2711 農協より購入

倉科 5.7860 私有林を購入

古海 1.4491 私有林を購入

中箕輪 0.2471 私有地を購入

柳原 0.4473 私有林を購入

中川 ▲0.4852 河川敷に処分

40 年度 7,188.8422 979.7769 ▲0.2729 上松 ▲0.2729 建設省に処分など

本郷 979.3128 本郷村より購入

戸隠 0.4641 私有林を寄付

41 年度 7,367.2436 178.4033 ▲0.0019 堀金 170.2800 堀金村より購入

北山 8.1233 実測増

宗賀 ▲0.0019 建設省に処分

42 年度 7,367.1794 6.5791 ▲6.6433 春日 ▲0.1787 砂防用地に処分

中川 ▲1.1655 砂防用地に処分

中箕輪 ▲0.1591 伊那建に所管換

伍和 ▲0.3352 阿智村に処分

大鹿 ▲1.6999 建設省に処分

八幡桑原 ▲0.0355 更埴建に所管換

米子 0.9098 私有林を購入

大岡 5.6693 企業局と交換増

宗賀 ▲3.0694 塩尻市に処分

43 年度 7,272.1796 0.1862 ▲95.1860 福島 0.1862 福島町より購入

高岡 ▲95.1860 農政部に所管換など

44 年度 7,665.5863 494.3627 ▲100.9560 下諏訪 325.2307 下諏訪町より購入

駒ヶ根 ▲0.1876 保健組合に処分

長谷 37.8220 私有林購入など

和合 131.3100 私有林購入

大岡 ▲0.0035 建設省に処分

高岡 ▲100.6729 企業局牟礼村に処分

柳原 ▲0.0920 飯山市に譲与

45 年度 8,540.8065 910.9409 ▲35.7207 長谷 ▲0.9282 建設省に処分

大平 461.1803 飯田市より購入

伍和 ▲34.7458 阿智村に処分

大鹿 50.1378 私有林購入
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区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

摘 要
計

45 年度 福島 ▲0.0062 木曽建に所管換

入山辺 ▲0.0405 松本建に所管換

北小谷 399.6228 私有林購入

46 年度 8,720.0043 239.5936 ▲60.3958 下諏訪 0.7253 私有林を購入

中川 ▲57.2894 中川村に処分など

三岳 225.6370 三岳村より購入

上松 ▲2.9613 上松町に処分など

北小谷 13.2313 私有林を購入

宗賀 ▲0.1451 塩尻市に譲与など

47 年度 8,721.3782 4.6838 ▲3.3099 武石 4.6112 農林省より購入

下諏訪 0.0726 私有林を購入

長谷 ▲0.3999 建設省に処分

智里 ▲0.0106 飯田建に所管換

豊丘 ▲2.1216 豊丘村に処分など

入山辺 ▲0.7458 私有林に処分

北小谷 ▲0.0320 送電線敷に処分

48 年度 8,718.2502 ▲3.1280 南牧 ▲0.6198 電々に処分

駒ヶ根 ▲0.4676 伊那建に所管換

大鹿 ▲2.0406 建設省に処分

49 年度 8,717.7151 ▲0.5351 駒ヶ根 ▲0.0914 伊那建に所管換

野尻 ▲0.4437 信濃町に処分

50 年度 8,690.4685 0.1707 ▲27.4173 西塩田 ▲4.5540 耕地課に所管換

武石 0.1707 農林省より購入

北山 ▲1.9350 茅野市に処分

駒ヶ根 ▲17.4929 駒ヶ根市に処分など

三岳 ▲3.4354 三岳村と交換減

51 年度 8,670.7244 9.9564 ▲29.7005 大鹿 ▲24.2912 大鹿村に処分など

楢川 9.9564 農林省より購入

八幡桑原 ▲0.9193 更埴建に所管換

本郷 ▲4.4613 建設省に処分

伍和 ▲0.0287 阿智村に処分

52 年度 8,670.5798 ▲0.1446 野尻 ▲0.0792 信濃町に処分

八幡桑原 ▲0.0654 更埴建に所管換
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区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

摘 要
計

53 年度 8,672.4783 2.3948 ▲0.4963 小海 ▲0.0360 私有林と交換減

入山辺 ▲0.4229 松本市に処分

智里 ▲0.0374 飯田建に所管換

下諏訪 2.3948 私有林を購入

54 年度 8,755.8273 83.3490 高遠第二 83.3490 高遠町より購入

55 年度 8,755.0064 ▲0.8209 入山辺 ▲0.1166 松本建に所管換

入山辺 ▲0.1189 松本市に処分

宗賀 ▲0.5854 公簿面積訂正

56 年度 8,753.4468 ▲1.5596 中箕輪苗畑 ▲1.5596 水道用水企業団に処分

57 年度 8,750.6099 ▲2.8369 中箕輪苗畑 ▲1.0205 水道用水企業団に処分

中箕輪苗畑 ▲0.4652 箕輪町に処分

駒ヶ根 ▲0.6208 建設省に処分

入山辺 ▲0.6880 松本市に処分

入山辺 ▲0.0424 農業開発公社に処分

59 年度 8,750.4176 ▲0.1923 入山辺 ▲0.1932 松本市に処分

60 年度 8,750.1149 ▲0.3027 大鹿 ▲0.0534 飯田建に譲渡

入山辺 ▲0.2493 松本市に処分

61 年度 8,750.1141 ▲0.0008 宗賀苗畑 ▲0.0008 塩尻市に処分

63 年度 8,750.4166 4.1043 ▲3.8018 古海 4.1043 信濃町土地開発公社と交換

北山 ▲0.1111 茅野市に処分

入山辺 ▲0.1385 松本市に処分

宗賀苗畑 ▲3.5522 警察本部に所管換

平成 元 年度 8,762.2766 11.8600 樅ヶ崎 11.8600 管財課より所管換

2 年度 8,762.0906 0.1189 ▲0.3049 下諏訪 0.1189 私有林を購入

中箕輪苗畑 ▲0.2919 箕輪町に譲渡

宗賀苗畑 ▲0.0130 中部地方建設局に譲渡

3 年度 8,762.0776 ▲0.0130 中箕輪苗畑 ▲0.0130 箕輪町に譲渡

4 年度 8,762.0811 0.0035 大岡 0.0035 国有地を購入

5 年度 8,761.7608 ▲0.3203 野尻 ▲0.0893 日本道路公団に処分

柳原 ▲0.2310 飯山建に所管換

7 年度 8,761.6631 ▲0.0977 大岡 ▲0.0977 土尻川砂防に所管換

8 年度 8,761.6534 ▲0.0097 中箕輪苗畑 ▲0.0097 伊那建に所管換

9 年度 8,762.6534 19.9891 ▲18.9891 大岡 ▲18.9891 大岡村と交換

大岡 19.9891 大岡村と交換
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区分

年度 増 減 県有林名 面 積 増 減 理 由

摘 要
計

10 年度 8,746.8934 ▲15.7600 西塩田 ▲15.7600 公簿面積訂正

11 年度 8,745.6599 ▲1.2335 春日 ▲0.3596 建設省に処分

本郷 ▲0.8739 建設省に処分

17 年度 8,743.2855 ▲2.3744 宗賀苗畑 ▲1.5697 警察本部に所管換

駒ヶ根 ▲0.8047 建設省に処分

18 年度 8,742.8856 ▲0.3999 中箕輪苗畑 ▲0.3999 箕輪町に処分

18 年度 8,744.2864 1.4008 北小谷県有林 1.4008 小谷村から譲与

19 年度 8,744.2864

20 年度 8,742.4528 ▲1.8336 北小谷県有林 ▲1.8336 国交省に処分

21 年度 8,741.8302 ▲0.6226 北小谷県有林 ▲0.6226 国交省に処分

21 年度 8,741.0170 ▲0.8132 高遠第２県有林 ▲0.8132 国交省に処分

22 年度 8,741.0170

23 年度 8,741.0170
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