
平成２４年度第２回山梨県森林環境保全基金運営委員会 次第 

     

             日 時  平成２５年３月２１日（木） 

                    午後 １時３０分～  

             場 所  ホテル談露館 山脈 

 

１ 開     会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 議     事 

 （１）今年度の事業の進捗について 

 （２）今年度の基金の管理状況について 

 （３）来年度の事業の概要について 

 （４）そ の 他 

 

４ 閉     会 

 



日時　　平成２５年３月２１日（木）午後１時３０分～

場所　　ホテル談露館  山脈

木平委員長

○ 

仲澤委員○ ○木下委員

宮澤委員○ ○齊藤委員

依田委員○ ○佐藤委員

○田中委員
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 配 布 資 料 一 覧                 

                             

 

資料１ 平成２４年度森林環境保全基金事業進捗概要 

資料２ 平成２４年度森林環境保全推進事業について 

・別添「平成２４年度 森林環境保全推進事業 施工写真集」 

資料３ 平成２４年度森林環境保全基金管理状況 

資料４ 平成２５年度森林環境保全基金事業一覧 

資料５ 事業効果検証モニタリング調査について 



○○○○平成平成平成平成２４２４２４２４年度森林環境保全基金事業 　進捗概要年度森林環境保全基金事業 　進捗概要年度森林環境保全基金事業 　進捗概要年度森林環境保全基金事業 　進捗概要（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月末見込月末見込月末見込月末見込みみみみ））））

（単位：千円）

※事業費欄の上段は２月県議会補正後の予算額であり、（　）内は当初予算額

国補国補国補国補 基金基金基金基金

341,292 157,641 183,651

○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを予定予定予定予定

　・予定箇所の協定済=約100％
　・予定箇所の着手済=約 70％
　・年度内完了箇所=  約 45％

事業費事業費事業費事業費

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業
○荒廃した民有林の間伐を進め、針葉樹と広葉樹の混じり合った森林に再生　【696ha】
　・荒廃森林を解消するための間伐
　・間伐区域内の急傾斜地等で伐倒木を林内に放置することが適当でない箇所での伐倒木の集積

事事事事 業業業業 名名名名
（（（（ 担担担担 当当当当 課課課課 ））））

事事事事 業業業業 内内内内 容容容容施策施策施策施策 進進進進 捗捗捗捗 状状状状 況況況況

資料１

(340,017) (148,019) (191,998)(191,998)

341,292 157,641 183,651 　・年度内完了箇所=  約 45％

　（いずれも事業面積ベース）

　※詳細については、[資料２]参照

34,317 8,948 25,369

○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを予定予定予定予定

　　　　・予定箇所の協定済=約100％
　・予定箇所の着手済=約 50％
　・年度内完了箇所=　約 33％
　
　（いずれも事業面積ベース）

　※詳細については、[資料２]参照

森林環境保全
推進事業費

（森林整備課
　県有林課）

　・間伐区域内の急傾斜地等で伐倒木を林内に放置することが適当でない箇所での伐倒木の集積
　・間伐区域内の残存木を獣害から保護（皮剥防止工）
　・間伐を実施するために必要な森林作業道開設、既設作業道等補修
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業
○長期間放置され低木類や竹・つるの繁茂により荒廃した里山林を再生　【75ha】
　・里山林の再生を目的とした不用木の除去
　・野生鳥獣対策や里山景観の向上を図るための除伐木の林内集積
　・里山林に侵入した竹等の除去
　・荒廃した里山林の解消のため、森林に編入が可能な耕作放棄地の絞り込み調査
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業
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様様様様
なななな
公公公公
益益益益
的的的的
機機機機
能能能能
のののの
維維維維
持持持持
・・・・
増増増増
進進進進

資料１

(340,017)

(18,645)

(148,019)

(2,819)

(191,998)

(15,826)

(191,998)

(15,826)

39,289 19,948 19,341 ○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを完了完了完了完了

　※詳細については、[資料２]参照

414,898 186,537 228,361

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業
○広葉樹の植栽により水源かん養や生物多様性などの公益的機能を増進　【17ha】
　・広葉樹苗木の植栽・保育
　・苗木の食害防止を図るための植栽木の保護（食害防止工）
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業（民有林のみ）

小　　　　　　　　　　計
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資料１

(340,017)

(45,841)

(18,645)

(148,019)

(23,196)

(2,819)

(191,998)

(22,645)

(15,826)

(404,503) (174,034) (230,469)

(191,998)

(22,645)

(15,826)

甲斐の木づかい
推進事業費補助金

（林業振興課）

1,500 0 1,500

○○○○２２２２校校校校へのへのへのへの交付交付交付交付をををを決定済決定済決定済決定済

　　　　・早川町　机椅子30セット
　・小菅村　机椅子20セット

　いずれも年度末に導入予定

1,500 0 1,500

利利利利
用用用用
促促促促
進進進進

木木木木
材材材材
・・・・
木木木木
質質質質
ババババ
イイイイ
オオオオ
ママママ
スススス
のののの

○県産材を利用する意識を醸成することにより県産材の利用促進を図るため、市町村、学校法人
  及び社会福祉法人が行う、県産材を使用した学習用備品を学校施設等に導入するための経費に
  助成
　　・補助率　：１／２以内　　ただし、机・椅子１セットの補助の上限30,000円

小　　　　　　　　　　計

資料１

(340,017)

(45,841)

(18,645)

(148,019)

(23,196)

(2,819)

(191,998)

(22,645)

(15,826)

(404,503) (174,034) (230,469)

(191,998)

(22,645)

(15,826)

1 / 2 



※事業費欄の上段は２月県議会補正後の予算額であり、（　）内は当初予算額

国補国補国補国補 基金基金基金基金
事業費事業費事業費事業費事事事事 業業業業 名名名名

（（（（ 担担担担 当当当当 課課課課 ））））
事事事事 業業業業 内内内内 容容容容施策施策施策施策 進進進進 捗捗捗捗 状状状状 況況況況

県民参加の
森林づくり
推進事業費

（森林環境総務課）

657 0 657

○H○H○H○H25252525....1111....12121212　　　　県立文学館県立文学館県立文学館県立文学館

　・基調講演　草野満代氏
　・パネルディスカッション
　・参加者　304名

○地球温暖化防止、水源かん養など森林の持つ様々な機能を多くの県民に理解していただき、県民
参加の森づくりを進めるため、普及啓発事業を実施

　・Ｈ２４年度事業「木質バイオマス普及促進シンポジウム」

○子どもたちが、森林の中で様々な体験活動を行い、森づくりの重要性や必要性を学ぶことで、将
来にわたり森林を守っていく心を育むことを目的に、教育機関等が、学校林や森林公園等で森林環

森林体験活動
支援費補助金

（みどり自然課）

1,200 0 1,200

○○○○６６６６教育機関教育機関教育機関教育機関にににに対対対対してしてしてして助成助成助成助成

・・・・全て交付済み
・ＮＰＯ法人や森林組合などの指導の
　下、森林観察、間伐体験や間伐材を
　用いた工作などを実施

地域の森づくり
活動支援費補助金 5,000 0 5,000

○○○○７７７７団体団体団体団体にににに対対対対してしてしてして助成助成助成助成

・４団体に交付済み
・残り３団体に交付予定
・地域の団体により、植樹や間伐など

○ＮＰＯ等の民間団体や地域住民など多くの県民が、森づくり活動を通じて、森林の果している
　役割についての理解を深め、社会全体で森林を守り育てる気運の醸成を図ることを目的に、
　山梨県内に事務所を有するＮＰＯ等民間団体が行う森林整備活動に対し助成
　　・対象事業：次のいずれにも該当する森づくり活動
　　　ｱ 植栽、下刈、除伐、間伐等の森林整備活動

社社社社
会会会会
全全全全
体体体体
でででで
支支支支
ええええ
るるるる
仕仕仕仕
組組組組
みみみみ

来にわたり森林を守っていく心を育むことを目的に、教育機関等が、学校林や森林公園等で森林環
境教育の一環として行う森林体験活動に対し助成
　　・対象事業：次のいずれにも該当する森林体験活動
　　　　ｱ 森林散策、森林の観察、森林を活用した自然体験学習会、間伐体験、
　　　　　植樹体験等の活動
　　　　ｲ 学校林や森林公園等、県内において既に整備されているフィールドを活用
　　　　ｳ 教育機関等が直接実施、又は、教育機関等がＮＰＯ等の団体に実施委託
　　・補助率：１０／１０以内　（ただし、１教育機関等当たりの交付限度３０万円）
　
　

活動支援費補助金

（みどり自然課）

5,000 0 5,000 ・地域の団体により、植樹や間伐など
　の森林整備活動を実施
・補助率1/2のため、自主財源の確保
　が対象団体の課題

森林及び環境の
保全に係る県民税
普及啓発事業費
（森林環境総務課）

340 0 340

○○○○６６６６月月月月にににに計画数計画数計画数計画数をををを配布済配布済配布済配布済みみみみ

・リーフレット掲載情報については、
　法人会の協力による会報への転載
　などで企業向け発信を強化

森林環境保全基金
運営委員会開催費
（森林環境総務課）

284 0 284

○○○○第第第第1111回回回回((((HHHH24242424....7777....26262626))))
　基金および今年度事業計画
○○○○第第第第2222回回回回((((HHHH25252525....3333....21212121))))
　事業実施状況および次年度予算など

　　　ｱ 植栽、下刈、除伐、間伐等の森林整備活動
　　　ｲ 森林所有者との協定※を締結した県内の民有林を整備するもの
　　　※協定内容：土地の立ち入り、森づくり活動、事業実施から１０年間の皆伐禁止の承諾等
　　・補助率：１／２以内　（ただし、１件当たりの交付限度２５万円）

○森林の保全等を目的とした新税の制度及び実施事業の内容等を広く県民に周知
　　・ポスター ５００枚、リーフレット ２０，０００部作成・配布

○森林の保全等を目的とした新税活用事業の効果の検証等に広く県民の意見を反映させるため、
　森林環境保全基金運営委員会を設置
    ・委員８名　　・年２回開催

みみみみ
づづづづ
くくくく
りりりり

（森林環境総務課） 　事業実施状況および次年度予算など

7,481 0 7,481

森林及び環境の
保全に係る県民税
導入市町村交付金
（税務課）

10,238 0 10,238
○○○○25252525市町村市町村市町村市町村へへへへ交付予定交付予定交付予定交付予定
・システム改修と納税通知書への
　周知文書同封を全市町村で実施

434,117 186,537 247,580

    ・委員８名　　・年２回開催

そそそそ
のののの
他他他他

小　　　　　　　　　　計

○森林の保全等を目的とした新税の円滑な導入を図るため、市町村における税務システムの
　改修事業等を実施する市町村に対し交付

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計
(423,722) (174,034) (249,688)

2 / 2 



○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを
　　　　予定予定予定予定

　・予定箇所の協定済=約100％
　・予定箇所の着手済=約 70％

参考参考参考参考
((((整備状況写真整備状況写真整備状況写真整備状況写真))))

進進進進 捗捗捗捗 状状状状 況況況況

○○○○平成平成平成平成２４２４２４２４年度森林環境保全推進事業年度森林環境保全推進事業年度森林環境保全推進事業年度森林環境保全推進事業についてについてについてについて

実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業
○荒廃した民有林の間伐を進め、針葉樹と広葉樹の混じり合った森林に再生
　・荒廃森林を解消するための間伐
　・間伐区域内の急傾斜地等で伐倒木を林内に放置することが適当でない箇所での伐倒木の集積
　・間伐区域内の残存木を獣害から保護（皮剥防止工）

事事事事 業業業業 のののの 趣趣趣趣 旨旨旨旨 事事事事 業業業業 内内内内 容容容容

１１１１　　　　事業内容事業内容事業内容事業内容、、、、実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量、、、、進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等

・・・・別添写真集別添写真集別添写真集別添写真集
  P  P  P  P１１１１～～～～５５５５参照参照参照参照

資料２

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha

(((( 69696969 )))) hahahaha (((( 42424242 )))) hahahaha

(((( 174174174174 )))) hahahaha (((( 110110110110 )))) hahahaha

(((( 696696696696 )))) hahahaha (((( 704704704704 )))) hahahaha

2,3202,3202,3202,320 mmmm 13,13613,13613,13613,136 mmmm

1,3601,3601,3601,360 mmmm 1,4001,4001,4001,400 mmmm

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（作業道作業道作業道作業道）））） (((( 2,3202,3202,3202,320 )))) mmmm (((( 13,13613,13613,13613,136 )))) mmmm

作業内容作業内容作業内容作業内容 計画数量計画数量計画数量計画数量 実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

間伐間伐間伐間伐

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（間伐間伐間伐間伐））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修

　・予定箇所の着手済=約 70％
　・年度内完了箇所=  約 45％
 　　（平成25年3月末見込み）

○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを
　　　　予定予定予定予定

　・予定箇所の協定済=約100％
　・予定箇所の着手済=約 50％
　・年度内完了箇所=　約 33％
 　　（平成25年3月末見込み）

・・・・別添写真集別添写真集別添写真集別添写真集
  P  P  P  P６６６６～～～～９９９９参照参照参照参照

　　　　森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者によによによによ
るるるる適切適切適切適切なななな森林管理森林管理森林管理森林管理
がががが困難困難困難困難になりつつになりつつになりつつになりつつ
ありありありあり、、、、荒廃荒廃荒廃荒廃したしたしたした森森森森
林林林林がががが増加増加増加増加しているしているしているしている
中中中中でででで、、、、森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税
をををを活用活用活用活用したしたしたした森林整森林整森林整森林整
備備備備をををを進進進進めることにめることにめることにめることに
よりよりよりより、、、、公益的機能公益的機能公益的機能公益的機能
のののの維持維持維持維持・・・・増進増進増進増進をををを図図図図
るるるる。。。。

　・間伐区域内の残存木を獣害から保護（皮剥防止工）
　・間伐を実施するために必要な森林作業道開設、既設作業道等補修
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業
○長期間放置され低木類や竹・つるの繁茂により荒廃した里山林を再生
　・里山林の再生を目的とした不用木の除去
　・野生鳥獣対策や里山景観の向上を図るための除伐木の林内集積
　・里山林に侵入した竹等の除去
　・荒廃した里山林の解消のため、森林に編入が可能な耕作放棄地の絞り込み調査
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業

  P  P  P  P１１１１～～～～５５５５参照参照参照参照

資料２

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha

(((( 37373737 )))) hahahaha (((( 81818181 )))) hahahaha

1111 hahahaha

(((( 1111 )))) hahahaha (((( ))))

10101010 hahahaha

(((( 75757575 )))) hahahaha (((( 85858585 )))) hahahaha関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備

竹竹竹竹・・・・除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

修景等保全修景等保全修景等保全修景等保全（（（（除伐除伐除伐除伐））））

耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査

除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

侵入竹侵入竹侵入竹侵入竹のののの除去除去除去除去

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha

(((( 69696969 )))) hahahaha (((( 42424242 )))) hahahaha

(((( 174174174174 )))) hahahaha (((( 110110110110 )))) hahahaha

(((( 696696696696 )))) hahahaha (((( 704704704704 )))) hahahaha

2,3202,3202,3202,320 mmmm 13,13613,13613,13613,136 mmmm

1,3601,3601,3601,360 mmmm 1,4001,4001,4001,400 mmmm

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（作業道作業道作業道作業道）））） (((( 2,3202,3202,3202,320 )))) mmmm (((( 13,13613,13613,13613,136 )))) mmmm

作業内容作業内容作業内容作業内容 計画数量計画数量計画数量計画数量 実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

間伐間伐間伐間伐

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（間伐間伐間伐間伐））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha

(((( 17171717 )))) hahahaha (((( 16161616 )))) hahahaha

(((( 7777 )))) hahahaha (((( 3333 )))) hahahaha

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽
○○○○年度計画量年度計画量年度計画量年度計画量とととと同程度同程度同程度同程度のののの実施実施実施実施をををを
　　　　完了完了完了完了

　
　

・・・・別添写真集別添写真集別添写真集別添写真集
  P  P  P  P１０１０１０１０～～～～１１１１１１１１参照参照参照参照

２２２２　　　　事業実績等事業実績等事業実績等事業実績等

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業
○広葉樹の植栽により水源かん養や生物多様性などの公益的機能を増進
　・広葉樹苗木の植栽・保育
　・苗木の食害防止を図るための植栽木の保護（食害防止工）
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業（民有林のみ）

資料２

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha

(((( 37373737 )))) hahahaha (((( 81818181 )))) hahahaha

1111 hahahaha

(((( 1111 )))) hahahaha (((( ))))

10101010 hahahaha

(((( 75757575 )))) hahahaha (((( 85858585 )))) hahahaha関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備

竹竹竹竹・・・・除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

修景等保全修景等保全修景等保全修景等保全（（（（除伐除伐除伐除伐））））

耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査

除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

侵入竹侵入竹侵入竹侵入竹のののの除去除去除去除去

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha 316316316316 hahahaha 388388388388 hahahaha 45454545 ％％％％

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha 28282828 hahahaha 57575757 hahahaha 33333333 ％％％％

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha 16161616 hahahaha hahahaha 100100100100 ％％％％

788788788788 hahahaha 805805805805 hahahaha 360360360360 hahahaha 445445445445 hahahaha 45454545 ％％％％

年度内完了率年度内完了率年度内完了率年度内完了率
（（（（BBBB////AAAA))))

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業（（（（間伐間伐間伐間伐））））

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業（（（（除伐除伐除伐除伐））））

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業（（（（植栽植栽植栽植栽））））

合計合計合計合計

区       分区       分区       分区       分 計画量計画量計画量計画量 実施予定実施予定実施予定実施予定（（（（AAAA)))) 内年度内完了内年度内完了内年度内完了内年度内完了（（（（BBBB)))) 翌年度完了翌年度完了翌年度完了翌年度完了

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha

(((( 69696969 )))) hahahaha (((( 42424242 )))) hahahaha

(((( 174174174174 )))) hahahaha (((( 110110110110 )))) hahahaha

(((( 696696696696 )))) hahahaha (((( 704704704704 )))) hahahaha

2,3202,3202,3202,320 mmmm 13,13613,13613,13613,136 mmmm

1,3601,3601,3601,360 mmmm 1,4001,4001,4001,400 mmmm

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（作業道作業道作業道作業道）））） (((( 2,3202,3202,3202,320 )))) mmmm (((( 13,13613,13613,13613,136 )))) mmmm

作業内容作業内容作業内容作業内容 計画数量計画数量計画数量計画数量 実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

間伐間伐間伐間伐

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（間伐間伐間伐間伐））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha

(((( 17171717 )))) hahahaha (((( 16161616 )))) hahahaha

(((( 7777 )))) hahahaha (((( 3333 )))) hahahaha

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽

３３３３　　　　今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

　　（　　（　　（　　（１１１１）　）　）　）　やむをやむをやむをやむを得得得得ずずずず翌年度翌年度翌年度翌年度にににに繰越繰越繰越繰越をををを行行行行うううう予定箇所予定箇所予定箇所予定箇所のののの早期完了早期完了早期完了早期完了をををを図図図図るるるる。。。。

　　（　　（　　（　　（１１１１）　）　）　）　事業導入初年度事業導入初年度事業導入初年度事業導入初年度でありでありでありであり、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの理解理解理解理解をををを得得得得るためにるためにるためにるために期間期間期間期間をををを要要要要しししし、、、、現地現地現地現地でのでのでのでの本格的本格的本格的本格的なななな作業開始作業開始作業開始作業開始がががが９９９９月以降月以降月以降月以降となったこととなったこととなったこととなったこと。。。。

　　（　　（　　（　　（２２２２）　）　）　）　間伐間伐間伐間伐のののの作業適期作業適期作業適期作業適期であるであるであるである冬期冬期冬期冬期においてにおいてにおいてにおいて、、、、１１１１月上旬月上旬月上旬月上旬からのからのからのからの度重度重度重度重なるなるなるなる降雪降雪降雪降雪によりによりによりにより作業作業作業作業のののの進捗進捗進捗進捗にににに遅延遅延遅延遅延がががが生生生生じたことじたことじたことじたこと。。。。

資料２

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha

(((( 37373737 )))) hahahaha (((( 81818181 )))) hahahaha

1111 hahahaha

(((( 1111 )))) hahahaha (((( ))))

10101010 hahahaha

(((( 75757575 )))) hahahaha (((( 85858585 )))) hahahaha関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備

竹竹竹竹・・・・除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

修景等保全修景等保全修景等保全修景等保全（（（（除伐除伐除伐除伐））））

耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査

除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

侵入竹侵入竹侵入竹侵入竹のののの除去除去除去除去

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha 316316316316 hahahaha 388388388388 hahahaha 45454545 ％％％％

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha 28282828 hahahaha 57575757 hahahaha 33333333 ％％％％

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha 16161616 hahahaha hahahaha 100100100100 ％％％％

788788788788 hahahaha 805805805805 hahahaha 360360360360 hahahaha 445445445445 hahahaha 45454545 ％％％％

年度内完了率年度内完了率年度内完了率年度内完了率
（（（（BBBB////AAAA))))

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業（（（（間伐間伐間伐間伐））））

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業（（（（除伐除伐除伐除伐））））

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業（（（（植栽植栽植栽植栽））））

合計合計合計合計

区       分区       分区       分区       分 計画量計画量計画量計画量 実施予定実施予定実施予定実施予定（（（（AAAA)))) 内年度内完了内年度内完了内年度内完了内年度内完了（（（（BBBB)))) 翌年度完了翌年度完了翌年度完了翌年度完了

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha

(((( 69696969 )))) hahahaha (((( 42424242 )))) hahahaha

(((( 174174174174 )))) hahahaha (((( 110110110110 )))) hahahaha

(((( 696696696696 )))) hahahaha (((( 704704704704 )))) hahahaha

2,3202,3202,3202,320 mmmm 13,13613,13613,13613,136 mmmm

1,3601,3601,3601,360 mmmm 1,4001,4001,4001,400 mmmm

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（作業道作業道作業道作業道）））） (((( 2,3202,3202,3202,320 )))) mmmm (((( 13,13613,13613,13613,136 )))) mmmm

作業内容作業内容作業内容作業内容 計画数量計画数量計画数量計画数量 実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

間伐間伐間伐間伐

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（間伐間伐間伐間伐））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha

(((( 17171717 )))) hahahaha (((( 16161616 )))) hahahaha

(((( 7777 )))) hahahaha (((( 3333 )))) hahahaha

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽

　　（　　（　　（　　（１１１１）　）　）　）　やむをやむをやむをやむを得得得得ずずずず翌年度翌年度翌年度翌年度にににに繰越繰越繰越繰越をををを行行行行うううう予定箇所予定箇所予定箇所予定箇所のののの早期完了早期完了早期完了早期完了をををを図図図図るるるる。。。。

　　（　　（　　（　　（２２２２）　）　）　）　２５２５２５２５年度事業実施年度事業実施年度事業実施年度事業実施にあたってもにあたってもにあたってもにあたっても、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの理解理解理解理解のもとのもとのもとのもと協力協力協力協力をををを得得得得ることがることがることがることが不可欠不可欠不可欠不可欠であるためであるためであるためであるため、、、、今年度今年度今年度今年度のののの完成箇所完成箇所完成箇所完成箇所をををを見見見見ていただくなどていただくなどていただくなどていただくなど、、、、よりよりよりより積極的積極的積極的積極的にににに事業事業事業事業へのへのへのへの協力協力協力協力をををを働働働働きかけるきかけるきかけるきかける。。。。

資料２

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha

(((( 37373737 )))) hahahaha (((( 81818181 )))) hahahaha

1111 hahahaha

(((( 1111 )))) hahahaha (((( ))))

10101010 hahahaha

(((( 75757575 )))) hahahaha (((( 85858585 )))) hahahaha関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備

竹竹竹竹・・・・除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

修景等保全修景等保全修景等保全修景等保全（（（（除伐除伐除伐除伐））））

耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査耕作放棄地編入調査

除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

侵入竹侵入竹侵入竹侵入竹のののの除去除去除去除去

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha 316316316316 hahahaha 388388388388 hahahaha 45454545 ％％％％

75757575 hahahaha 85858585 hahahaha 28282828 hahahaha 57575757 hahahaha 33333333 ％％％％

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha 16161616 hahahaha hahahaha 100100100100 ％％％％

788788788788 hahahaha 805805805805 hahahaha 360360360360 hahahaha 445445445445 hahahaha 45454545 ％％％％

年度内完了率年度内完了率年度内完了率年度内完了率
（（（（BBBB////AAAA))))

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業（（（（間伐間伐間伐間伐））））

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業（（（（除伐除伐除伐除伐））））

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業（（（（植栽植栽植栽植栽））））

合計合計合計合計

区       分区       分区       分区       分 計画量計画量計画量計画量 実施予定実施予定実施予定実施予定（（（（AAAA)))) 内年度内完了内年度内完了内年度内完了内年度内完了（（（（BBBB)))) 翌年度完了翌年度完了翌年度完了翌年度完了

696696696696 hahahaha 704704704704 hahahaha

(((( 69696969 )))) hahahaha (((( 42424242 )))) hahahaha

(((( 174174174174 )))) hahahaha (((( 110110110110 )))) hahahaha

(((( 696696696696 )))) hahahaha (((( 704704704704 )))) hahahaha

2,3202,3202,3202,320 mmmm 13,13613,13613,13613,136 mmmm

1,3601,3601,3601,360 mmmm 1,4001,4001,4001,400 mmmm

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（作業道作業道作業道作業道）））） (((( 2,3202,3202,3202,320 )))) mmmm (((( 13,13613,13613,13613,136 )))) mmmm

作業内容作業内容作業内容作業内容 計画数量計画数量計画数量計画数量 実施予定数量実施予定数量実施予定数量実施予定数量

間伐間伐間伐間伐

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備関連条件整備関連条件整備関連条件整備（（（（間伐間伐間伐間伐））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修森林作業道補修

17171717 hahahaha 16161616 hahahaha

(((( 17171717 )))) hahahaha (((( 16161616 )))) hahahaha

(((( 7777 )))) hahahaha (((( 3333 )))) hahahaha

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除

関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動関連条件整備活動

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽



  

PPPP１０１０１０１０～～～～１１１１１１１１

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　山梨県森林環境保全推進事業山梨県森林環境保全推進事業山梨県森林環境保全推進事業山梨県森林環境保全推進事業　　　　施工写真集施工写真集施工写真集施工写真集

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業

PPPP1111～～～～５５５５

PPPP６６６６～～～～９９９９

平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月21212121日日日日

山梨県森林環境保全基金運営委員会山梨県森林環境保全基金運営委員会山梨県森林環境保全基金運営委員会山梨県森林環境保全基金運営委員会



荒廃現況荒廃現況荒廃現況荒廃現況

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業①①①①

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：甲州市塩山下小田原地内甲州市塩山下小田原地内甲州市塩山下小田原地内甲州市塩山下小田原地内

間伐作業間伐作業間伐作業間伐作業間伐作業実施終了間伐作業実施終了間伐作業実施終了間伐作業実施終了

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

0.50.50.50.5 hahahaha

間伐間伐間伐間伐（（（（切捨切捨切捨切捨てててて））））

1/111/111/111/11



2/112/112/112/11

荒廃現況荒廃現況荒廃現況荒廃現況

間伐作業実施終了間伐作業実施終了間伐作業実施終了間伐作業実施終了

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業②②②②

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：上野原市和見市道地内上野原市和見市道地内上野原市和見市道地内上野原市和見市道地内

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

3.623.623.623.62 hahahaha

間伐間伐間伐間伐（（（（切捨切捨切捨切捨てててて））））

作業状況作業状況作業状況作業状況



荒廃現況荒廃現況荒廃現況荒廃現況

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業③③③③

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：大月市笹子町黒野田地内大月市笹子町黒野田地内大月市笹子町黒野田地内大月市笹子町黒野田地内

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

15151515 hahahaha

間伐間伐間伐間伐（（（（搬出搬出搬出搬出））））

森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設森林作業道開設

間伐間伐間伐間伐・・・・森林作業道開設状況森林作業道開設状況森林作業道開設状況森林作業道開設状況

3/113/113/113/11



4/114/114/114/11

荒廃現況荒廃現況荒廃現況荒廃現況

1.831.831.831.83 hahahaha

間伐間伐間伐間伐（（（（搬出搬出搬出搬出））））

間伐間伐間伐間伐・・・・搬出作業実施終了搬出作業実施終了搬出作業実施終了搬出作業実施終了

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業④④④④

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：甲州市塩山竹森東山地内甲州市塩山竹森東山地内甲州市塩山竹森東山地内甲州市塩山竹森東山地内

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容



森林作業道開設状況森林作業道開設状況森林作業道開設状況森林作業道開設状況 森林作業道森林作業道森林作業道森林作業道　　　　完了状況完了状況完了状況完了状況

間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積 獣害防除施設設置獣害防除施設設置獣害防除施設設置獣害防除施設設置（（（（シカシカシカシカ食害防止食害防止食害防止食害防止））））間伐木間伐木間伐木間伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積 獣害防除施設設置獣害防除施設設置獣害防除施設設置獣害防除施設設置（（（（シカシカシカシカ食害防止食害防止食害防止食害防止））））

5/115/115/115/11



里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業①①①①

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：北杜市武川町三吹地内北杜市武川町三吹地内北杜市武川町三吹地内北杜市武川町三吹地内
武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落

除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

　　　　集落集落集落集落やややや農地農地農地農地にににに隣接隣接隣接隣接しししし、、、、長期間放置長期間放置長期間放置長期間放置されているされているされているされている里里里里
山山山山をををを、、、、地元集落住民地元集落住民地元集落住民地元集落住民のののの強強強強いいいい要望要望要望要望をををを受受受受けけけけ、、、、修景除伐修景除伐修景除伐修景除伐
及及及及びびびび除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積によりによりによりにより整備整備整備整備をををを行行行行ったったったった

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

15.6915.6915.6915.69 hahahaha

修景除伐修景除伐修景除伐修景除伐

武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落

6/116/116/116/11

及及及及びびびび除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積によりによりによりにより整備整備整備整備をををを行行行行ったったったった

武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落武川町三吹集落



荒廃状況荒廃状況荒廃状況荒廃状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備状況整備状況整備状況整備状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備状況整備状況整備状況整備状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

7/117/117/117/11

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域



里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業②②②②

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市櫛形町山寺地内市櫛形町山寺地内市櫛形町山寺地内市櫛形町山寺地内

櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地
施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

　　　　人家人家人家人家（（（（櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地））））及及及及びびびび農地農地農地農地にににに隣接隣接隣接隣接しししし、、、、長期間放置長期間放置長期間放置長期間放置されているされているされているされている里山里山里山里山をををを、、、、地元地元地元地元かかかか
らのらのらのらの強強強強いいいい要望要望要望要望をををを受受受受けけけけ、、、、修景除伐及修景除伐及修景除伐及修景除伐及びびびび除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積をををを行行行行いいいい整備整備整備整備したしたしたした。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス市市市市のののの事業実施事業実施事業実施事業実施へのへのへのへの取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ協力協力協力協力をををを得得得得てててて実施実施実施実施したしたしたした。。。。

4.984.984.984.98 hahahaha

修景除伐修景除伐修景除伐修景除伐
除伐木除伐木除伐木除伐木のののの林内集積林内集積林内集積林内集積

あやめがあやめがあやめがあやめが丘団地丘団地丘団地丘団地

櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地

8/118/118/118/11

あやめがあやめがあやめがあやめが丘団地丘団地丘団地丘団地

あやめがあやめがあやめがあやめが丘団地丘団地丘団地丘団地

櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地櫛形山際団地



荒廃状況荒廃状況荒廃状況荒廃状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備状況整備状況整備状況整備状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備状況整備状況整備状況整備状況

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域

9/119/119/119/11

整備区域整備区域整備区域整備区域

整備区域整備区域整備区域整備区域



広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業

中央高速道路中央高速道路中央高速道路中央高速道路

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所：：：：都留市境字佐渡林地内都留市境字佐渡林地内都留市境字佐渡林地内都留市境字佐渡林地内

施工面積施工面積施工面積施工面積

作業内容作業内容作業内容作業内容

3.163.163.163.16 hahahaha

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽（（（（クリクリクリクリ））））

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽（（（（コナラコナラコナラコナラ））））

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽（（（（カエデカエデカエデカエデ））））

2222,,,,212212212212本本本本

2222,,,,212212212212本本本本

2222,,,,212212212212本本本本

中央高速道路中央高速道路中央高速道路中央高速道路

広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽（（（（カエデカエデカエデカエデ）））） 2222,,,,212212212212本本本本

獣害防除獣害防除獣害防除獣害防除（（（（生分解性生分解性生分解性生分解性ネットネットネットネット））））

　　　　伐採後伐採後伐採後伐採後のののの森林森林森林森林についてについてについてについて天然更新天然更新天然更新天然更新をををを期待期待期待期待したがしたがしたがしたが、、、、長期間経過長期間経過長期間経過長期間経過するするするする
もももも高木性高木性高木性高木性のののの幼幼幼幼・・・・稚樹稚樹稚樹稚樹がががが発生発生発生発生、、、、生育生育生育生育せずせずせずせず荒廃荒廃荒廃荒廃していることからしていることからしていることからしていることから、、、、広広広広
葉樹葉樹葉樹葉樹をををを植栽植栽植栽植栽しししし整備整備整備整備したしたしたした。。。。

中央高速道路中央高速道路中央高速道路中央高速道路

10/1110/1110/1110/11

中央高速道路中央高速道路中央高速道路中央高速道路



整備前近景整備前近景整備前近景整備前近景

整備後整備後整備後整備後

11/1111/1111/1111/11
確実確実確実確実なななな成林成林成林成林をををを図図図図るためるためるためるため、、、、野生獣野生獣野生獣野生獣によるによるによるによる植栽植栽植栽植栽したしたしたした広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの食害食害食害食害をををを防止防止防止防止
するするするする生分解性生分解性生分解性生分解性ネットをネットをネットをネットを施工施工施工施工



○○○○平成平成平成平成２４２４２４２４年度森林環境保全基金管理状況年度森林環境保全基金管理状況年度森林環境保全基金管理状況年度森林環境保全基金管理状況

①基金に積み立てる額
（単位：円）

森林環境税収入額

平成２４年度　８月分 73,483,666

平成２４年度１２月分 73,483,667

平成２４年度　３月分 73,483,667

小計 220,451,000 （A)

神奈川県からの共同事業負担金

平成２４年度　概算払 27,129,000

小計 27,129,000 （B)

基金の運用収益

基金利子収入 35,432

※税収額の確定が翌年度となることから、当年度においては予算額と同額を年３回に分けて
　積み立て、翌年度の８月に税収額の確定に伴う精算を行う

資料３

小計 35,432 （C)

合計 247,615,432 （D)

②基金の管理状況
（単位：円）

平成２４年度基金積立額

247,615,432

合計 247,615,432 （D) 再掲

平成２４年度基金取崩し額

247,580,000

合計 247,580,000 （E)

　※平成２４年度森林環境保全基金事業の経費財源に充てるため、平成２４年度末に取崩し

平成２４年度末における基金残高（見込み）

（D)－（E) 35,432

合計 35,432 （F)

資料３

　※平成２５年度末まで運用し、平成２６年度以降の森林環境保全基金事業の経費財源に充てる

資料３



○○○○平成平成平成平成２５２５２５２５年度森林環境保全基金事業年度森林環境保全基金事業年度森林環境保全基金事業年度森林環境保全基金事業　　　　一覧一覧一覧一覧

（単位：千円）

［参考］平成24年度予算（2月補正後）

国補国補国補国補 基金基金基金基金 事業費 国補 基金
事業費事業費事業費事業費事事事事 業業業業 名名名名

（（（（ 担担担担 当当当当 課課課課 ））））
事事事事 業業業業 内内内内 容容容容施策施策施策施策

荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業　　         【986ha】（H24計画値：696ha）
○荒廃した民有林の間伐を進め、針葉樹と広葉樹の混じり合った森林に再生
　・荒廃森林を解消するための間伐
　・間伐区域内の急傾斜地等で伐倒木を林内に放置することが適当でない箇所での伐倒木の集積

資料４

408,445 171,394 237,051 341,292 157,641 183,651

37,874 12,412 25,462 34,317 8,948 25,369

多多多多
様様様様
なななな
公公公公
益益益益
的的的的
機機機機
能能能能
のののの
維維維維
持持持持
・・・・
増増増増
進進進進

森林環境保全
推進事業費

（森林整備課
　県有林課）

　・間伐区域内の急傾斜地等で伐倒木を林内に放置することが適当でない箇所での伐倒木の集積
　・間伐区域内の残存木を獣害から保護（皮剥防止工）
　・間伐を実施するために必要な森林作業道開設、既設作業道等補修
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業

里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業　　　　　　　  　 【106ha】（H24計画値：75ha）
○長期間放置され低木類や竹・つるの繁茂により荒廃した里山林を再生
　・里山林の再生を目的とした不用木の除去
　・野生鳥獣対策や里山景観の向上を図るための除伐木の林内集積
　・里山林に侵入した竹等の除去
　・荒廃した里山林の解消のため、森林に編入が可能な耕作放棄地の絞り込み調査
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業

資料４

65,651 33,195 32,456 39,289 19,948 19,341

511,970 217,001 294,969 414,898 186,537 228,361

進進進進
をををを
図図図図
るるるる
森森森森
づづづづ
くくくく
りりりり

広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業　　【21ha】（H24計画値：17ha）
○広葉樹の植栽により水源かん養や生物多様性などの公益的機能を増進
　・広葉樹苗木の植栽・保育
　・苗木の食害防止を図るための植栽木の保護（食害防止工）
　・森林所有者の確認・把握、事前準備のための荒廃林の調査、所有者との現地踏査、測量など
　　事業実施に向けた取り組み作業（民有林のみ）

小　　　　　　　　　　計

木木木木
材材材材

資料４

甲斐の木づかい
推進事業費補助金

（林業振興課）

2,100 0 2,100 1,500 0 1,500

2,100 0 2,100 1,500 0 1,500

利利利利
用用用用
促促促促
進進進進

材材材材
・・・・
木木木木
質質質質
ババババ
イイイイ
オオオオ
ママママ
スススス
のののの

○県産材を利用する意識を醸成することにより県産材の利用促進を図るため、市町村、学校法人
  及び社会福祉法人が行う、県産材を使用した学習用備品を学校施設等に導入するための経費に
  助成
　　・補助率　：１／２以内　　ただし、机・椅子１セットの補助の上限30,000円

　 【机・椅子70組】（H24計画値：50組）

小　　　　　　　　　　計

資料４
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（単位：千円）

［参考］平成24年度予算（2月補正後）

国補国補国補国補 基金基金基金基金 事業費 国補 基金
事業費事業費事業費事業費事事事事 業業業業 名名名名

（（（（ 担担担担 当当当当 課課課課 ））））
事事事事 業業業業 内内内内 容容容容施策施策施策施策

県民参加の
森林づくり
推進事業費

（森林環境総務課）

578 0 578 657 0 657

○地球温暖化防止、水源かん養など森林の持つ様々な機能を多くの県民に理解していただき、
　県民参加の森づくりを進めるため、普及啓発事業を実施

　・平成２５年度事業「木質バイオマス利用体験教室」
　　※県内４箇所の既存のイベントに出張し、ペレットストーブ、薪ストーブなどを展示し、
　　　木質バイオマスの利用を体験するイベントを開催

○子どもたちが、森林の中で様々な体験活動を行い、森づくりの重要性や必要性を学ぶことで、

森林体験活動
支援費補助金

（みどり自然課）

1,800 0 1,800 1,200 0 1,200

地域の森づくり
活動支援費補助金

（みどり自然課）

3,000 0 3,000 5,000 0 5,000

社社社社
会会会会
全全全全
体体体体
でででで
支支支支
ええええ
るるるる
仕仕仕仕
組組組組
みみみみ

○子どもたちが、森林の中で様々な体験活動を行い、森づくりの重要性や必要性を学ぶことで、
　将来にわたり森林を守っていく心を育むことを目的に、教育機関等が、学校林や森林公園等で
　森林環境教育の一環として行う森林体験活動に対し助成
　　・対象事業：次のいずれにも該当する森林体験活動
　　　　ｱ 森林散策、森林の観察、森林を活用した自然体験学習会、間伐体験、
　　　　　植樹体験等の活動
　　　　ｲ 学校林や森林公園等、県内において既に整備されているフィールドを活用
　　　　ｳ 教育機関等が直接実施、又は、教育機関等がＮＰＯ等の団体に実施委託
　　・補助率：１０／１０以内　（ただし、１教育機関等当たりの交付限度３０万円）

○ＮＰＯ等の民間団体や地域住民など多くの県民が、森づくり活動を通じて、森林の果している
　役割についての理解を深め、社会全体で森林を守り育てる気運の醸成を図ることを目的に、
　山梨県内に事務所を有するＮＰＯ等民間団体が行う森林整備活動に対し助成
　　・対象事業：次のいずれにも該当する森づくり活動
　　　ｱ 植栽、下刈、除伐、間伐等の森林整備活動
　　　ｲ 森林所有者との協定※を締結した県内の民有林を整備するもの
　　　※協定内容：土地の立ち入り、森づくり活動、事業実施から１０年間の皆伐禁止の承諾等（みどり自然課）

森林及び環境の
保全に係る県民税
普及啓発事業費
　
（森林環境総務課）

0 0 0 340 0 340

森林環境保全基金
運営委員会開催費
　
（森林環境総務課）

865 0 865 284 0 284

○森林の保全等を目的とした新税の制度及び実施事業の内容等を広く県民に周知
　
　　・平成２４年度導入時のみ

○森林の保全等を目的とした新税活用事業の効果の検証等に広く県民の意見を反映させるため、
　森林環境保全基金運営委員会を設置
    ・委員８名
　　・年２回開催
　　・事業効果検証モニタリング調査

みみみみ
づづづづ
くくくく
りりりり

　　　※協定内容：土地の立ち入り、森づくり活動、事業実施から１０年間の皆伐禁止の承諾等
　　・補助率：１／２以内　（ただし、１件当たりの交付限度２５万円）

（森林環境総務課）

6,243 0 6,243 7,481 0 7,481

森林及び環境の
保全に係る県民税
導入市町村交付金
（税務課）

0 0 0 10,238 0 10,238

520,313 217,001 303,312 434,117 186,537 247,580

　　・事業効果検証モニタリング調査
      ※森林環境保全推進事業実施後の経年変化を定点観測し、事業効果の検証調査を行う

そそそそ
のののの
他他他他

小　　　　　　　　　　計

○森林の保全等を目的とした新税の円滑な導入を図るため、市町村における税務システムの
　改修事業等を実施する市町村に対し交付

　
　　・平成２４年度導入時のみ

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計
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○○○○　　　　事業効果事業効果事業効果事業効果のののの検証検証検証検証についてについてについてについて 資料資料資料資料５５５５

間伐後間伐後間伐後間伐後のののの下層植生回復下層植生回復下層植生回復下層植生回復イメージイメージイメージイメージ

（（（（間伐前間伐前間伐前間伐前））））

資料５

１１１１　　　　他県他県他県他県のののの状況状況状況状況

◎◎◎◎県独自課税県独自課税県独自課税県独自課税（（（（森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等））））導入県導入県導入県導入県はははは本県本県本県本県のののの他他他他、、、、３２３２３２３２県県県県でででで導入導入導入導入

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施　　　　　　　　２６２６２６２６県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　２４２４２４２４県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標としてとしてとしてとして評価評価評価評価がががが一般的一般的一般的一般的））））

（（（（間伐後間伐後間伐後間伐後））））

資料５

（（（（２２２２））））里山林整備里山林整備里山林整備里山林整備、、、、広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業実施事業実施事業実施事業実施　　　　１７１７１７１７県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　１７１７１７１７県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標とするとするとするとする他他他他、、、、住民住民住民住民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査などなどなどなど））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　　　　　９９９９県県県県（（（（事業実施後事業実施後事業実施後事業実施後のののの植生調査植生調査植生調査植生調査などをなどをなどをなどを実施実施実施実施））））

２２２２　　　　本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

１１１１　　　　他県他県他県他県のののの状況状況状況状況

◎◎◎◎県独自課税県独自課税県独自課税県独自課税（（（（森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等））））導入県導入県導入県導入県はははは本県本県本県本県のののの他他他他、、、、３２３２３２３２県県県県でででで導入導入導入導入

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施　　　　　　　　２６２６２６２６県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　２４２４２４２４県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標としてとしてとしてとして評価評価評価評価がががが一般的一般的一般的一般的））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　１６１６１６１６県県県県（（（（間伐後間伐後間伐後間伐後のののの下層植生変化下層植生変化下層植生変化下層植生変化をををを調査調査調査調査するするするする他他他他、、、、光環境光環境光環境光環境、、、、土砂移動量土砂移動量土砂移動量土砂移動量などなどなどなど））））

資料５

・事業評価

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証

○○○○毎木調査毎木調査毎木調査毎木調査

・・・・年間年間年間年間をとおしてをとおしてをとおしてをとおして定点観測定点観測定点観測定点観測
・・・・県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所がががが参画参画参画参画

○○○○植生更新調査植生更新調査植生更新調査植生更新調査

○○○○土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査

○○○○光環境調査光環境調査光環境調査光環境調査

（（（（２２２２））））里山林整備里山林整備里山林整備里山林整備、、、、広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業実施事業実施事業実施事業実施　　　　１７１７１７１７県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　１７１７１７１７県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標とするとするとするとする他他他他、、、、住民住民住民住民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査などなどなどなど））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　　　　　９９９９県県県県（（（（事業実施後事業実施後事業実施後事業実施後のののの植生調査植生調査植生調査植生調査などをなどをなどをなどを実施実施実施実施））））

２２２２　　　　本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業））））

年度計画量に対する実施面積

１１１１　　　　他県他県他県他県のののの状況状況状況状況

◎◎◎◎県独自課税県独自課税県独自課税県独自課税（（（（森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等））））導入県導入県導入県導入県はははは本県本県本県本県のののの他他他他、、、、３２３２３２３２県県県県でででで導入導入導入導入

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施　　　　　　　　２６２６２６２６県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　２４２４２４２４県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標としてとしてとしてとして評価評価評価評価がががが一般的一般的一般的一般的））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　１６１６１６１６県県県県（（（（間伐後間伐後間伐後間伐後のののの下層植生変化下層植生変化下層植生変化下層植生変化をををを調査調査調査調査するするするする他他他他、、、、光環境光環境光環境光環境、、、、土砂移動量土砂移動量土砂移動量土砂移動量などなどなどなど））））

（（（（さらにさらにさらにさらに経過後経過後経過後経過後））））

資料５

・事業評価

・事業評価

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証

・事業評価

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証 事業実施箇所事業実施箇所事業実施箇所事業実施箇所のののの定点観測定点観測定点観測定点観測をををを行行行行いいいい、、、、検討検討検討検討

調査結果調査結果調査結果調査結果はははは、、、、基金運基金運基金運基金運
営委員会営委員会営委員会営委員会にににに報告報告報告報告しししし、、、、
事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表

（（（（２２２２））））里山整備里山整備里山整備里山整備にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業））））

年度計画量に対する実施面積

事業事業事業事業にににに係係係係るアンケートるアンケートるアンケートるアンケート調査調査調査調査

（（（（３３３３））））広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業））））

年度計画量に対する実施面積

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証

○○○○毎木調査毎木調査毎木調査毎木調査

・・・・年間年間年間年間をとおしてをとおしてをとおしてをとおして定点観測定点観測定点観測定点観測
・・・・県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所がががが参画参画参画参画

○○○○植生更新調査植生更新調査植生更新調査植生更新調査

○○○○土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査

○○○○光環境調査光環境調査光環境調査光環境調査

（（（（２２２２））））里山林整備里山林整備里山林整備里山林整備、、、、広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業実施事業実施事業実施事業実施　　　　１７１７１７１７県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　１７１７１７１７県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標とするとするとするとする他他他他、、、、住民住民住民住民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査などなどなどなど））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　　　　　９９９９県県県県（（（（事業実施後事業実施後事業実施後事業実施後のののの植生調査植生調査植生調査植生調査などをなどをなどをなどを実施実施実施実施））））

２２２２　　　　本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業））））

年度計画量に対する実施面積

１１１１　　　　他県他県他県他県のののの状況状況状況状況

◎◎◎◎県独自課税県独自課税県独自課税県独自課税（（（（森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等））））導入県導入県導入県導入県はははは本県本県本県本県のののの他他他他、、、、３２３２３２３２県県県県でででで導入導入導入導入

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施　　　　　　　　２６２６２６２６県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　２４２４２４２４県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標としてとしてとしてとして評価評価評価評価がががが一般的一般的一般的一般的））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　１６１６１６１６県県県県（（（（間伐後間伐後間伐後間伐後のののの下層植生変化下層植生変化下層植生変化下層植生変化をををを調査調査調査調査するするするする他他他他、、、、光環境光環境光環境光環境、、、、土砂移動量土砂移動量土砂移動量土砂移動量などなどなどなど））））

資料５

・事業評価

・事業評価

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証

・事業評価

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証 事業実施箇所事業実施箇所事業実施箇所事業実施箇所のののの定点観測定点観測定点観測定点観測をををを行行行行いいいい、、、、検討検討検討検討

調査結果調査結果調査結果調査結果はははは、、、、基金運基金運基金運基金運
営委員会営委員会営委員会営委員会にににに報告報告報告報告しししし、、、、
事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表事業完了翌年度公表

（（（（２２２２））））里山整備里山整備里山整備里山整備にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（里山再生事業里山再生事業里山再生事業里山再生事業））））

年度計画量に対する実施面積

事業事業事業事業にににに係係係係るアンケートるアンケートるアンケートるアンケート調査調査調査調査

（（（（３３３３））））広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの森森森森づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業））））

年度計画量に対する実施面積

・・・・効果検証効果検証効果検証効果検証

○○○○毎木調査毎木調査毎木調査毎木調査

・・・・年間年間年間年間をとおしてをとおしてをとおしてをとおして定点観測定点観測定点観測定点観測
・・・・県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所県森林総合研究所がががが参画参画参画参画

○○○○植生更新調査植生更新調査植生更新調査植生更新調査

○○○○土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査土壌移動量調査

○○○○光環境調査光環境調査光環境調査光環境調査

（（（（２２２２））））里山林整備里山林整備里山林整備里山林整備、、、、広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽広葉樹植栽にににに係係係係るるるる事業実施事業実施事業実施事業実施　　　　１７１７１７１７県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　１７１７１７１７県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標とするとするとするとする他他他他、、、、住民住民住民住民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査などなどなどなど））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　　　　　９９９９県県県県（（（（事業実施後事業実施後事業実施後事業実施後のののの植生調査植生調査植生調査植生調査などをなどをなどをなどを実施実施実施実施））））

２２２２　　　　本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業（（（（荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業荒廃森林再生事業））））

年度計画量に対する実施面積

１１１１　　　　他県他県他県他県のののの状況状況状況状況

◎◎◎◎県独自課税県独自課税県独自課税県独自課税（（（（森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等））））導入県導入県導入県導入県はははは本県本県本県本県のののの他他他他、、、、３２３２３２３２県県県県でででで導入導入導入導入

（（（（１１１１））））間伐間伐間伐間伐にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの実施実施実施実施　　　　　　　　２６２６２６２６県県県県

・・・・事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県事業評価実施県　　　　２４２４２４２４県県県県（（（（実施実施実施実施したしたしたした面積面積面積面積をををを指標指標指標指標としてとしてとしてとして評価評価評価評価がががが一般的一般的一般的一般的））））

・・・・効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県効果検証実施県　　　　１６１６１６１６県県県県（（（（間伐後間伐後間伐後間伐後のののの下層植生変化下層植生変化下層植生変化下層植生変化をををを調査調査調査調査するするするする他他他他、、、、光環境光環境光環境光環境、、、、土砂移動量土砂移動量土砂移動量土砂移動量などなどなどなど））））
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