
平成平成平成平成21年度年度年度年度いしかわいしかわいしかわいしかわ森林環境基金森林環境基金森林環境基金森林環境基金
事業事業事業事業のののの主主主主なななな取組取組取組取組とととと実績実績実績実績

説明資料－１

１．いしかわ森林環境基金（ハード）事業

（（（（１１１１））））手入手入手入手入れれれれ不足人工林不足人工林不足人工林不足人工林のののの解消解消解消解消

○○○○地区別実績地区別実績地区別実績地区別実績 単位単位単位単位：ｈａ：ｈａ：ｈａ：ｈａ

年度年度年度年度 南加賀地区南加賀地区南加賀地区南加賀地区 石川地区石川地区石川地区石川地区 県央地区県央地区県央地区県央地区 中能登地区中能登地区中能登地区中能登地区 奥能登地区奥能登地区奥能登地区奥能登地区 計計計計 達成率達成率達成率達成率

HHHH19191919～～～～HHHH21212121 733 1,010 477 1,081 2,368 5,670 107%

計画量計画量計画量計画量 921 1,841 1,006 2,082 4,150 10,000

進捗率進捗率進捗率進捗率 80% 55% 47% 52% 57% 57%

※H19～H21の計欄は四捨五入のため一致しない。
※達成率はH19～H21の計画量計５，３００ｈａに対する３カ年の実績。

○○○○環境林整備環境林整備環境林整備環境林整備のののの計画計画計画計画とととと実績実績実績実績 単位単位単位単位：ｈａ：ｈａ：ｈａ：ｈａ

年年年年　　　　度度度度 H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 小計小計小計小計 HHHH24242424～～～～HHHH28282828 計計計計
計計計計　　　　画画画画 1,300 2,000 2,000 2,000 2,700 10,000 12,000 22,000
（（（（累積累積累積累積）））） （1,300） （3,300） (5,300) (7,300) (10,000)
実実実実　　　　績績績績 1,300 2,041 2,329 － － 5,670 － 5,670
（（（（累積累積累積累積）））） (1,300) (3,341) (5,670) － － －
達成率達成率達成率達成率 100% 102% 116% － － － － －
（（（（累積累積累積累積）））） (100%) （101%) (107%) － － － － －

※H21実績2,329haは年度内実績。加えて、計画の進捗を図るため、定額の国庫補助
　事業の拡充分を活用し約700haをH22に繰り越して実施中。



事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況

実績( 5,670ha）

計画(10,000ha）

計画 10,000ha → 実績 5,670ha（H21末）

強度間伐強度間伐強度間伐強度間伐 のののの市町別実績市町別実績市町別実績市町別実績 （（（（HHHH19191919 ～～～～21212121 ))))
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（（（（hahahaha））））

強度間伐強度間伐強度間伐強度間伐のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

加賀地区加賀地区加賀地区加賀地区（（（（白山市瀬波白山市瀬波白山市瀬波白山市瀬波））））

能登地区能登地区能登地区能登地区（（（（穴水町河内穴水町河内穴水町河内穴水町河内））））

間伐前間伐前間伐前間伐前

間伐前間伐前間伐前間伐前

間伐後間伐後間伐後間伐後

間伐後間伐後間伐後間伐後



○○○○環境林環境林環境林環境林モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査調査調査調査のののの中間報告中間報告中間報告中間報告 （（（（植生回復状況植生回復状況植生回復状況植生回復状況））））

間伐後間伐後間伐後間伐後のののの高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹のののの種類数種類数種類数種類数およびおよびおよびおよび植生被度植生被度植生被度植生被度はははは増加増加増加増加

○○○○間伐後間伐後間伐後間伐後１１１１年目年目年目年目（（（（H20H20H20H20））））
にににに比比比比べべべべ、、、、２２２２年目年目年目年目（（（（H21H21H21H21））））
はははは高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹のののの本数本数本数本数・・・・種類種類種類種類
数数数数およびおよびおよびおよび植生被度植生被度植生被度植生被度ともにともにともにともに増加増加増加増加
傾向傾向傾向傾向。。。。

○○○○特特特特にににに、、、、アテアテアテアテ林林林林でのでのでのでの増加割合増加割合増加割合増加割合
がががが高高高高いいいい。。。。

植生被度：植生による地面の被覆率

（（（（２２２２））））公益的機能公益的機能公益的機能公益的機能のののの確保確保確保確保
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間伐後間伐後間伐後間伐後のののの高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹のののの本数本数本数本数とととと種類数種類数種類数種類数

間伐後間伐後間伐後間伐後のののの植生被度植生被度植生被度植生被度
(％)

（種）

間伐後３年目の状況（（（（白山市釜谷地内白山市釜谷地内白山市釜谷地内白山市釜谷地内））））

間伐後間伐後間伐後間伐後１１１１年年年年（（（（H20.10）））） 間伐後間伐後間伐後間伐後3年年年年（（（（H22.7））））

トチノキトチノキトチノキトチノキ ミズナラミズナラミズナラミズナラクククク リリリリ オニグルミオニグルミオニグルミオニグルミ

強度間伐後強度間伐後強度間伐後強度間伐後にににに芽吹芽吹芽吹芽吹いたいたいたいた主主主主なななな高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹高木性広葉樹



○○○○希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした事業事業事業事業のののの推進推進推進推進

H21.10 「「「「間伐等間伐等間伐等間伐等のののの森林整備森林整備森林整備森林整備におけるにおけるにおけるにおける猛禽類猛禽類猛禽類猛禽類へのへのへのへの対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」策定策定策定策定

H22.  4 「「「「希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類のののの保護保護保護保護にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした間伐等間伐等間伐等間伐等のののの森林整備森林整備森林整備森林整備のののの進進進進めめめめ方方方方にににに

関関関関するするするする研修会研修会研修会研修会」」」」開催開催開催開催

H22.  6 専門家専門家専門家専門家のののの協力協力協力協力によるによるによるによる間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺のののの希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類のののの営巣営巣営巣営巣

情報情報情報情報のののの把握把握把握把握

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対応対応対応対応

・・・・専門家専門家専門家専門家、、、、林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体、、、、行政行政行政行政によるによるによるによる協議会協議会協議会協議会をををを設置設置設置設置

→→→→希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類のののの繁殖情報繁殖情報繁殖情報繁殖情報をををを共有共有共有共有しししし、、、、管理管理管理管理するためのするためのするためのするための仕組仕組仕組仕組みみみみ作作作作りとりとりとりと

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの改良改良改良改良をををを検討検討検討検討

・・・・間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺間伐実施地区周辺におけるにおけるにおけるにおける希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類希少猛禽類のののの繁殖状況繁殖状況繁殖状況繁殖状況のののの調査調査調査調査

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組

（（（（３３３３））））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とととと協力協力協力協力

○○○○森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ

これまでこれまでこれまでこれまで協定協定協定協定のののの締結締結締結締結にににに至至至至っていないっていないっていないっていない手入手入手入手入れれれれ不足人工林不足人工林不足人工林不足人工林のののの森林所有森林所有森林所有森林所有
者者者者をををを対象対象対象対象にににに、、、、ダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメールダイレクトメールによるによるによるによる意向調査意向調査意向調査意向調査をををを実施実施実施実施。。。。

問 今後、当該事業で強度間伐を実施したいと思いますか。

対象者 7,700名 回収数 2,088名 回収率 27％

はい 1,441人(69％)
いいえ

569人(27％)

はい 876人(42％) いいえ 1,186人(57％)

無回答 78人(4％)

問 森林環境基金事業で所有者負担なしの間伐ができることを知って
いますか。

無回答 26人(１％)



（（（（４４４４））））労働力労働力労働力労働力のののの安定的安定的安定的安定的なななな確保確保確保確保

区区区区 分分分分 H19 H20 H21

建設業者数建設業者数建設業者数建設業者数 7社社社社 9社社社社 10社社社社

○○○○強度間伐強度間伐強度間伐強度間伐をををを実施実施実施実施したしたしたした建設業者建設業者建設業者建設業者のののの数数数数

○○○○技術研修会等技術研修会等技術研修会等技術研修会等のののの開催開催開催開催

森林組合森林組合森林組合森林組合、、、、林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体をををを対象対象対象対象にににに、、、、強度間伐強度間伐強度間伐強度間伐をををを安全安全安全安全、、、、
適正適正適正適正かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にににに実施実施実施実施するためのするためのするためのするための技術研修等技術研修等技術研修等技術研修等をををを実施実施実施実施

平成平成平成平成21年年年年8月月月月26日日日日 参加者参加者参加者参加者35名名名名平成平成平成平成22年年年年4月月月月6日日日日 参加者参加者参加者参加者40名名名名



○○○○県民県民県民県民のののの理解理解理解理解とととと参加参加参加参加によるによるによるによる森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

事 業 名 H19 H20 H21

森森森森づくりにづくりにづくりにづくりに
対対対対するするするする理解理解理解理解
のののの増進増進増進増進

いしかわ森林環境実感ツアー 128 168 131

生物多様性シンポジウム － － 250

いしかわ景観キッズプログラムの開催 － － 152

こども森の恵み推進事業 4,251 2,798 3,521

県民参加県民参加県民参加県民参加
のののの森森森森づくりづくりづくりづくり
のののの推進推進推進推進

いしかわ森づくり推進月間事業 397 755 588

森づくりボランティア推進事業 1,410 2,951 2,669

企業の森づくり推進事業 400 1,619 3,020

いしかわ県民参加の森づくり推進事業 － 878 1,583

いしかわの身近な森保全事業 125 282 254

もりの保育園推進事業 － 268 398

計 6,711 9,719 12,566

２．いしかわ森林環境基金（ソフト）事業

単位（人）

（（（（１１１１））））森森森森づくりにづくりにづくりにづくりに対対対対するするするする理解理解理解理解のののの増進増進増進増進

• 市町の広報誌による普及
• チラシを全市町等に配布
• 新聞に事業成果等を掲載
• 森林環境功労者の表彰
• 各種イベントにおける普及
• 出前講座を各地で開催

チラシ
農林漁業まつり（平成2１年10月）

○○○○県民県民県民県民のののの理解理解理解理解をををを増進増進増進増進するためのするためのするためのするための普及広報普及広報普及広報普及広報



日付 開催地 参加人数

8/22（土） 津幡町 ２２

8/23（日） 白山市 ２４

9/5（土） 小松市 ３８

10/5（土） 輪島市外 ２２

10/26（土） 七尾市外 ２５

計 １３１ 輪島市（平成２１年１０月）

○○○○森林環境実感森林環境実感森林環境実感森林環境実感ツアーツアーツアーツアー

一般県民を対象として、水源地域の手入れ不足人工林や間伐実施林な
どを見学し、森林の現状や森林の持つ水を育む機能や災害を防ぐ機能を
知っていただくツアーを5回実施

日時、場所 平成21年11月22日（日）

石川県地場産業振興センター

テーマ 健全な森がもたらす生物多様性

の保全

パネラー 丸山利輔（県立大学 参与）

有川光造（県森林組合連合会 代表理事会長）

中村浩二（金沢大学 教授）

中川 巌 （石川フォレストサポーター会 会長）

八神徳彦（県林業試験場 森林環境部長）

参集者 ２５０人

地場産業振興センター（平成21年11月）

○○○○生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム

環境林整備事業による手入れ不足人工林の解消と生物多様性の保全に
関するシンポジウムを開催



市町

366名

学校

1,152名

NPO 

423名

その他

1,580名

事業主体ごとの参加者数（Ｈ２１）

１７団体
計3,521名

珠洲市（平成２１年７月）

○○○○こどもこどもこどもこども森森森森のののの恵恵恵恵みみみみ推進事業推進事業推進事業推進事業

子供達を対象に、森林教室、植樹、下刈、炭焼体験等の森林環境教育
や森林体験活動を支援を実施するＮＰＯ等の17団体に対して支援

（（（（２２２２））））県民参加県民参加県民参加県民参加のののの森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

開催地開催地開催地開催地 内内内内 容容容容 参加人数参加人数参加人数参加人数

加賀市加賀市加賀市加賀市
「「「「県民県民県民県民のののの森森森森」」」」でででで広葉樹林広葉樹林広葉樹林広葉樹林のののの
整備整備整備整備（（（（除伐除伐除伐除伐などなどなどなど））））

４５４５４５４５人人人人

白山市白山市白山市白山市 ブナブナブナブナ林整備林整備林整備林整備（（（（除伐除伐除伐除伐などなどなどなど）））） ２２２２２２２２人人人人

金沢市金沢市金沢市金沢市
竹林竹林竹林竹林のののの伐採伐採伐採伐採、、、、クヌギクヌギクヌギクヌギなどなどなどなど
広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの植栽植栽植栽植栽

１３０１３０１３０１３０人人人人

内灘町内灘町内灘町内灘町
ニセアカシアニセアカシアニセアカシアニセアカシア林林林林のののの整備整備整備整備、、、、
カシワカシワカシワカシワなどなどなどなど広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの植栽植栽植栽植栽

２５０２５０２５０２５０人人人人

七尾市七尾市七尾市七尾市
広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの植栽植栽植栽植栽、、、、アテアテアテアテのののの
枝打枝打枝打枝打ちちちち

７１７１７１７１人人人人

輪島市輪島市輪島市輪島市
防風林防風林防風林防風林のののの整備整備整備整備、、、、広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの
植栽植栽植栽植栽

７０７０７０７０人人人人

計計計計 ５８８５８８５８８５８８人人人人

クヌギを植栽（金沢市）

カシワを植栽（内灘町）

○○○○いしかわのいしかわのいしかわのいしかわの森森森森づくりづくりづくりづくり推進月間事業推進月間事業推進月間事業推進月間事業

森の恵みに感謝し、豊かな森を次世代に引き継いでいくため、毎年10月の
推進月間中に県内各地で県民森づくり大会を6カ所で開催



【実績】 平成２１年度：５企業

平成１９年度以降に延べ１８企業２０地区（県有林､市町有林）で実施

平成21年10月 輪島市 平成2１年５月 金沢市

・森づくり活動による社会貢献に意欲的な企業を支援

・県及び市町が企業と森づくりに関する協定を締結し、社員や家族、地元住

民が森づくりに参加

○○○○企業企業企業企業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

○○○○いしかわのいしかわのいしかわのいしかわの森整備活動森整備活動森整備活動森整備活動ＣｏＣｏＣｏＣｏ2吸収量認証吸収量認証吸収量認証吸収量認証

企業などが行う森づくり活動による二酸化炭素吸収量を8団体に対して認証

H21年度 認証実績 （CO2-t）

認証対象者
整備活動
吸収証書

ｻﾎﾟｰﾄ活動
吸収証書

社団法人 石川の森づくり
推進協会

1.4 32.5 

石川フォレストサポーター会 9.9 19.3 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・
ドコモ 北陸支社

1.8 -

NPO法人 能登半島おらっ
ちゃの里山里海

25.9 -

麒麟麦酒 株式会社 19.3 -

加賀白山麓観光ネットワーク
協同組合

15.5 -

のと共栄信用金庫 32.5 -

輪島市林業研究グループ 2.5 -

合計 108.8 51.8 

谷本知事より証書を交付（H22.2.19）

間伐材製の額に納めて交付



平成平成平成平成22年度年度年度年度いしかわいしかわいしかわいしかわ森林環境森林環境森林環境森林環境
基金事業基金事業基金事業基金事業のののの計画計画計画計画

説明資料－２

○○○○環境林整備事業環境林整備事業環境林整備事業環境林整備事業のののの推進推進推進推進 10,900千円

いしかわいしかわいしかわいしかわ森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税によるによるによるによる事業事業事業事業

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

いしかわ森林環境基金事業（ハード）

○○○○環境林整備事業環境林整備事業環境林整備事業環境林整備事業 603,223千円

・2,000haの強度間伐を計画

①市町が作成する整備計画等について定額を補助
②不在村者への案内等

いしかわ森林環境基金事業（ソフト）

○○○○森森森森づくりにづくりにづくりにづくりに対対対対するするするする理解理解理解理解のののの増進増進増進増進 10,100千円

①普及啓発や情報提供の実施
②森林環境功労者の表彰 等

○○○○県民参加県民参加県民参加県民参加のののの森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 18,900千円

①県民森づくり大会等の開催
②自主的な森林整備活動を行う団体等の支援
③子ども達が参加する森林体験活動への支援 等

651,710千円千円千円千円
税 387,660千円
国庫264,050千円

614,123千円千円千円千円 (税 352,823千円) 37,587千円千円千円千円 (税 34,837千円)

１．平成22年度事業計画

○○○○環境林環境林環境林環境林モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査調査調査調査 8,587千円

・森林の機能回復を把握するための調査



間伐実施林と未実施林、目標とする針広混交林での比較

調査を実施

（１）下層植生調査

従来からの調査箇所（40カ所）に

比較対象林（14カ所）を追加

植生回復状況調査植生回復状況調査植生回復状況調査植生回復状況調査

２．本年度の環境林モニタリング調査の概要

：：：：本年度本年度本年度本年度からからからから追加追加追加追加したしたしたした調査地点調査地点調査地点調査地点

（（（（２２２２））））水土保全機能調査水土保全機能調査水土保全機能調査水土保全機能調査

新新新新たにたにたにたに40カカカカ所所所所でででで、、、、人工降雨装置人工降雨装置人工降雨装置人工降雨装置をををを林内林内林内林内にににに設置設置設置設置しししし、、、、森林土壌森林土壌森林土壌森林土壌がががが雨水雨水雨水雨水をををを

吸収吸収吸収吸収するするするする能力能力能力能力をををを測定測定測定測定するとするとするとすると同時同時同時同時にににに、、、、土砂土砂土砂土砂のののの流出量流出量流出量流出量をををを計測計測計測計測しししし、、、、植生植生植生植生のののの回復回復回復回復
にににに伴伴伴伴うううう水土保全機能水土保全機能水土保全機能水土保全機能のののの変化変化変化変化をををを調査調査調査調査。。。。

（写真提供：山口県）

水土保全機能の調査
人工降雨試験模式図

（山口県提供資料をもとに作成）

計量部位



（（（（３３３３））））生物多様性保全機能調査生物多様性保全機能調査生物多様性保全機能調査生物多様性保全機能調査

森林環境森林環境森林環境森林環境のののの指標指標指標指標となるとなるとなるとなる昆虫昆虫昆虫昆虫（（（（18カカカカ所所所所））））やややや鳥類鳥類鳥類鳥類（（（（12カカカカ所所所所））））

のののの種類種類種類種類やややや生息状況生息状況生息状況生息状況のののの調査調査調査調査をををを新新新新たにたにたにたに実施実施実施実施

飛翔性昆虫のトラップ 鳥類の鳴き声の録音装置

これらのこれらのこれらのこれらの調査結果調査結果調査結果調査結果をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、森林森林森林森林のののの公益的機能公益的機能公益的機能公益的機能のののの科学的観点科学的観点科学的観点科学的観点
からのからのからのからの評価評価評価評価をををを実施実施実施実施


