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いしかわ森林環境税の取組状況

平成20年１０月２２日

農林水産部森林管理課

いしかわ森林環境税の使途

ハード事業

90%

ソフト事業

10%

平成１９年４月～平成２４年３
月までにいしかわ森林環境税
の税収として約１８億６千５百
万円が見込まれ、その約９割
を環境林整備事業を始めとす
るハード事業に使用し、残り１
割程度を森づくりに対する理
解の増進等のソフト事業に使
用することとしている。

いしかわ森林環境税の税収見込
単位：百万円

H19 H20 H21 H22 H23 H24 計

310 373 373 373 373 63 1,865

県民の理解と参加による森づくりの推進

手入れ不足人工林の整備

1,865百万円
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いしかわ森林環境税による事業体系

○環境林整備事業

H19：1,300haの強度間伐を実施

H20：2,000haの強度間伐を計画

○環境林整備事業の推進

・市町整備推進費他
市町が作成する整備計画等について定額を補助

不在村者への案内等

いしかわ森林環境基金事業（ハード）

いしかわ森林環境税による事業

手入れ不足人工林の整備 県民の理解と参加による森づくりの推進

○森づくりに対する理解の増進

　①普及啓発や情報提供の実施

　②森林環境教育や森林体験活動の実施

○県民参加の森づくりの推進

　①森林ボランティア活動の支援

　②都市と山村の交流活動を通じた森づくり

　③里山林など身近な森の保全と活用

いしかわ森林環境基金事業（ソフト）

環境林整備事業

環境林整備計画 単位：ha

区分 H19 H20 H21 H22 H23※ 合計

計画 1,300 2,000 2,000 2,000 2,700 10,000

※ 法人税収がH23.6に確定するため事業の一部もH24にずれ込む

1,300582281154173110実施面積

計奥能登地区中能登地区県央地区石川地区南加賀地区

単位：ha
手入れ不足人工林の強度間伐の平成１９年度実績
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強度間伐の実施状況

間伐材をきれいに玉切り、
集積を実施した現地

輪島市三井地内→

←中能登町瀬戸地内

強度間伐の実施状況

能登町柏木地内→

←白山市白峰西山地内

伐倒作業のみの現場

簡易な玉切りまでを実施した現場
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強度間伐の実施状況

立木の低い箇所から枝が残って
いる現場

小松市赤瀬地内→

←輪島市繩又地内

環境林整備事業の推進
ＧＩＳ整備等
○森林環境税により整備した森林の事業履歴等を管理するための森林GIS
（地理情報システム）の開発。

○強度間伐施行地に標柱を設置。

平成 19年度 環境林整備事業実施台帳
施工地情報 施工区域図 S=1:5,000
森林所有者 18

協定書番号
補助金情報

補助金申請日 平成 19年11月16日
期次 11次
申請番号 424013601-00
事業主体名称 のと森林組合

対象森林
地番 輪島市門前町
林班　　　　 103--340-
樹種 アテ 林齢35年
申請面積 [ha]
緯度/経度 37°12’45.8” / 136°44’27.4”

概略位置図 S=1:25,000
14

施工前 施工後
15 16

4240006

5.8

事業履歴管理台帳

金沢市市ノ瀬地内
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協定締結の推進

説明会風景

これまで（H20.3末）協定締

結に向けて説明会等を、３６
６回開催し、延べ６，６９２人
の参加があった。

市町が作成する整備計画の策定、協定締結を推進するための説明会の
開催等に等に対し定額を助成。

いしかわ森林環境税による事業体系

○環境林整備事業

H19：1,300haの強度間伐を実施

H20：2,000haの強度間伐を計画

○環境林整備事業の推進

・市町整備推進費他
市町が作成する整備計画等について定額を補助

不在村者への案内等

いしかわ森林環境基金事業（ハード）

いしかわ森林環境税による事業

手入れ不足人工林の整備 県民の理解と参加による森づくりの推進

○森づくりに対する理解の増進

　①普及啓発や情報提供の実施

　②森林環境教育や森林体験活動の実施

○県民参加の森づくりの推進

　①森林ボランティア活動の支援

　②都市と山村の交流活動を通じた森づくり

　③里山林など身近な森の保全と活用

いしかわ森林環境基金事業（ソフト）
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9,7221,985計

4,000125いしかわの身近な森保全事業

51653企業の森づくり推進事業

2,612397いしかわ森づくり推進月間事業

2,5941,410森づくりボランティア推進事業

事業費参加人員事 業 名

県民参加の森づくりの推進

16,1934,380計

8,193－普及広報推進事業費

5,0004,251子ども森の恵み推進事業

3,000129いしかわ森林環境実感ツアー

事業費参加人員事 業 名

森づくりに対する理解の増進

県民の理解と参加による森づくりの推進（ソフト）
平成１９年度実施状況

（単位：人、千円）

一般県民を対象として水源地域の手入れ不足人工林等を見学し、森林の
現状や役割等を理解してもらうため、森林の持つ水を育む機能や災害を防
ぐ機能を知っていただくため「今、いしかわの森はどうなっているの？」を
キャッチフレーズに現地見学会を実施。

平成19年度実感ツアー

間伐対象林、台風被
害森林

２３津幡町

間伐対象林、ブナ林、
くさび入れ式

２４白山市

間伐対象林、医王の
里

１３金沢市

間伐対象林、ダム、
加工施設

１８加賀市

間伐対象林、ダム、
県民の森

２１小松市

間伐対象林、県産住
宅、石動山

１３七尾市

１２９計

間伐対象林、ブナ林、
県産住宅

１７輪島市

内 容参加人員開催市町

いしかわ森林環境実感ツアー（普及啓発や情報提供の実施）

平成１９年７月 津幡町
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小中高校生等、子供達の参加の上で市町、ＮＰＯ、地域住民等が組織
する団体が実施する植樹、育樹、炭焼体験、学校林の整備等の活動に
対して支援。

こども森の恵み推進事業（森林環境教育や森林体験活動の実施）

市町

1,301名

学校

1,024名

NPO

609名

その他

1,317名

事業主体ごとの参加者数

平成１９年１０月 金沢市

計４，２５１名

普及広報推進事業

事業推進のための普及広報、優良団体の表彰等を実施。

• 新聞広告 ２回（H19）
• 事業記録映像（ビデオ、DVD）制作 ２種類

• パンフレット作成 １種類

• ホームページ制作 １式 他
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森づくりボランティア推進事業（森林ボランティア活動の支援）

森づくりボランティア推進事業では、ＮＰＯ等が自主的に行う身近な森づ
くり活動を支援。

市町

330名

林業

関係団体

190名
NPO

772名

その他

118名

森づくりボランティア推進事業

事業主体ごとの参加者数

計１，４１０名

平成１９年９月 白山市

いしかわの森づくり推進月間事業（県民参加の森づくりの推進）

毎年１０月を「いしかわの森づくり推進月間」とし、多くの一般県民に参加を呼
びかけ、県民協働による各種森づくり活動を展開するとともに、森林の恵みに
感謝し、森づくりに対する理解を醸成。

３９７計

アテ、広葉樹の植樹６２穴水町

間伐実施林での広葉樹の植
栽

４０七尾市

ブナ、ミズナラ等種子採取８７白山市

スギ林の竹林整備４０小松市

竹林整備、桜苗木の支柱作
成

２０金沢市

竹林整備、桜下刈り６８金沢市

内 容参加人員開催市町

平成１９年１０月 白山市
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地球温暖化防止など、地球環境保全への関心が高まっている中で、これま
で森林と関わりが少なかった企業が新たにＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環
として、植樹活動などの林業体験や地域との交流、美化活動などを通して
様々なアイデアを活かして社員や家族の福利厚生の場として活動する森づく
りを推進。

【実績】

平成１３年～１９年：

８社（国有林、市有林等）

平成２０年度：

６社（県有林、市町有林）

企業の森づくり推進事業（都市と山村の交流活動を通じた森づくり）

平成２０年５月 協定調印式

（知事と企業３社）
平成１９年９月 白山市

いしかわの身近な森保全事業

○金沢市
４集落と協定し集落周辺森林の整備

を実施

○白山市
旧鳥越村民が参加した森づくり活動

を実施

未利用のまま放置されている里山林を地域住民等が新たに整備活用す
ることにより、地域の活性化や環境の保全に資することを目的とし、市町
が主体となり、集落、ＮＰＯ団体等と協働し、放置されて里山林の環境保全
を図る取り組みに対し支援。
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知っていた
228
83%

知らな
かった

46
17%

知っていた
164
34%

少しは
知ってい

た
110
23%

知らな
かった
211
43%

森林環境税に関するアンケート結果

Q.あなたは「いしかわ森林環境税」が徴

収されていることを知っていましたか？

Q.実施内容について知っていましたか？

いしかわ農林漁業まつり等において、いしかわ森林環境税に関するアンケート調

査を実施。（回答者数：５０８名）

有効回答
４８５件 有効回答

２７４件

森林環境税に関するアンケート結果２

5必要な税だと思う

5県産材の利活用にも助成すべき

8森林の荒廃等を考えると導入はやむを得ない

8税金の無駄使いがないように検証が必要

18森林は大切なので整備を続けて欲しい

33知らない人が多いので、もっとPRすべき

森林環境税に対する意見・要望等（自由回答） 単位：件
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