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森林環境基金事業の実績について
（平成18年度～平成27年度）

１ 森林環境の適正な保全

(１)森林整備事業（平成18～27年度事業実施） 【森林整備課】
事業概要
水源区域及び水源かん養又は山地災害防止機能の発揮を重視する森林において、手入

れが行われず荒廃が懸念される森林に対し、補助事業により間伐等の森林整備を実施す
る。
○第１期実績（平成18～22年度）

・森林整備事業（10/10支援） 9,191ha
・森林整備促進事業（7.5/10支援） 5,743ha

合 計 14,934ha

○第２期実績（平成23～27年度）
・森林整備事業（10/10支援） 6,720ha
・森林整備促進事業（7.5/10支援） 2,607ha

合 計 9,327ha

○合計実績（平成18～27年度）
・森林整備事業（10/10支援） 15,911ha
・森林整備促進事業（7.5/10支援） 8,350ha

合 計 24,261ha

森林整備（間伐）実施前状況（西郷村）

作業の様子（福島市）

森林整備（間伐）実施後状況（西郷村）

林業機械による作業の様子（いわき市）
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(２)森林環境適正管理事業（平成18～27年度事業実施） 【森林計画課】
事業概要
森林環境を適正に管理し業務の効率化を図るために森林GISの運用を行うとともに、地

図上で森林情報を確認できるウェブサイト「ふくしま森まっぷ」を活用した県民への情
報発信を推進する。
○第１期実績（平成18～22年度）

・森林GIS活用推進事業
福島県森林GIS開発 平成18～20年度
ふくしま森まっぷ 平成21年度公開

・森林認証普及啓発事業
シンポジウムの開催等 参加者110名

○第２期実績（平成23～27年度）
・森林情報(GIS)活用推進事業

①森林資源情報システム、②施業履歴管理システム、 ③森林情報発信システム
の保守・運用業務実施
ふくしま森まっぷアクセス件数 457,271件（平成27年度実績）

(３)森林整備地域活動支援交付金事業（平成23～27年度事業実施） 【森林計画課】
事業概要
森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、森林組合等が集約化施業を行うため

の森林経営計画の作成に必要な森林所有者の同意取得等の活動を支援する。
○合計実績（第２期：平成23～27年度）

・森林整備地域活動支援交付金事業
森林経営計画作成促進支援 35,348ha

「森林ＧＩＳ」による森林資源情報の表示 「ふくしま森まっぷ」による森林情報の表示
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(４)花粉の少ない森林づくり事業（平成23～27年度事業実施） 【森林整備課】
も り

事業概要
森林環境に配慮した再造林による森林の若返りを図るため、花粉症対策品種苗木を養

成するとともに、地方植樹祭や企業の森林づくり活動等への苗木供給を行う。
○合計実績（第２期：平成23～27年度）

・花粉の少ない森林づくり推進事業
ミストハウス（発根促進施設）整備 平成23年度
花粉症対策品種のさし付け 平成24～27年度 約22,300本
苗木配布 平成25～26年度 900本

・花粉の少ない苗木づくり促進事業
少花粉スギ採種園 平成26年度 造成0.3ha 470本植栽
無花粉スギ採穂園 平成26年度 造成0.1ha 20本植栽
苗木養成 平成27年度 苗木養成 100本植栽

２ 森林資源の活用による持続可能な社会づくり

(５)間伐材利用促進事業（平成18～22年度事業実施） 【森林整備課・林業振興課】
事業概要
間伐材の利用促進を図るため、県有施設の木造・木質化や、木材製品の利用展示を行

う「ほっとスペース創出事業」、木質バイオマスの循環利用を推進するペレットストーブ
の導入を推進する。
○合計実績（第１期：平成18～22年度）

・県有施設の間伐材利活用推進事業
太陽の国さつき荘ほか４施設の木質化等を実施

・間伐材利用拡大モデル展示事業
展示用ペレットストーブ２基を導入

・「ほっと」スペース創出事業
県立図書館ほか39施設に間伐材製品を設置

・ペレットストーブ利用推進事業
合計203台（県有施設25台、民間施設等178台）の導入を支援

配布用少花粉スギ苗木の挿し付け状況 少花粉スギ採穂園の植栽状況
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(６)間伐材搬出支援事業（平成18～27年度事業実施） 【森林整備課・林業振興課】
事業概要
低炭素社会づくりの一環として、これまで搬出・利用が十分に進んでいない間伐材等

未利用材の搬出を支援することにより建築・合板用材、燃料等の利用拡大を図り、森林
が吸収した二酸化炭素の固定化と二酸化炭素排出量削減を促進する。
○第１期実績（平成18～22年度）

・間伐材運搬経費支援事業
山土場から原木市場までの運搬支援(500円/m3) 116,777m3

・林内作業路整備支援事業
間伐材搬出に必要な林内作業路整備(500円/ｍ) 227,200ｍ

○第２期実績（平成23～27年度）
・間伐材運搬経費支援事業

山土場から原木市場までの運搬支援(500円/m3) 100,194m3

・林内作業路整備支援事業
間伐材搬出に必要な林内作業路整備(500円/ｍ) 253,440ｍ

・間伐材二酸化炭素削減支援事業
バイオマスエネルギー利用施設への
燃料用間伐材の搬出・運搬支援 (1,500円/m3) 134,800m3

○累計実績（平成18～27年度）
・山土場から原木市場までの運搬支援 平成18～27年度 216,971m3

・間伐材搬出に必要な林内作業路整備 平成18～27年度 480,640ｍ

・県内木材バイオマスエネルギー利用施設への
燃料用間伐材の搬出・運搬支援 平成24～27年度 144,800m3

間伐材搬出支援事業による
間伐材運搬のための積み込み

（南会津町）

林内作業路整備支援事業により開設した
作業路を利用した間伐材の搬出

（いわき市）
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(７)カーボンオフセット普及促進事業（平成22年度事業実施） 【環境共生課】
事業概要
低炭素社会づくりの推進を図るため、カーボンオフセットに関する制度の普及啓発を

図る。
○合計実績（第１期：平成22年度）

・カーボンオフセット普及促進事業
説明会７回開催（参加者合計335名）、勉強会６回開催（参加者合計166名）

(８)省資源型生産システム推進事業（平成21年度事業実施） 【園芸課】
事業概要
きのこ栽培における燃油使用料削減技術の確立を図るため、試験的に木質ペレット暖

房装置を導入する。
○合計実績（第１期：平成21年度）

・省資源型生産システム推進事業 1基

(９)森林整備促進路網整備事業（平成23～27年度事業実施） 【森林整備課】
事業概要
路網の未整備により間伐等が遅れている森林に対し、継続的な森林整備の促進を図る

ため、トラックが通行可能な耐久性のある作業道を開設することで森林整備と搬出の促
進を図り、森林環境の保全及び森林資源の活用により低炭素社会づくりを目指す。
○合計実績（第２期：平成23～27年度）

・森林整備促進路網整備事業
耐久性のある作業道の開設（4,200円/ｍ） 44,792ｍ

作業道の作設状況（柳津町） 作業道の整備状況（いわき市）
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(10)ふくしま低炭素社会づくり推進事業（平成22～27年度事業実施）
【林業振興課・森林保全課・建築指導課】

事業概要
県民が一体となった低炭素型社会の形成を進めるため、林業関係者以外による森林整

備の推進や木材の利用促進を図る。
○第１期実績（平成22年度）

・カーボンオフセット森森(もりもり)元気事業
株式会社東芝ほか１者と「森林づくり活動協定」を締結 計２件

・ペレットストーブオフセットクレジット活用事業
ペレットストーブ使用によるCO2削減量の
オフセットクレジット化参加承認数 169件

・緑の住宅普及支援事業
家造りセミナー７回開催（参加者300名）、ワークショップ９回開催（参加者287名）

・森を木づかうふくしま住まいる事業
県産材を使用した住宅の建築費を補助（30万円/戸） 50棟

○第２期実績（平成23～27年度）
・カーボンオフセット森森(もりもり)元気事業 （平成24～27年度）

株式会社東邦銀行ほか４者と「森林づくり活動協定」を締結 ８件
・ペレットストーブオフセットクレジット活用事業 (平成23年度）

二酸化炭素排出削減量認証 H24.1.17 数 量125t-CO2
J-VERクレジット発行 H24.2.23 発行量125t-CO2

・緑の住宅普及支援事業 （平成23～27年度）
住宅モデルのイベントへの出展・展示 16回
家づくりワークショップ等の開催 50回 参加者4,576名

・森を木づかうふくしま住まいる事業 （平成24年度）
県産材を使用した住宅の建築費を補助（30万円/棟） 174棟

・森と住まいのエコポイント事業 （平成25～27年度）
県産材を使用した住宅の建築に県産農産品等と交換可能なポイントを交付
（一般20万ポイント/棟、被災者30万ポイント/棟）

384棟（一般272棟、被災者112棟）
・ふくしま木の家・担い手応援事業 （平成26,27年度）

担い手ネットワーク登録者数 121名
技術力・営業力向上セミナー ７回 参加者245名

○合計実績（平成22～27年度）
・森林づくり活動協定締結 10件
・ペレットストーブの使用によるCO2削減

オフセットクレジット化参加承認数 169件
二酸化炭素排出削減量認証 H24.1.17 数 量125t-CO2
J-VERクレジット発行 H24.2.23 発行量125t-CO2

・家づくりセミナー 平成22年度 県内7方部 参加者300名
・住宅モデルのイベントへの出展・展示 平成22～27年度 16回
・家づくりワークショップ等の開催 平成22～27年度 59回 参加者4,863名
・担い手ネットワーク登録者 121名、技術力・営業力向上セミナー 参加者245名
・県産材を使用した住宅の建設等への補助 608棟
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平成26年５月1日締結
陸奥テックコンサルタント株式会社

平成26年11月8日
企業の森林づくり活動

（みずほフィナンシャルグループ）

住宅モデルを展示したイベント
（ふくしまみんなの住宅フェア）

（郡山市）

家づくりワークショップ
（木の家講座）

（福島市）

本事業を活用した住宅の内観
（下郷町）

本事業をＰＲするテレビ取材の様子
（福島市）

県産木材を使用した
長期優良住宅の現場見学会

（二本松市）

ちびっ子大工体験
（ふくしまみんなの住宅フェア）

（南相馬市）
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(11)もっともっと木づかい推進事業（平成23～27年度事業実施） 【林業振興課】
事業概要
公共施設の木質化や学校教育現場における木育活動の推進等によって、県民の木材利

用に対する意識を醸成し、一般住宅等民間建築物における県産材の利用拡大やバイオマ
スエネルギー利用機器の普及を図り、低炭素型社会の実現に資する。
○合計実績（第２期：平成23～27年度）

・木景観形成促進事業
民間団体等による県産材を活用した施設整備 18か所

・新「ほっと」スペース創出事業
公共建築物等への県産材製品の設置・展示 41か所

・木とのふれあい創出事業
木工工作用資材提供 532校、出前講座の実施 31校

・バイオマス暖房でＣＯ２ダイエット事業
ペレットストーブ 77台、薪ストーブ 166台、兼用 4台、合計 247台

・CLT等技術導入実践事業 平成27年度 ２件

新「ほっと」スペース創出事業
田島高等学校の生徒による製品作成

（南会津警察署へ設置）

木とのふれあい創出事業
西郷村で開催された出前講座の様子
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３ 市町村が行う森林づくりの推進
も り

(12)森林環境交付金事業（平成18～27年度事業実施） 【森林計画課】
事業概要
県民一人一人が参画する新たな森林づくりを効果的に進めるため、市町村が独自性を

も り

発揮して創意工夫を凝らした事業を展開することができるよう、森林環境基金の一部を
交付。
○第１期実績（平成18～22年度）

・森林環境基本枠
全ての市町村が、一定の取り組みを継続的に実施できるよう交付

①県民参画の推進 38市町村
②森林の適正管理推進 20市町村
③森林環境学習の推進 60市町村（※旧飯野町を含む）

延べ1,914校（小学校1,448校、中学校466校）
・地域提案重点枠

市町村の創意工夫による優れた提案事業へ交付
①森林整備の推進 47市町村、210件、間伐など1,087ha
②県産間伐材の利活用推進 44市町村、141件
③木質バイオマスの利活用推進 25市町村、 43件、ペレットストーブ163台
④その他（私立高校のペレットストーブ導入など） 6市町村、 14件

○第２期実績（平成23～27年度）
・森林環境基本枠

全ての市町村が、一定の取り組みを継続的に実施できるよう交付
①県民参画の推進 39市町村
②森林の適正管理推進 11市町村
③森林環境学習の推進 58市町村

延べ1,897校（小学校1,444校、中学校453校）
④森林整備の推進 43市町村、間伐、危険木除去など630ha

・地域提案重点枠
市町村の創意工夫による優れた提案事業へ交付

①県産間伐材の利活用推進 35市町村、214件
②木質バイオマスの利活用推進 10市町村、 28件、

ペレットストーブ74台、薪ストーブ8台
③その他（漆の芸術祭、PTA等による里山環境再生、など） 5市町村、 18件

○合計実績（平成18～27年度）
・森林環境基本枠

①県民参画の推進実施 49市町村
②森林の適正管理実施 25市町村
③森林環境学習実施 全60市町村（※旧飯野町を含む）

延べ3,811校、実数：697校（全750校の93％）
④森林整備実施 43市町村 630ha（間伐、危険木除去等）

・地域提案重点枠
①森林整備実施 48市町村 210件 1,087ha（間伐等）
②県産材の利活用推進実施 50市町村 339件

うち小中学校・幼稚園等の木造・木質化23件、木製机椅子等の導入62件
③木質バイオマスの利活用推進実施 28市町村 71件

ペレットストーブ237台 薪ストーブ8台
④その他の取組実施 9市町村 32件
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県民参画の推進（矢祭町） 森林環境学習の推進（いわき市）

木質バイオマスの利活用推進（いわき市）県産材の利活用推進（湯川村役場）
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４ 県民参画の推進

(13)みんなで育てる松林整備事業（平成18～19年度事業実施） 【森林保全課】
事業概要
ふるさとの海岸松林を大切にする心を育むため、住民やボランティア団体との連携を

図りながら、森林環境学習会及び植栽などの作業体験イベントを行う。
○合計実績（第１期：平成18～19年度）
・みんなで育てる松林整備事業

森林環境学習会 延べ９回（参加者172名）
植栽2,064本、木酢整備517ｍ

(14)森林環境学習推進事業（平成18～22年度事業実施） 【林業振興課】
事業概要
森林環境学習推進のため、県内の各流域毎の特色を活かした森林環境ゼミナールを開

催するとともに、森林環境学習に必要なフィールドの整備を行う。
○合計実績（第１期：平成18～22年度）
・森林環境ゼミナール開催事業

県内４流域での森林環境ゼミナールを開催 延べ21回（参加者2,167名）
・森林環境学習の森整備事業

森林環境学習フィールドの整備 ８か所
・木とのふれあい創出事業

木工工作用資材提供 149校、出前講座の実施 12校

(15)もりの案内人等指導者養成事業（平成18～22年度事業実施）
森林づくり指導者育成事業 （平成23～27年度事業実施） 【森林保全課・環境共生課】

事業概要
一般県民及び児童生徒等の森林環境学習を推進するため、指導者の育成を行う。

○第１期実績（平成18～22年度）
・もりの案内に第２期養成事業

福島県もりの案内人の養成 160名
・森林づくり指導者養成事業

森林ボランティアリーダー育成講座等を実施 参加者47名

○第２期実績（平成23～27年度）
・第３期もりの案内人養成事業

福島県もりの案内人の養成 64名
・森林環境学習指導者育成事業

森林環境学習指導者育成講座を実施 参加者148名
・地球と森林を守る指導者養成事業

○累計実績（平成18～27年度）
・もりの案内人養成者数 224名（前身事業も含めた累計は509名）
・森林環境学習指導者育成講座等参加者 195名
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(16)森林ボランティア総合対策事業（平成18～27年度事業実施） 【森林保全課】
事業概要
県民参加による森林づくり運動を推進するため、県民への森林ボランティア活動への

も り

参加支援と森林整備ボランティアの核となる人材育成を行う森林ボランティアサポート
センターを運営するとともに、県内各地域において積極的な森林整備活動を行うボラン
ティア団体の活動支援を行い、県民の森林づくり推進に向けた総合的な環境整備を行い、

も り

「循環の理念」の具現化を図る。
○第１期実績（平成18～22年度）

・森林ボランティアサポートセンター設置事業
森林ボランティアサポートセンターの設置運営

・森林ボランティア活動推進事業
森林ボランティア団体延べ99団体へ支援

・環境貢献企業の森林保全参加推進事業
企業の森林づくり活動のＰＲを実施

も り

○第２期実績（平成23～27年度）
・森林ボランティアサポート事業

森林ボランティアサポートセンターの設置運営
・森林ボランティア活動推進事業

森林ボランティア団体延べ48団体へ支援

○合計実績（平成18～27年度）

・森林ボランティア団体支援 147団体
・ホームページアクセス件数 450,621件

第３期もりの案内人養成講座の開催状況

サポートセンターの活動の様子森林ボランティアサポートセンターＨＰ
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(17)県立学校における森林自然学習支援事業（平成18～27年度事業実施） 【高校教育課】
事業概要
県立学校が行う森林の環境に関する学習、森林の管理に関する学習、森林資源の利用

に関する学習、地域における森林の役割に関する学習及び森林に関わる職業に関する学
習に対する活動費を支援する。
○第１期実績（平成18～22年度）
・県立学校における森林環境学習推進事業

岩瀬農業高校ほか9校（延べ13校）
○第２期実績（平成23～27年度）
・県立学校における森林自然学習支援事業

会津学鳳中学校ほか９校（延べ59校）
○合計実績（平成18～27年度）

・県立学校における森林自然学習 17校（延べ59校）

(18)森林環境教育指導者養成セミナー事業（平成20～22年度事業実施） 【環境共生課】
事業概要
小中学校教員や公民館指導員など、学校教育や社会教育における指導者をを対象に、

森林環境教育指導者の養成を行う。
○合計実績（第１期：平成20～22年度）
・森林環境教育指導者養成セミナー事業

森林環境教育指導者養成講座 参加者233名

(19)ちびっ子自然保護レンジャー活動推進事業（平成22年度事業実施） 【森林保全課】
事業概要
小学校５、６年生の児童を対象に、自然観察会及び自然学習会を開催し、レンジャー

体験等を通して、自然環境や森林生態系を守っていく大切さを学ぶ機会を提供する。
○合計実績（第１期：平成22年度）
・ちびっこ自然保護レンジャー活動推進事業

自然観察会（日帰り） 参加者41名、自然学習会（２泊３日） 参加者26名

森林環境学習の実施状況 林業体験学習の実施状況
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(20)林業普及推進事業（平成22～27年度事業実施） 【林業振興課】
事業概要
森林・林業・木材産業の果たす役割や県民参画による森林づくりを推進するために開

も り

催している林業祭において、森林・林業・木材産業のＰＲを行い理解促進を図る。
○第１期実績（平成22年度）

・担い手緑化推進事業
林業祭 来場者：4,700名

○第２期実績（平成23～27年度）
・林業普及推進事業

林業祭 来場者：12,500名 講演会・シンポジウム 5回、参加者580名
○合計実績（平成22～27年度）

・林業祭 来場者累計：17,200名 講演会・シンポジウム 5回、参加者580名

(21)森林環境学習の森整備事業（平成23～27年度事業実施） 【森林保全課】
事業概要
全ての県民が、森林環境税の重要性や林業の役割についての学習等の場並びに森林と

のふれあいの場として容易に利用できるフィールドの整備を行う。
○合計実績（第２期：平成23～27年度）

・県有林フィールド整備
６施設（県民の森、昭和の森、緑化センター、翁島県有林、舟津県有林、青松ヶ

浜県有林）
間伐、除伐、危険木除去等 30.59ha ・遊歩道整備等

・バリアフリー歩道整備
２施設（県民の森、緑化センター）

木質系チップ舗装歩道 330m､バリアフリー歩道 L=300m

林業祭：展示・体験の様子 林業祭：チェーンソーアートの様子

舟津県有林のフィールド整備
（郡山市）

総合緑化センターバリアフリー化
（郡山市）
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(22)ふくしまから はじめよう。森林とのきずな事業（平成25～27年度事業実施）
も り

【森林計画課・森林保全課】
事業概要
震災や原子力災害発生以降の福島県の森林の現状に対する理解を深めるとともに、森林

も り

づくりの県民運動としての浸透や拡大を図るため、森林環境に関する情報発信と、森林
も り

づくり活動の支援及び平成30年全国植樹祭の招致に向けた検討を行う。
○合計実績（第２期、平成25～27年度）

・森林環境情報発信事業 平成25～27年度
新聞広告掲載３回、県政広報テレビ番組２回、県政特集記事、ラジオCM６局
森林環境情報パンフレット作成 115,000部、ポスター 2,000枚

・森林づくり活動推進事業 平成25年度
も り

森林づくり検討委員会開催 ３回 委員７名
も り

・森林づくり県民運動推進事業 平成26、27年度
も り

森林づくり活動ワークショップ３箇所、シンポジウム２箇所、
も り

全国植樹祭PR活動 23箇所 苗木のスクールステイ 県内小学校105校

森林づくり活動ワークショップ
（平成27年1月15日県南地区）

全国植樹祭プレイベント
（平成27年9月20･21日

第68回全国レクリエーション大会）

平成26年8月24日県政特集記事 森林環境税PRパンフレット
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(23)全国植樹祭準備事業（平成25～27年度事業実施） 【森林保全課】
事業概要
平成30年全国植樹祭の招致へ向けた「全国植樹祭福島県準備委員会」を開催する。

○合計実績（第２期：平成25～27年度）
・全国植樹祭準備事業

全国植樹祭福島県準備委員会開催 H25 ２回
全国植樹祭福島県準備委員会開催 H26 ３回
全国植樹祭福島県実行委員会開催 H27 ２回

５ 森林文化の継承

(24)ふくしまの森林文化復興事業（平成18～22年度事業実施）
ふくしまの森林文化継承事業（平成24～27年度事業実施） 【森林計画課・林業振興課】

事業概要
先人たちが育んできた森林と人の絆（つながり）である森林文化や木の文化を改めて

見直し、現代生活に活かしていくため、県民への普及ＰＲを行う。
○第１期実績（平成18～22年度）

・ふくしまの森林文化復興事業
森林文化企画展 開催期間H22.6.26～8.22 来場者合計109,534名
森林文化調査カード公開 50枚
森林文化記録映像公開 ３本

○第２期実績（平成24～27年度）
・ふくしまの森林文化継承事業

森林文化公開体験イベント ７回 合計参加者648名
森林文化調査カード公開 105枚
森林文化記録映像公開 11本
森林文化フォーラム H28.2.6開催、参加者174名

・木（森）に由来する伝統文化継承事業
漆勉強会、漆林見学、漆器絵付け体験、編み組体験
野性きのこ料理教室と郷土料理の試食など 参加者293名

○合計実績（平成18～27年度）
・森林文化企画展 開催期間H22.6.26～8.22 来場者合計109,534名
・森林文化フォーラム H28.2.6開催、参会者174名
・森林文化公開体験イベント等 H24～H27 10回
・森林文化調査カード公開 155枚
・森林文化記録映像公開 13本

全国植樹祭福島県実行委員会の開催
大会テーマ、シンボルマークの決定
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(25)森林文化の活用による地域再生事業（平成26、27年度事業実施） 【文化振興課】
事業概要
芸術文化の視点から、木材資源としての有用性はもとより、森林が人々の心に与える

力と効果に注目し、福島の森林とそれに関わる文化・生活・産業を再発見するとともに、
あらたな森林の活用法の提言、発信を行い、福島県の復興を目指す。
○実績合計（第２期：平成26、27年度）

・森林文化の活用による地域再生事業
森のはこ舟アートプログラム等 H26 参加者合計 約3,080名
森のはこ舟アートブログラム等 H27 参加者合計 約3,500名

H２６（三島エリア）
森と人のミステリウム

H26（西会津エリア）
草木をまとって山のかみさま

H27（三島エリア）
地芝居をつくろうⅡ

森林文化記録映像 県民の森での公開体験プログラムの実施

漆器絵付け体験の様子 きのこ料理教室の様子
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６ 森林環境の調査研究

(26)森林整備効果実証事業ほか（平成18～22年度事業実施）
事業概要

○実績合計（第１期：平成18～22年度）
・森林整備効果実証事業 平成18～21年度

森林整備事業のモデル地域において、水環境の変化等を調査
・ペレットストーブ研究開発事業 平成18、19年度

福島型ペレットストーブの開発による、ペレットストーブの普及を実施
・木質バイオマス等利用による園芸施設の開発事業 平成20～22年度

木質バイオマス燃料ボイラー等を活用した、省エネルギー型園芸施設の開発と
実用性の検証を実施

・間伐材及び木炭を利用した水質浄化技術研究事業 平成18、19年度
木炭を用いた水田排水の浄化、及び木工沈床によるビオトープ形成効果の調査検討

(27)猪苗代湖水環境保全対策調査事業（平成24～27年度事業実施） 【水・大気環境課】
事業概要
紺碧の猪苗代湖を復活させ、水辺環境保全に向けた活動を県民が一丸となって積極的

に推進していくことを目的として、水質汚濁原因物質の調査や、農地・山林からの排出
負荷実態調査などを実施し、猪苗代湖の水質改善に向けた検討を行う。
○合計実績（平成24～27年度）

・猪苗代湖水環境保全対策調査事業
猪苗代町長瀬川流域の渓流 ８地点[水温、透視度、流量、窒素、りん、COD]
猪苗代町酸川流域の山林 ８地点[pH、COD、りん、浮遊物量等]

調査地点の事前調査の様子 採水の様子
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７ 森林環境基金の運営

(28)森林環境基金運営事業（平成18～27年度事業実施） 【森林計画課】
事業概要
森林環境基金事業の適正な執行と透明性を確保するため、「森林の未来を考える懇談会」

も り

を運営するとともに、森林環境税に対する県民の理解を深めるための、広報や意見交換
等を行う。
○第１期実績（平成18～22年度）

・森林環境税関連施策ＰＲ事業
森林環境フォーラム開催、メディアツアー実施
水源地域の森林整備交流会開催 延べ28回（参加者1,397名）

・森林の未来を考える懇談会運営事業
も り

森林の未来を考える懇談会開催 21回 委員10名
も り

・森林環境基金事業に対する県民の声を聴く事業
森林環境税に関する県民アンケート調査 11,043件
タウンミーティング開催 ７回（参加者415名）

○第２期実績（平成23～27年度）
・森林環境税関連施策ＰＲ事業

（H25 森林環境税関連施策検討事業）
森林環境税パンフレット配布 26,000枚
森林環境基金事業成果発表会開催 ２回 発表題数16題

・森林の未来を考える懇談会運営事業
も り

森林の未来を考える懇談会開催 16回 委員10名
も り

・森林環境基金事業に対する県民の声を聴く事業
森林環境税に関する県民アンケート調査 10,900件
タウンミーティング開催 ７回（参加者364名）
県民意見公募 １回（意見11件）

○合計実績（平成18～27年度）

・メディアやパンフレットを活用したPRの実施
・森林の未来を考える懇談会の開催 37回

も り

・森林環境基金事業成果発表会開催 ２回 発表題数16題
・タウンミーティング 14回
・森林環境税に関する県民アンケート調査 ２回

森林の未来を考える懇談会
も り

現地調査の様子
タウンミーティングの様子（南会津町）
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