
（５） 波及効果     「ひろしまの森づくり事業」の森林保全活動に誘発され，森林ボランティア活動に取組む団体や企業が増加しました。  【成果】 県内の森林ボランティア団体数が，事業実施前（H１８年度）と比べ４団体増加し，２８団体※1となりました。また，社会貢献として森林保全など「企業の森づくり」活動に参画する企業（法人）が，事業実施前（H１８年度）と比べ５団体増加し，２４団体※2となりました。この取組は，団体や企業の自主的な活動が大半であり，「ひろしまの森づくり事業」をきっかけに森づくりの輪の広がるなどの波及効果が見られました。 【課題】 森林ボランティア団体等の運営基盤は財政的に脆弱であるため，継続的な活動として，今後も参画する企業や団体を増やすためには，財政的・技術的支援や活動フィールドの提供などのコーディネイトが必要になります。  ※1 県内の森林ボランティア団体のネットワーク組織「ひろしま緑づくりインフォメーションセンター」登録団体数 ※2 「ひろしまの森林づくりフォーラム」加入団体数   ○ 森林保全活動加入団体数 （単位：団体）   森林ボランティア団体登録数  企業の森づくり参加団体数 H18 24 （導入前） 19 （導入前） H20 27 23 H21 28 24     （森林保全課調べ）                                                                                                                                「企業の森づくり」森林保全・管理協定調印式 森林ボランティア団体主催の技術講習会 
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森林ボランティア・企業の森参加団体数（累計） 
H18 H20 H21 企業の森づくり森林ボランティア051015

202530団体



６ 県民アンケート   （１） 目 的    「ひろしまの森づくり県民税」は，課税期間が平成２３年度までとなっていることから，４年目である本年度，税の使途や平成２４年度以降のあり方に対する県民の方々の意見を把握し，今後の施策展開に反映させるため，「ひろしまの森づくり県民アンケート」を実施しました。     （２） アンケート調査の概要   ア 調査期間  平成２２年１１月～平成２３年１月   イ 調査地域  広島県全域   ウ 調査対象 
(ア) 無作為抽出 ① 県内に居住する２０歳以上の男女個人 ② 県内に所在する法人    (イ) 抽出           ① 県内在住の森林所有者，森林ボランティア団体，自治組織等住民団体等   ② 県内に所在する森林組合及び市町等 エ 標本数及び回収率 ２，０００（６８．８％） 
(ア) 無作為抽出 １，３００ ① 県内に居住する２０歳以上の男女個人 １，０００人（５９．２％） ② 県内に所在する法人 ３００団体（６１．０％）    (イ) 抽出 ７００     ① 県内在住の森林所有者，森林ボランティア団体，自治組織等住民団体等 ６３８団体（８５．４％）   ② 県内に所在する森林組合，建設業，造園業及び市町等 ６２団体（９０．３％） オ 調査方法  郵送配布―郵送回収  （３） 主な調査結果（無作為抽出分：県民，法人）   ア ひろしまの森づくり県民税の認知度   ひろしまの森づくり県民税の認知度は，県民が 25.4％，法人が 36.1％と全体で約３割程度と，県民に十分知られているとは言えない状況にある。               
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「ひろしまの森づくり県民税」の認知（％）
2.46.6 23.0 29.5 73.3 63.4 1.40.5

凡例県民法人
使いみちまで知っている 知っているが使いみちまでは知らない 知らなかった 無回答「ひろしまの森づくり県民税」の認知度 （％） 



ひろしまの森づくり事業の平成24年度以降の継続について（％）
41.939.3 47.144.3 4.412.0 2.73.91.62.7凡例県民法人

継続すべきである どちらかといえば継続すべきと思う どちらかといえば廃止すべきと思う 廃止すべきである 無回答

「県民税」を継続する場合の適切と思う期間（％）
7.49.2 20.7 27.5 49.3 43.8 18.016.3 4.63.3

凡例県民法人
3年間 5年間 10年間 その他 無回答

イ 平成２４年度以降の継続について 約９割の県民の方と約８割の法人の方が事業の継続に賛同しています。               ウ 制度を継続する場合の税額・税率     約７割の県民，法人の方が現行制度（５００円，現行の５％相当額）以上の支援に賛同しています。                       エ 制度を継続する場合の期間 県民，法人とも７割を超える方が課税期間は５年以上が適当であると回答しています。               

現行の 5％相当額 71.2％ 500 円 48.2％ 800 円  3.4％ 1000 円  15.4％ その他 11.6％ 法 人 県 民 300 円 21.4％ 
金額を引き上げる 2.0％ 金額を引き下げる 14.4％ その他 11.4％ 
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「県民税」について今後力を入れていくべきこと（％）50.145.729.923.720.519.617.715.915.114.17.94.0

0.0 25.0 50.0 75.0放置されたマツや広葉樹などの里山林の整備手入れ不足で荒廃したスギ・ヒノキの人工林（植栽した森林）の整備水資源を蓄える機能など特に公益性が高い地域での森林の整備鳥獣被害防止バッファゾーンの整備竹林が繁茂している森林の整備街に樹木を植えるなどの環境緑化への支援学校や地域住民が行う森林の下草刈り体験や森の観察会など体験活動への支援間伐材の搬出経費助成など林業の振興につながる支援木質バイオマスの利用促進公共施設や学校への間伐材利用（ベンチや天板設置等）個人住宅への県産材使用の支援その他

オ 県民税の使途 荒廃した森林の再生に対する要望が上位を占める中，林業の支援に対する要望も上がっています。                                         14 



 

      

 

 減減減減    少少少少    

 増増増増    加加加加    

７ 次期「ひろしまの森づくり事業」の必要性   森林の持つ公益的機能の維持・発揮に対する県民の期待が高まる一方，木材価格の低迷が長引くなど林業を取巻く環境は，事業導入前に比べ依然厳しい状況にあります。本事業により，このまま計画どおり荒廃した森林の再生に取組んでも，手入れが不十分な人工林５万ｈａが存在するとともに，山村地域の過疎化・高齢化の進行や松くい虫被害の拡大，新たにナラ枯れ被害（※P20参照）の発生等により手入がされていない里山林が増加する可能性があります。この状態を放置すれば森林の公益的機能の維持・発揮に支障をきたし，県民生活にも多大な影響を及ぼすことから，引き続き荒廃した森林の整備が必要であると考えられます。   また，地域のニーズを集約する市町協議会の意見や市町ヒアリング調査の結果，全ての市町が  事業の継続を要望しています。 さらに，平成２２年１１月に実施した，「県民アンケート」の調査結果では，約９割の県民の方と８割を超える企業の方が事業の継続に賛同しています。    本県の森林の現状や，県民ニーズを踏まえると，引き続き「ひろしまの森づくり事業」の継続が必要であると考えられます。  ○ 森林の現況 
 

   増増増増    加加加加    
 

  

  ○ ナラ枯れ被害の発生状況  ・中国地方では，鳥取県や島根県を中心に被害がまん延。  ・本県では，平成１８年度に初めて確認され，県北部で   被害が毎年拡大。  ・平成２２年度に被害本数が大幅に増加。         ナラ枯れ被害本数の推移    （本）  Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 民有林 27 33 235 481 4,799 （森林保全課調べ） 

   導入時の現状と課題（Ｈ19） 施策の方向 手入れがされている森林 ８万 ha  林業の成り立つ 森林   森林の所有と経営の分離を促進し，効率的で持続的な林業事業体に経営を集約 
 
 人工林  （スギ・ヒノキ） １４万 ha 
 ○間伐の遅れ ○放置森林の増加 ○災害等の多発 手入れがされていない森林 ６万 ha 
 
 里山林  （天然林，マツ・広葉樹の人工林）     ３５万 ha 
 ○放置森林の増加 ○松くい虫被害 ○災害等の多発 ○鳥獣被害の拡大 

 
 環境に貢献する 森林  
 森林所有者だけでは維持できない森林は，県民全体で維持 

   手入れがされていない人工林  ５万 ha  里山林 ３５万 hａ ○ナラ枯れの発生 等 

  手入れがされている 人工林        ９万 ha  
依然多く残存 第１期（H19～23） 次 期 

森林の状況 
 低コスト  ５千ｈａ  森づくり  ５千 ha 

 被害箇所 
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８ 次期事業の使途の方向性（案）    これまでの事業の成果や県民アンケートの調査結果，本県の森林・林業の現状を踏まえると，今後とも森林の公益的機能が持続的に維持・発揮できる多様な森林づくりを推進する必要があると考えられます。 このため,現事業の事業内容の見直しや拡充，平成２２年１２月に策定した「2020 広島県農林水産業チャレンジプラン」などに基づく新たな取組を行い,多様な森林の整備と保全を進めることが重要であると思われます。    ● 人工林対策（見直し）   低コスト林業団地内（※P20参照）の長期施業受委託を締結した森林は，「ひろしまの森づくり事業」の対象外としていますが，これらの森林の中にも，森林所有者等の努力だけでは整備が困難な区域があり，森林の公益的機能の低下が懸念されています。 このため，このような森林のうち，１５年以上放置され,初回間伐が行われていない森林等を事業の対象にすることを検討します。また，県民アンケートの結果等から，森林所有者の高齢化に伴い協定締結期間２０年が長いとの意見もあり，本県の現状や他県を事例も参考に協定期間の見直しを検討します。   ● 人工林対策（拡充） 県民アンケートの結果から，水源かん養機能の発揮が強く期待される地域での森林整備に対する要望が高いことを考慮して，人工林対策の事業内容を拡充する，「水源の森」地域（※P20 参照）に対する支援を検討します。  ● 里山林対策（見直し） 沿岸部を中心に松くい虫被害が拡大しており，緊急的な整備が喫緊の課題となっていることから，交付金の配分額の見直しを行い，災害に強い森林へ誘導することを検討します。  ● 里山林対策（拡充） 「ひろしまの森づくり県民税」創設時には見られなかった「ナラ枯れ病」の発生により，ナラ・カシ類への被害の拡大が懸念され，既存施策（国庫補助事業等）の対応だけでは，被害拡散防止が困難なことから，防除に関する対策などを検討します。      ● 普及啓発活動の一層の充実（拡充）    県政世論調査，県民アンケート調査の結果から「ひろしまの森づくり事業」の取組の認知度が十分とは言えない状況にあります。また，市町や県議会から「ひろしまの森づくり事業」の取組みをよりわかりやすくＰＲすべき」との意見も多いことから，県民の皆さんへ取組に関する情報提供や森づくりに関する意識醸成をより一層の強化することを検討します。  ● 多様な主体による森林再生対策（新規） 持続的に森林整備を進めるためには，森林資源の活用も同時に進めることが効果的であることから，間伐材等の効率的な搬出など森林資源の有効活用による低炭素・循環型社会に貢献する取組の支援を検討します。 また,平成２２年１２月に策定した「2020広島県農林水産業チャレンジプラン」に基づき，地域住民や森林ボランティア，企業など多様な主体による森林保全活動を推進するため，里山林を計画的に整備・管理する対策を検討します。         林業林業林業林業のののの成成成成りりりり    立立立立つつつつ森林森林森林森林    環境環境環境環境にににに貢献貢献貢献貢献    するするするする森林森林森林森林        多様多様多様多様なななな森林森林森林森林のののの    整備整備整備整備とととと保全保全保全保全    【【【【見直見直見直見直しししし案案案案】】】】    ○○○○長期施業受委託長期施業受委託長期施業受委託長期施業受委託地地地地内初回間伐内初回間伐内初回間伐内初回間伐    ○○○○交付金配分交付金配分交付金配分交付金配分のののの見直見直見直見直しししし    ○○○○ナラナラナラナラ枯枯枯枯れれれれ病等森林病害虫対策病等森林病害虫対策病等森林病害虫対策病等森林病害虫対策    ○○○○広報強化広報強化広報強化広報強化        ○○○○多様多様多様多様なななな主体主体主体主体によるによるによるによる森林再生対策森林再生対策森林再生対策森林再生対策    等等等等        
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ひろしまのひろしまのひろしまのひろしまの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業    



 使途の方向性イメージ（案）  現行 ひろしまの森づくり事業  次期 ひろしまの森づくり事業                〇人工林の健全化（間伐：伐採率 30％） 〇針広混林化（間伐：伐採率 40％） 〇被害木の処理 等  ・低コスト林業団地内長期施業受委託箇所除く ・協定締結期間２０年   
   自然災害や地球温暖防止，水源かん養など，環境に貢献する人工林の整備  ・低ｺｽﾄ林業団地内長期施業受委託箇所での実施を検討 ・水源の森地域内での森林整備の実施を検討 ・協定締結期間の見直しを検討         〇里山林の整備（放置森林整備・松くい虫被害跡地整備・竹林繁茂防止等）  〇森林ボランティア活動支援  〇森林・林業体験活動支援  〇公共施設への県産間伐材の利用促進 等  ・沿岸部を中心に松くい虫被害が蔓延 ・ナラ枯れ病の発生 ・協定締結期間２０年 ・目標値未設定 

    地域ニーズや実情に応じた事業が実施できるよう市町へ一括交付金を交付し，里山林を手入れ  ・交付金の配分額の見直しを検討 ・森林病害虫対策の検討 ・協定締結期間の見直しを検討      〇県民に対する森林・林業に関する意識啓発  〇県産材を使用した住宅助成による県産材普及  ・県民税の認知度が３割程度 ・９割の県民,８割の企業が事業継続に賛同  
   森林の役割や機能の重要性等を啓発するほか,事業の取組を広く周知し,森づくりの理解を促進  ・取組に関する普及啓発活動の強化を検討    
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人工林対策人工林対策人工林対策人工林対策    （補助金事業） 
【目標 ５,０００ha】 

【新たに目標を設定】 
（交付金事業） 【森林の現況を踏まえ目標値を設定】 

【県民ニーズや森林環境等の把握・調査】 
（県実施事業） 

人工林対策人工林対策人工林対策人工林対策    

里山林対策里山林対策里山林対策里山林対策    里山林対策里山林対策里山林対策里山林対策    

県民意識県民意識県民意識県民意識のののの醸成醸成醸成醸成    県民意識県民意識県民意識県民意識のののの醸成醸成醸成醸成    
   ◎森林資源の活用による低炭素・循環型社会に貢献する取組への支援を検討  ◎「2020 広島県農林水産業チャレンジプラン」に 基づく里山林を整備・管理する対策を検討 
 

新 規 多様多様多様多様なななな主体主体主体主体によるによるによるによる森林再生対策森林再生対策森林再生対策森林再生対策    



９ 次期税制度のあり方     手入が不十分な人工林５万ｈａ，手入れがされていない里山林の解消に向けた取組に充てる財源を確保するためには，現行と同様以上の課税負担額・課税期間が必要です。    平成２２年１１月に実施した県民アンケートにおいて，平成２４年以降も本県民税制度を継続する場合の負担額（率）を調査したところ，約７割の県民，法人の方々が現行制度（５００円，均等割りの５％）以上の支援に賛同しており，その期間についても，県民，法人とも７割を超える方が５年以上と回答しています。    ただし,県として安易に県民税等の増税による政策課題解決の道を選択することがないよう肝に銘じた上で，本制度が，県民の理解と協力がない限り成立するものでないことを踏まえ，納税者である県民，法人の意向を最大限尊重し，引き続き現行の制度を基本とすることを考えています。    なお，中国地方では全県が森づくり県民税（独自課税）を導入しており,本県を除く４県が２期目へ継続し，４県とも県民税均等割超過課税方式で，年間個人５００円，法人均等割額の５％相当額，５年間の課税期間になっています。     長期的な木材価格の低迷や後継者不足など依然と厳しい環境にあり，手入れがされていない森林が多く存在する本県の森林・林業の現状や「県民アンケート調査」の結果を鑑みると，現在と同一制度で実施することが望ましいと考えます。 （１） 課税方式：県民税均等割超過税方式 （２） 税額（率）：個人５００円，法人均等割額の５％相当額 （３） 課税期間：５年間   中国地方他県の森づくり県民税（独自課税）の状況 導入時期 年間税額（率） 県 名 税の名称 第 1 期 第 2 期 課税方式 個人 法人 期 間 岡山県 おかやま森づくり県民税      H16.4 H21.4 県民税均等割超過課税方式 ５００円 均等割額の５％ ５年 鳥取県 森林環境保全税 H17.4 H20.4 県民税均等割超過課税方式 ５００円 均等割額の５％ ５年 島根県 島根県水と緑の森づくり税 H17.4 H22.4 県民税均等割超過課税方式 ５００円 均等割額の５％ ５年 山口県 やまぐち森林づくり県民税 H17.4 H22.4 県民税均等割超過課税方式 ５００円 均等割額の５％ ５年 注：鳥取県の第１期目の課税期間は３年       
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１０ 今後のスケジュール  「ひろしまの森づくり事業」の第１期の『計画』として，平成１８年に「ひろしまの森づくり県民税」導入についての検討会や庁内ワーキングを開催し，推進方針の策定，県民シンポジウムの開催，パブリックコメントの募集などを行い，平成１９年度から，「人工林対策」，「里山林対策」，「県民意識の醸成対策」を『実施』しています。  中途での事業『点検』としては，平成２１年度から事業関係者からなる「ひろしまの森づくり事業検討会議」を開催し，現状の把握，課題・問題点の抽出，事業成果の取りまとめや「県民アンケート調査」を行っているところです。  最終年度の平成２３年度には，第三者からなる「ひろしまの森づくり県民税事業評価委員会【仮称】」による事業検証，パブリックコメントによる県民意見の把握，県議会での議論などを反映し，環境税等今後の国の動向を注視しながら，制度の『見直し』を含め，平成２４年以降の取組みを検討する予定としています。                                 

●検討会 ●庁内ＷＳ ●推進方針 ●ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ●ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

●人工林対策 ●里山林対策 ●県民意識の醸成 

●実績と成果  

   とりまとめ ●県民アンケート  ●事業検証事業検証事業検証事業検証 

 ●ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ    ●新推進方針策定新推進方針策定新推進方針策定新推進方針策定    

次次 次次
 

 
 

 
 

 
 

 
期期 期期

 
 

H24～ 
●県産材消費拡大 （Ｈ21～23） 

計画計画計画計画 実施実施実施実施 点検点検点検点検 見直見直見直見直しししし H19～ H22 H23 ●事業評価委 員会開催開催開催開催 

 ●事業検討会議事業検討会議事業検討会議事業検討会議    （Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ21～～～～22）））） 
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― 参考資料 ― 

 

用語解説（補足説明） 

 

 頁 語 句 説 明 1  森林の有する公益的機能 森林が有している様々な機能の総称。これまでは，山地保全機能，水源かん養機能，保健休養機能などが挙げられていたが，近年は二酸化炭素の吸収・貯蔵や生物の多様性を保全する機能も注目を集めている。 15 ナラ枯れ被害 カシノナガキクイムシ（カシナガ）が媒介するナラ菌により，ミズナラ等が集団的に枯死する病害虫被害。 
16 低コスト林業団地 林業生産の効率化と林業経営の安定化を目的として，作業道の整備や高性能林業機械の導入による施業の集約化，施業の効率化等の推進により，森林組合や中・大規模林家が森林所有者から長期に施業を受託すること等で団地化した森林のこと。 16 「水源の森」地域 河川上流域の森林で特に水源かん養機能を発揮させる必要のある森林をいい，（財）広島県農林振興センターが指定している「水源の森」を含む。    
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ひろしまのひろしまのひろしまのひろしまの森森森森づくりづくりづくりづくり事業検討会議検討項目事業検討会議検討項目事業検討会議検討項目事業検討会議検討項目    

 
 区 分 時 期 検 討 項 目 第１回 H21.9.11 ・事業概要説明 ・課題，問題点の抽出等意見交換 

第２回 H21.11.13 ・県独自課税事業他県調査結果 ・県民アンケート説明 ・事業推進上の課題・問題点の抽出 ・事業の実績と成果項目の検討 
第３回 H22.3.19 ・平成２２年度ひろしまの森づくり事業予算 ・ひろしまの森づくり事業の実績と成果の評価手法の検討 ・平成２２年度検討会議運営の検討 
第４回 H22.7.27 ・平成２１年度事業実績 ・市町ヒアリングの結果 ・県民アンケートの内容 ・事業実績と成果について（骨子） ・第２期独自課税（森づくり税）事業継続県の状況 第５回 H23.1.26 ・2020広島県農林水産業チャレンジプラン（概要版）について ・ひろしまの森づくり県民アンケート結果（速報） ・ひろしまの森づくり事業（県民税）の実績と成果について  
第６回 H23.3.16  ・ひろしまの森づくり事業検討会議の報告書について ・ひろしまの森づくり事業の広報（普及啓発）について  
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ひろしまの森づくり事業検討会議名簿 

    
    氏   名 役  職  等  分 野 等 島 津 邦 弘 比治山大学現代文化学部教授 学識経験者 丸 子 祥 乃 株式会社エディオンＷＥＳＴ 社長室広報担当 企業（納税者・法人） 岡 村 信 秀 広島県生活協同組合連合会専務理事 消費者団体（納税者・個人） 佐 藤 義 則 広島県東部森林組合代表理事組合長 森林・林業関係者（施業関係者） 加 計 正 弘 広島県林業経営者協会会長 委員長  森林所有者（人工林関係） 箕 田 英 紀 三次市酒屋地区連合会会長 地域住民代表（里山林関係） 畝 崎 辰 登 ひろしま人と樹の会事務局長 森林ボランティア 近 永 義 和 安芸高田市農林水産課長 市（市長会から推薦） 沖 段 琢 磨 安芸太田町産業振興課長 町（町村会から推薦）                                                   
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ひろしまの森づくり事業の取組概要（Ｈ１９～２１年度） 

 

                                     
 

 

里里里里    山山山山    林林林林    対対対対    策策策策    Ｈ１９～２１年度   【２３市町】 事業費： １，１4１，7８5 千円 ○ 里山林整備  1，１２７ha マツダスタジアム  490個分 ○ 県民参加の森づくり 延べ４０,０００人，249件 ○ 間伐材の有効活用 ３87ｍ3 マツや広葉樹などの里山林の手入れを行い，元気できれいな森へと再生しました。また，公共施設への間伐材利用や森林ボランティア活動，森林・林業体験活動などを支援し，平成２１年度までの３年間に約４万人の県民の皆さんが森づくり活動へ参加しました。  県民意識県民意識県民意識県民意識のののの醸成醸成醸成醸成    Ｈ１９～２１年度 事業費： 33，000 千円 
イベントでのＰＲやテレビＣＭ，ラジオ番組，新聞広告などで事業内容を幅広く情報発信したほか，森の大切さを学ぶための体験学習やシンポジウムを開催し，県民の皆さんに森林・林業に関する普及啓発を行いました。  
 

長年手入がされないまま放置されてきたスギ・ヒノキのなど人工林は，木が過密状態となり日光が当たらず森の働きが弱くなっています。これらを適度に間伐することにより，下草が生える元気な森林へと再生しました。 
Ｈ１９～２１年度   【１７市町】 事業費： １，１３１，８３８千円 ○ 人工林整備  ３，０８１ha マツダスタジアム 1，３４０個分 
人人人人    工工工工    林林林林    対対対対    策策策策    

整備前 整備後 

整備前 整備後 
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