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雑 報
一

群馬県における植物標本採取に関わる諸手続きについて

須永 智

群馬県立自然史博物館学芸課

TheprocessofplantgatheringinGunmaPrefecture
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管理下にあることとなる． また， その地域が森林法による

保安林に指定され，二重の指定を受けている場合が多い．

さらに,文化財保護法によって保護されている場合もある．

このように様々な指定を受けている場合があり，すべての

法律・条例に関して関係各機関に内諾を得た後に，法律・

条例に従って採取許可申請を提出しなければならない．

はじめに

植物標本の採取にあたっては，採取予定地域の地権者，

その地域を管理・保護する関係機関等の許可を得なければ

ならない．群馬県立自然史博物館の常設展示に展示を予定

していた植物標本の採取時にも，地権者への申請や各種法

律条例等に関する許可申請を関係機関へ提出した．許可申

請を初めて提出する際には， どのような機関へどのような

書類を提出したらよいのかがわからないため，大変苦労を

する． そこで，過去に書類を提出した経験に基づき，書類

の提出先リストや内容についてまとめてみた．今後の指針

になれば幸いである．

3 採取と採取終了害の提出

植物採取許可申請害等を関係各機関に提出し，採取の許

可証明としての「採取許可証」が発行される．採取行為者

は，採取行為の際には「許可証」等を持参しなければなら

ない． また，採取が終了した際には，速やかに「採取の終

了書」等を関係各機関へ提出しなければならない．関係各

機関への「採取の終了書」等の提出及び関係各機関の「採

取の終了書」等の受理によって採取行為が終了する．
書類提出にあたって

1 地権者の確認

まず，植物採取予定地域の地権者の確認が必要である．

地権者の確認をした後に，地権者に対して，所有地での植

物採取の実施の目的・内容を説明し，内諾を得なければな

らない． その後，地権者側の指示に従って採取許可申請害

等を提出しなければならない．

各地域の実例

1 尾瀬地域

群馬県側の尾瀬地域のほとんどは，地権者が東京電力株

式会社であり，その管理は尾瀬林業株式会社が行っている．

また， 自然公園法では日光国立公園の特別保護地区に指定

され， さらに文化財保護法の特別天然記念物に指定されて

いる． この地域では，植物を採取するに値するだけの明確

な採取目的がなければ，植物の採取の許可は下りない．植

物の採取許可を得るためには，関係各機関に植物採取の目

2 各種法律の確認

植物採取予定地域が， どのような法律のもとで管理・保

護されているかを確認する必要がある．採取予定地域が国

立公園や国定公園に指定されている場合は， 自然公園法の
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的及び適切な採取方法を示し,理解を得なければならない．

各機関から，内諾を得た後，採取許可申請等を提出しなけ

ればならない．

に指定されている.対象区域の至仏山西面は国有林であり，

群馬県の自然環境保全地域の野生動植物保護地区に指定さ

れている． さらに，森林法による保安林（目的土砂の流

出の防備）にも指定されている． そのため，国有林の管理

をする営林署・保安林及び自然環境保全地域の管理をする

林業事務所に採取行為の内容・目的を説明し，内諾を得な

ければならない． その後，各機関へ採取許可申請を提出し

なければならない．

(1)地権者への申請

尾瀬地域の群馬県側の地権者は，東京電力株式会社で

ある．

①許可申請 ．立ち入り調査許可申請書（所定の

様式）

。立ち入り行為の内容（目的・立ち

入り者名・行為の内容等）

.立ち入り行為場所の位置図

・添付書類（環境庁・文化庁への提

出書類の写し）

②書類の提出経路尾瀬林業株式会社戸倉支社･･･…尾

瀬林業株式会社･･ ･…東京電力株式

会社（全 3部提出）

(1) 地権者への申請

国有林であり，管理は水上営林署が行っている．植物

採取予定地域の林班等は，営林署の林班図により確認を

する必要がある．

①入林届 ・入林届（所定の様式）

・採取行為の概要

・採取行為位置図

②意見書交付願

保安林に指定されている国有林での行為の許可は，

国有林の管理をしている営林署が保安林内での行為に

同意をしている場合のみ可能である． この時のみ，保

安林の管理をしている各林業事務所が，保安林内での

行為の許可を認めることができる． そのため，営林署

より出される植物採取行為に対する｢意見書」 （許可す

る方向である内容） を林業事務所へ提出する「保安林

内作業許可申請書」に添付する必要がある．

・保安林内作業許可申請処理意見書

交付願（参考書類として保安林内

作業許可申請書の写しを添付）

③許可申請 ・国有林野内高山植物等の採取許可

申請書

・採取行為の概要

・採取行為の位置図

④書類の提出先 該当営林署

(2) 自然公園法第18条第3項の1， 2及び6により

①許可申請 。特別保護地区内高山植物等の採取

許可申請書（所定の様式）

・採取行為の概要（採取行為の目

的・採取行為者名・採取行為の方

法及び注意事項）

・採取行為位置図・行為地付近の概

況図

・地権者の立ち入り許可証明書

②書類の提出経路片品村･ ･…渋川商工労働事務所

．…･ ･群馬県自然環境課…”･北関東

地区国立公園･野生生物事務所(全

4部提出）

（注意各機関への事前の説明及び内諾が必要）

(3) 文化財保護法第80条第1項により

①許可申請 .特別天然記念物現状変更許可申請

書（所定の様式）

・現状変更の概要（目的・現状変更

行為者名・植物採取種類名）

・採取地表示地図

・地権者の立ち入り許可証明書

②書類の提出経路片品村教育委員会事務局……群馬

県教育委員会事務局文化財保護課

……文化庁文化財保護部記念物課

（全 3部提出）

（注意各機関への事前の説明及び内諾が必要）

(2) 森林法第34条第2項により

①許可申請 ・保安林内作業許可申請書（所定の

様式）

・採取行為の概要

・採取行為位置図

・保安林内作業許可申請処理意見書

（営林署より）

②書類の提出先 該当林業事務所

(3) 自然環境保全条例第16条第3項により

①許可申請 ・野生動植物保護地区内行為許可申

請書（所定の様式）

・採取行為の概要

・採取行為位置図

2 至仏山西面

至仏山の山稜から東面は， 日光国立公園の特別保護地区



群馬県における植物標本採取に関わる諸手続きについて 131

②書類提出経路 該当林業事務所…･群馬県自然環

境課（全 2部提出）

・採取行為付置図

②書類の提出先 該当林業事務所

3 赤城山（小沼周辺）

この地域は，県立赤城公園に指定され群馬県の管理下に

置かれている． また，森林法の保安林(目的公衆の保健，

水源のかん養）にも指定されている． そのため，県自然環

境課及び林業事務所へ採取行為の説明をし内諾を得た後，

採取許可申請耆等を提出しなければならない．植物採取予

定地域の地番等は，該当林業事務所に確認をすることが必

要である．

(3) 自然公園法

妙義荒船佐久高原国定公園の特別保護地区に指定され

ている．

第18条第3項の1, 2及び6により

①許可申請 ．特別保護地区内木竹以外の植物の

採取又は損傷許可申請書（所定の

様式）

・採取行為の概要

・採取行為位置図

②書類の提出経路該当市町村……該当商工労働事務

所……群馬県自然環境課（全 3

部提出）

(1) 地権者への申請

①許可申請 ．県立公園使用許可申請害（所定の

様式）

･採取行為の概要

･採取行為付置図

群馬県自然環境課

5 茂林寺沼

茂林寺沼は，群馬県の天然記念物に指定されている． そ

のため，地権者である館林市，管理をしている館林市教育

委員会事務局文化財保護課・群馬県教育委員会事務局文化

財保護課へ行為の内容・目的等説明し，内諾を得なければ

ならない． その後，館林市へ「立ち入り許可申請書」を，

館林市教育委員会文化財保護課を通して群馬県教育委員会

文化財保護課へ「現状変更許可申請書」を提出しなければ

ならない．

②書類の提出先

(2) 森林法第34条第2項により

①許可申請 ・保安林内作業許可申請書（所定の

様式）

・採取行為の概要

・採取行為位置図

②書類の提出先 該当林業事務所

4妙義山（金洞山の石門周辺）

妙義山の石門周辺は，国定公園の特別保護地区に指定さ

れ，森林法の保安林（目的風致保安林）及び群馬県の県

立妙義公園にも指定されている．国定公園は管理を群馬県

知事が委任されているため，植物の採取等の行為に関して

は県の自然環境課へ説明し，内諾を得なければならない．

また，該当市町村及び該当商工労働事務所に対して，採取

行為の説明をし，内諾を得なければならない． さらに，保

安林内での採取行為に対して，該当林業事務所へ説明し内

諾を得なければならない．

(1) 地権者への申請館林市の所有地である．

①許可申請 ．立ち入り許可申請書(館林市長宛）

立ち入り地域・目的等記入

．立ち入り者名

・採取植物種類名

②書類の提出先 館林市

(2) 文化財保護条例第17条及び第42条により

①許可申請 ・現状変更許可申請書(所定の様式）

・現状変更行為者名

・採取植物種類名

・現状変更予定地域の見取り図

②書類の提出経路館林市教育委員会事務局文化財保

護課…･群馬県教育委員会事務局

文化財保護課（全 2部提出）

(1) 地権者への申請

①許可申請 ･県立公園使用許可申請書（所定の

様式）

･採取行為の概要

･採取行為位置図

群馬県自然環境課②提出先
採取標本の展示例

l アクリル封入標本

採取した植物をアクリル封入標本にし，群馬県立自然史

博物館の常設展示コーナーで展示している(図1）． アクリ

ル封入標本は，葉や花が生体に近い形や色を残すため， さ

(2) 森林法第34条第2項により

①許可申請 ・保安林内作業許可申請害（所定の

様式）

・採取行為の概要
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図l 榛名山に生育する植物のアクリル封入標本の展示

中央の大きな標本はハルナユキザサ

く葉標本に比べてよりよい展示効果を発揮することができ

る． （須永， 1999）
図2 ブナ林のジオラマの林床

オオバキスミレのレプリカ

2 レプ|ノカ

採取した植物をジオラマ展示用のレプリカの型取り用標

本として使用した．常設展示には，①茂林寺沼湿原②ク

ヌギーコナラ林③ブナ林（図2） ④シラビソーオオシ

ラビソ林⑤尾瀬ヶ原湿原⑥至仏山の植物（図3）の6

種類のジオラマがある． これらのジオラマで展示してある

植物は， ジオラマのモデル地及びその周辺で採取された標

本を基にレプリカとして作製されたものである．植物採取

地域は，ほとんどが許可申請の必要な場所であった． もし，

採取許可が下りなかったならば， これらのジオラマの完成

はなかった．

謝 辞
図3 至仏山の植物のジオラマ標本はレプリカ

植物標本採取の許可申請の作成に当たり，多くの方々に

ご指導をいただいた．特に，関係各機関の担当の方々には

親切なご指導をいただき， さらに植物採取及び自然史博物

館の建設に対して深いご理解をいただいた． ここに感謝申

し上げたい．最後に， このように多くの関係各機関，担当

の方々のご協力なしには，群馬県立自然史博物館の完成は

なかったことを付け加えておきたい．

参考文献

須永智

1999 アクリル封入標本の作製と展示，群馬県立自然史博物館

研究報告（3） ：93 96．

須永智

群馬県立自然史博物館学芸課：〒3702345群馬県富岡市上黒岩l674-I

Satoshi SuNAGA

DepartmentofBiol()gyofGunmaMLIseum()fNaturalHisto1-y: 1674 1,Kamikuloiwa,T()mi()ka,Gunma,370-2345, .lapall



提出書類一覧

地権者

書類の宛名書類提出機関県 有 地国 有 地

各種法律

該当市町村

商工労働事務所

県自然環境課

国立公園・野生

生物事務所

環境庁長官特別地域内高山植物等の採取許可申請、特別地域内木竹伐採許可申請

（木の伐採及び環境庁長官指定植物の採取）第17条第3項の2及び8

特別地域

国立公園

特別保護地区内高山植物等の採取許可申請、特別保護地区内高山植物等の採取許可申請

第18条第3項の1， 2及び6

特別保護

地 区

自然公園法

特別地域内高山植物等の採取許可申請、特別地域内木竹伐採許可申請

（木の伐採及び環境庁長官指定植物の採取）第17条第3項の2及び8

特別地域
燕
細
掘
丙
誠
写
が
菌
雪
轆
卦
謂
晉
丙
温
ざ
が
訓
咄
説
眺
汽
Ｊ
ｓ
八

群馬県知事該当市町村

商工労働事務所

県自然環境課

国定公園

特別保護地区内高山植物等の採取許可申請、特別保護地区内高山植物等の採取許可申請

第18条第3項の1， 2及び6

保安林内作業許可申請耆第34条第2項

特別保護

地 区

林業事務所 群馬県知事森林法 保安林

特別地区内行為許可申請書（木竹の伐採）

第15条第4項の6

特別地区

自然環境

保全地域

自然環境

保全条例 休業事務所 群馬県知事

野生動植物保護地区内行為許可申請

（指定種の採取）第16条第3項

野生動植物

保護地区

文化庁長官各市町村教委

県教委文化財保護課

文化庁記念物課

(特別）天然記念物現状変更許可申請耆

（地権者・ ・ ・地権者宛立ち入り許可申請耆等提出）

第80条第1項

文化財保護法

各市町村教委

県教委文化財保護課

県教育長天然記念物現状変更許可申請書 第17条・第42条文化財保護条例

①
②
③

入林届

匡l有林野内高山植物等の採取許可申請書

保安林内作業許可申請処理意見善交付願

（保安林に指定されている場合）

営林署長営林署

管理上
群馬県知事群馬県自然環境課県立公園県立公園使用許可申請害

（植物の採取）

群馬県知事各林業事務所森林公園森林公園内行為許可申請書

（植物の採取）
』
い
い


