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平成28年度森林環境基金事業の実施状況について

１ 森林環境の適正な保全
(1)森林整備事業【森林整備課】

・森林整備事業

林業事業体による水源区域等で荒廃が懸念される森林の整備を支援

実績見込 間伐1,270ha

・森林資源造成支援事業

水源区域等の広葉樹林化などの多様な森林資源へ誘導するための再造林を支援

実績見込 再造林40ha

主な樹種 スギ、ヒノキ、カラマツ、クヌギ、ケヤキ等

(2)里山林整備事業【森林保全課】

里山林において地域住民が行う、野生動物の生息域との間の緩衝帯の整備や森林づ

くりへの意識の醸成、森林と人との絆の回復を図るための身近な森林の整備を支援。

実績見込 環境整備（緩衝帯整備、景観整備）

実施件数（市町村数） 34件 （13市町村）

実施面積 55ha

[緩衝帯整備:30ha、景観整備:25ha]

(3)森林整備地域活動支援交付金事業【森林計画課】

林業事業体等が森林経営計画の作成を行うための活動を支援

実績見込 森林経営計画作成促進対象面積770ha

(4)森林環境適正管理事業【森林計画課】

福島県森林GISの保守・運用及び森林地理情報や森林文化情報などをインターネッ

トで発信する「ふくしま森まっぷ」の運用。

実績見込 保守・運用12か月

(アクセス件数 40千件/月 年間約48万件）

２ 森林資源の活用による持続可能な社会づくり
(5)間伐材搬出支援事業【林業振興課・森林整備課】

・間伐材運搬経費支援事業【林業振興課】

山土場から原木市場等までの運搬経費の支援 定額500円/m3

実績見込 12,800m3

・林内作業路整備支援事業【森林整備課】

林道等の土場まで搬出するための林内作業路の整備支援 定額500円/ｍ

実績見込 50,800ｍ
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(6)森林整備促進路網整備事業【森林整備課】

トラックが通行可能な耐久性のある作業道の開設支援 定額4,200円/ｍ以内

実績見込 4,300ｍ

路線名 大工内線（石川町）ほか５路線

(7)ふくしまの低炭素社会づくり推進事業【林業振興課、森林保全課、建築指導課】

・木めぐり探検事業【林業振興課】

消費者が木にふれあい「安全・安心・健康な家づくり」を実現できるよう、生産

者の顔の見える家づくりの見学体験ツアーを実施。

実績見込 林業祭コース10/22 19名参加、KUMIKOコース10/29 19名参加、

奥会津コース11/ 5 37名参加、いわきコース11/19 34名参加

計4回実施、延べ109名参加

・緑の住宅普及支援事業【林業振興課】

県産材の安全性、及び低炭素社会づくりへの貢献についてのPR活動を実施

実績見込 イベント出展 うつくしま住まいとリフォーム博 3/4,5 ほか２回

家づくりワークショップ 9/18 52名参加 ほか２回

家づくり講演会 9/23 50名参加 ほか２回

住まい作品展（県内７方部別に各１回）

・木質バイオマスでCO2ダイエット事業【林業振興課】

ア 間伐材等二酸化炭素削減支援 定額1,000円/m3

実績見込 40,000m3

イ 木質バイオマス利用ストーブ普及支援 定額５万円/１台

実績見込 ペレットストーブ26台、薪ストーブ35台 計61台

・ふくしま木の家・担い手応援事業【建築指導課】

木の家の担い手となる、大工・工務店を対象とした技術セミナー等を実施

実績見込 降旗廣信氏講演会 10/15 36名参加

わかりやすく学ぶ 住まいる講座 2/ 7 25名参加

福島県木造住宅耐震診断技術講習会 2/24 70名参加

森林バスツアー等

・ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【建築指導課】

県産材を使用し、一定の要件を満たす住宅の新築・増改築・購入に、県産農林水

産品等と交換可能なポイントを交付 一般20万ﾎﾟｲﾝﾄ/棟 被災者30万ﾎﾟｲﾝﾄ/棟

実績見込 177棟（一般131棟、被災者等46棟）
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(8)もっともっと木づかい推進事業【林業振興課】

・木景観形成促進事業

商店街等の公共性の高い民間施設に県産材を活用した景観を創出

地区全体の景観形成3,000千円/事業主体、小規模1,000千円/事業主体

実績見込 ・磐梯熱海温泉地内 東屋１基 他（郡山市）

・土湯温泉地内 テーブルとベンチのセット６基（福島市）

・西会津町商店街内 テーブル１基 他（西会津町）

・新「ほっと」スペース創出事業

高校や職業能力開発校へ間伐材材料を提供し、公共施設へ木製品を設置

実績見込 ・福島県野生生物共生センター イス６基 他（大玉村）

・ケイセンビジネス公務員カレッジ 本棚30基（郡山市）

・農業短期大学校 ワゴン４基（矢吹町）

・坂下厚生総合病院老人介護施設「なごみ」 棚３基 他（会津坂

下町）

・バス停「尾瀬沼山峠」テーブルとイスのセット６基（檜枝岐村）

・常磐自動車道ならはPA パンフレット台２基 他（楢葉町）

・県立遠野高等学校 ラック２基 他（いわき市）

・県庁西庁舎県民ホール パンフレット台４基（福島市）

合計８箇所

事

・木とのふれあい創出事業

小中学生を対象とした木工工作の体験、技術指導を実施

実績見込 木工工作資材提供440袋

木工工作指導 福島第三小、野田小、清水小 等計21箇所（32回）

・木材製品需要拡大技術導入事業

新たな木材需要の創出に繋がる新用途・新技術の開発や普及啓発活動を支援。

実績見込 県産木材を利用した木造建築開口ユニット開発

（事業主体：ディー・シー・ツー有限責任事業組合）

縦ログ構法における柱脚柱頭金物の開発と普及活動

（事業主体：福島ログハウス共同体） 計２件

(9)地域林業技術伝承事業【林業振興課】

・地域林業技術伝承事業

各地域の特性を生かした多様な森林づくりに向けた施業技術の実証等を支援。

実績見込 ・流域林業活性化センター ４団体
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３ 市町村が行う森林づくり等の推進
も り

(10)森林環境交付金事業【森林計画課】

・森林環境基本枠

全ての市町村が森林環境学習等に取り組むための財源として交付

実績見込 全59市町村実施 環境学習382校（小学校305校、中学校77校）、

参加児童生徒数37,903名（小学校28,146名、中学校9,757名）

森林整備 84ha

・地域提案重点枠

市町村有施設や学校等での県産材利活用等の提案事業の財源として交付

実績見込 南会津町新庁舎内装木質化（南会津町）ほか 計41件

４ 県民参画の推進
(11)花粉の少ない森林づくり事業【森林整備課】

も り

・花粉の少ない森林づくり推進事業
も り

花粉症対策品種苗木を養成し、植樹祭や企業の森林づくり等に供給

実績見込 苗木養成2,391本、配布苗木310本（平成28年度郡山市植樹祭等）

・次世代の森林づくり促進事業

花粉症対策品種のほか、次世代の森林の中心となる特定母樹の採種穂園の整備

実績見込 スギ採種園整備 0.3ha

(12)林業普及推進事業【林業振興課】

福島県林業祭負担金

実績見込 林業祭10/22-23開催 来場者 6,000名

(13)森林環境学習の森整備事業【森林保全課】

・森林学習フィールド整備事業

県民が森林環境学習の場として容易に利用できるフィールドを整備

実績見込 県民の森：森林整備（獣害被害の安全対策）下刈2.9ha、松伐採2本

舟津県有林：森林整備（修景施業）除伐2.92ha、歩道整備186m

(14)森林づくり総合対策事業【森林保全課】

・森林ボランティア団体活動支援事業

積極的な森林整備を行うボランティア団体を支援 補助率1/2

実績見込 特定非営利活動法人福島県もりの案内人の会県北支部ほか６団体
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・森林ボランティアサポートセンター事業

ボランティアサポートセンターの設置・運営

実績見込 サポートセンター運営12か月（平成28年４月～平成29年３月）

ホーム-ページアクセス件数 131,152件

（平成28年４月～平成29年２月実績）

・森林づくり指導者育成事業

ア もりの案内人養成事業

もりの案内人養成講座を開催・認定を行う

実績見込 養成講座 平成28年６月～平成29年１月の５期15日間、

受講者数24名、認定者数18名

イ 森林ボランティアリーダー育成事業

森林ボランティア育成講座を開催・グリーンフォレスターの認定

実績見込 養成講座 平成28年10月～11月の６日間、

受講者数10名、認定者数８名

ウ 森林づくり指導者スキルアップ事業

森林づくり指導者の人材育成のため、スキルアップ研修会を開催

実績見込 研修会１回（平成28年7月14日開催）、受講者数14名

・カーボン・オフセット森森(もりもり)元気事業

企業の森林づくり推進のためのフィールドの斡旋・協定締結等を支援
も り

実績見込 （株）東芝（福島市佐原地区） 5.03ha

（社）福島県トラック協会（下郷町中山地区） 1.20ha

（株）みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ（いわき市平下地区） 2.27ha

陸奥テックコンサルタント（株）（南会津町八総地区） 3.00ha

楽天（株）（相馬市山上地区） 7.80ha

（株）東邦銀行（いわき市常磐地区） 0.78ha

(15)県立学校における森林環境学習推進事業【高校教育課】

県立学校において、森林の環境や職業等に関する学習を実施

実績見込 福島工業(定時制)高校、修明高校鮫川校、耶麻農業高校、川口高校、

会津農林高校、田島高校、南会津高校、磐城農業高校、遠野高校、

会津学鳳中学校 計10校
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(16)ふくしまから はじめよう。森林とのきずな事業【森林計画課、全国植樹祭推進室】
も り

・森林環境情報発信事業【森林計画課】

県内の森林について県民が理解を深めるため、情報発信を実施

実績見込 パンフレット40,000部、ポスター1,000部、

県政ラジオ番組１回（9/22放送）、県政テレビ番組１回（12/22放送）

新聞広告１回（11/23掲載、福島民報、福島民友新聞）

森林認証普及推進（セミナー開催 9/27 参加者65名、取得コンサルテ

ィング 田村森林組合・いわき森林組合）

・若者の森林自己学習支援事業【森林計画課】

県内の大学等におけるサークル活動など、グループによる森林に関する自己学習の

推進

実績見込 取組学生グループ ３団体（森 人（福島大学） 福島の魅力を発見、
もりんちゆ

世界に発信し隊（会津大学） とげっちょ組（福島大学））

学生グループ支援 １団体（アカデミア・コンソーシアムふくしま）

・森林づくり県民運動推進事業【全国植樹祭推進室】
も り

第69回全国植樹祭大会への意識醸成を図るため、全国植樹祭連携・応援イベントや

苗木のスクールステイ・ホームステイ、森林とのきずなづくり植樹リレーを実施

実績見込 全国植樹祭連携・応援イベント

5/21-22ご当地キャラこども夢フェスタinしらかわ2016 185,000名

6/11-12第11回食育推進全国大会 26,200名

9/3-4おいしいふくしまいただきます！ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016 48,000名

12/23ふくしま大交流フェア 13,000名 ほか28箇所

苗木のスクールステイ 福島市立佐原小学校 ほか20校 5,210本

苗木のホームステイ 個人73世帯、企業団体 福島トヨペット株式

会社 ほか89団体 11,800本

(17)全国植樹祭準備事業【全国植樹祭推進室】

平成30年全国植樹祭に向け、第69回全国植樹祭福島県実行委員会の開催をはじめ、

開催に向けた準備を実施

実績見込 総会２回、幹事会２回、植樹専門委員会１回、

大会テーマ専門委員会２回、大会ポスター原画専門委員会２回

式典行事専門委員会３回

基本計画策定

大会シンボルマーク・大会テーマ・大会ポスター原画・お手植え/

お手播き樹種決定
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(18)森林・水循環推進事業【土地・水調整課】

各流域の特色ある森林・水資源等を活かした相互交流・体験の機会を創出。

実績見込 福島県水環境活動交流会 16団体 H28.6.25～26 参加者42名

全国河川愛護団体交流会 21団体 H28.11.12～13 参加者57名

水を育む森林環境学習発表会 H28.8.4 参加者58名

きたかた自然探検隊 H29.3.12 参加者32名

（参加者計189名（H28目標参加者数180名）

流域水循環に関する協議の場の開催

水循環施策関係者会議１回（国・県・市町村・団体等参加者25名）

方部会議7回（県出先機関・市町村等参加者計131名）

庁内会議2回（県庁内関係課参加者計40名）

団体等の要望に基づく出前講座による講師派遣3人

(19)エコ七夕【環境共生課】

幼稚園・保育園・こども園で七夕イベントを実施し、小学校入学前の子どもたちの

地球環境を想うやさしい心の育成を図る。

実績見込 県内76の幼稚園等 参加園児 約5,000名

もりの案内人派遣 ７幼稚園 参加園児246名

県庁エコ七夕 福島市立森合幼稚園 参加園児49名

５ ふくしまの森林文化の継承
(20)ふくしまの森林文化継承事業【森林計画課、林業振興課】

・ふくしまの森林文化継承事業【森林計画課】

県内森林文化を記録したカード・映像の作成

実績見込 カード20件、記録映像３本（全調査カード 185件、記録映像16章17本）

・木(森)に由来する伝統文化継承事業【林業振興課】

伝統文化を継承するための研修、イベントを開催

実績見込 炭焼き体験イベント ２回（9/13、10/5-6大玉村）10名参加

炭の切りそろえ体験イベント（10/23郡山市）40名参加

桐の栽培育成研修 ４回（8/3、9/12、10/19、11/21三島町)５名参加

漆の掻き子育成研修 ４回（6/27、7/19、8/16、9/30会津若松市）

５名参加

きのこレシピ開発と料理試食会（2/10東京都）10名参加

(21)森林文化の活用による地域再生プロジェクト【文化振興課】

アートによるワークショップ・展示等を実施

実績見込 ６市町村において合計12プログラム16回実施（6/25～3/20）

三島町､西会津町､喜多方市、猪苗代町、北塩原村、南相馬市
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６ 森林環境の調査
(22)森林環境等調査発信事業【森林計画課】

巨樹巨木調査、木造施設における木のよさ調査実施

実績見込 巨木調査 121本（中通り地区）、木のよさ調査 ２箇所（矢祭小、塙小）

木のよさリーフレット15,000枚

巨木リーフレット（中通り版）15,000枚

７ 森林環境基金の運営
(23)森林環境基金運営事業【森林計画課】

・森林の未来を考える懇談会運営事業
も り

懇談会を開催し、森林環境税の取組の、県民の参画と透明性を確保

実績見込 懇談会３回（うち現地調査１回）、成果報告会１回（参加者76名）

８ 森林環境基金積立
(24)森林環境基金【森林計画課】

他財源と区別するため、森林環境税収入を基金として積立

・平成28年度税収見込額 1,114,087千円（H28.12月現在見込額）

・森林環境基金

実績見込 964,116千円（H28税収額948,139千円、H27税収精算額15,637千円、

返還金340千円）

・森林環境基金(全国植樹祭勘定)

実績見込 100,041千円（H28税収額100,000千円、基金運用益41千円）
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