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資料№１

やまぐち森林づくり県民税平成21年度事業実績報告（概要）

１ 平成21年度事業実績 3 剰余金の取り扱い

(1) ハード事業の事業量実績 (1) 剰余金

上記の結果、平成21年度は、税収減収及び事業実施の端数調整等の結果と
平成21年度 5年間の 5年間の 5年間の

して3,215,358円の剰余金を生じた。区分 （単位：円）
整備目標 事業実績 達成率計画 実績

税収減収額（①） 事業費残余額（②） 剰余金（①＋②）

公益森林整備事業 整備面積 660㌶ 652.06㌶ 2,500㌶ 2,516.29㌶ 101㌫ △1,788,046 5,003,404 3,215,358

整備面積 ─ ㌶ ─ ㌶ 438.23㌶
竹繁茂防止緊急 (2) 剰余金の取り扱い

300㌶ 146㌫
対策事業

再生竹除去面積 306㌶ 305.03㌶ 1,187.11㌶ 剰余金については、これまで翌々年度に加算して事業を実施してきたとこ

ろであるが、後述のとおり、本年度はボランティア団体等からの希望が多い
やすらぎの森

整備箇所 3箇所 ３箇所 15箇所 15箇所 100㌫
整備事業 ことから、平成22年度の森林づくり活動支援事業へ充てることとしたい。

魚つき保安林等
整備面積 ２㌶ ２㌶ 10㌶ 10㌶ 100㌫

海岸林整備事業 ４ 実績報告の公表

森林づくり県民税の実績に関する年次報告として、毎年度、「やまぐち森林
(2) 事業費実績

づくりレポートを作成・公表していることから、平成21年度版レポートにつ
事業実施の端数調整等の結果5,003,404円が残余した。 （単位：円） いても上記内容を踏まえ、次のとおり対応することとしたい。

当初予算額（①） 決算見込額（②） 残余額（①－②）
森林づくりレポートの概要

主な報告内容

415,216,000 410,212,596 5,003,404 (1) 森林の果たしている役割
(2) 県民税導入の経緯
(3) 税収額（剰余金等の取り扱いを含む）
(4) 事業実績

2 平成21年度税収実績 (5) 事業の効果（現況報告、経済波及効果、周知率など）

平成21年度の税収実績は412,212,364円で、事業費充当額は当初見込額を

1,788,046円下回った。 （単位：円）

区分 当初予算額（①） 決算見込額（②） 増減額（②－①）

(1)税収額 414,000,000 412,212,364 △1,787,636

(2)平成20年度返還金 1,216,000 1,215,590 △410

(3)=(1)＋ (2)事業費充当額 415,216,000 413,427,954 △1,788,046



(1) 事業対象地の概要

(2) 事業実施箇所
　① 公益森林整備事業地       ② 竹繁茂防止緊急対策事業地
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4.5㌶(2) 草本類が生い茂っている。 (2) 草本類を除去し、下草の影響を受けにくい大苗を植栽する。

(3) シカの食害を受けている。 (3) シカの食害を防止するための資材を用いて植栽する。

① 公益森林整備事業地に
おける広葉樹の植栽

(1) シダ、ササ等が繁茂している。 (1) シダ、ササ等を除去し、シダ等の影響が受けにくい大苗を植栽する。 (1) 林内整理
(2) 広葉樹（郷土樹種）の植栽
 ① 事業地周辺において良好に生育している主な樹種

　
 ② 植栽本数

     広葉樹の生育本数が1,000本以上となるよう植栽する。（0.1㌶で100本植栽）

(3) シカ食害防止用資材の設置

② 竹繁茂防止緊急対策事
業地における広葉樹の植栽

(1) シダ、ササ等が繁茂している。 (1) シダ、ササ等を除去し、シダ等の影響が受けにくい大苗を植栽する。
(1) 林内整理
(2) 広葉樹（郷土樹種）の植栽
 ① 事業地周辺において良好に生育している主な樹種

　
 
② 植栽本数

     広葉樹の生育本数が1,000本以上となるよう植栽する。（0.1㌶で100本植栽）

(3) シカ食害防止用資材の設置

6.0㌶

(2) 事業地周辺に広葉樹林がない。 (2) 事業地に近い広葉樹の樹種を選定し植栽する。

(3) シカの食害を受けている。 (3) シカの食害を防止するための資材を用いて植栽する。

(4) 北向き斜面など局所的地形による照度不足。 (4) ある程度の照度を確保するための整理伐を行い植栽する。

植生の回復が遅れている原因 対応策 事業計画 H22事業量

豊かな森林づくり推進事業の実施計画（案）について

区分

クマイチゴが繁茂し、広葉樹の成育を阻害している。
シカの食害をうけ広葉樹の成育を阻害している。

現地の状況

シダが繁茂し、広葉樹の発生を阻害している。

１ 公益森林整備事業地・竹繁茂防止緊急対策事業地のフォローアップ事業

現地の状況

現地の状況

アラカシ、コナラ、シラカシ、シロダモ、 スダジイ、タブノキ、ネズミモチ、

ヒサカキ、ヤブツバキ、ヤマザクラ、ユズリハ等

アラカシ、コナラ、シラカシ、シロダモ、 スダジイ、タブノキ、ヒサカキ、

ヤブツバキ、ヤマザクラ、ユズリハ等

資料No.2

圏域 所在地 面積（㌶） 植生の回復が遅れている原因

岩国市二鹿 0.1 ・北向き斜面、谷地形

岩国市錦町広瀬 0.1 ・北向き斜面

岩国市美和町日宛 0.1 ・北向き斜面、谷地形

光市大字小周防 0.1 ・北向き斜面、シダ繁茂

周南市大字清尾 0.1 ・北向き斜面、谷地形

周南市大字金峰 0.1 ・北向き斜面、谷地形

田布施町大字麻郷 0.1 ・谷地形

山口

防府
山口市阿東大字徳佐下 0.2 ・北向き斜面、ササ繁茂

宇部市大字芦河内 0.1 ・北向き斜面、事業地周辺に広葉樹林がない

山陽小野田市大字厚狭 0.2 ・北向き斜面、シダ繁茂

下関市菊川町上岡枝 1.6 ・シダ繁茂、シカ食害

下関市豊北町北宇賀 0.2 ・谷地形、シダ繁茂、シカ食害

下関市豊北町北宇賀 0.5 ・谷地形、シダ繁茂、シカ食害

長門市俵山 0.8 ・谷地形、シダ繁茂、シカ食害

長門市深川湯本 0.5 ・谷地形、シダ繁茂、シカ食害

萩市弥富下 1.1 ・谷地形、事業地周辺に広葉樹林がない

萩市川上 0.1 ・北向き斜面、谷地形

6.00

宇部
小野田

計（17箇所）

岩国

下関

長門

萩

周南

圏域 所在地
面積

（㌶）
植生の回復が遅れている原因

岩国 岩国市行波 0.4 ・草本類の繁茂

柳井 柳井市日積 0.3 ・ササの繁茂

周南 光市大字塩田 0.6 ・シダの繁茂

山口

防府
山口市阿東嘉年上 0.7 ・クマイチゴの繁茂

美祢市於福町 0.2 ・草本類の繁茂

美祢市秋芳町 0.6 ・草本類の繁茂

下関市豊北町大字北宇賀 0.6 ・クマイチゴの繁茂、シカの食害

下関市豊田町大字浮石 0.4 ・クマイチゴの繁茂、シカの食害

萩市川上字相原 0.5 ・草本類の繁茂

萩市大字高佐下字宮廻 0.1 ・ササの繁茂

萩市大字紫福字京場 0.1 ・草本類の繁茂

4.50

宇部

小野田

下関

萩

計（11箇所）



(1) 事業対象地の概要

・繁茂竹林の伐採
・再生竹の除去（H23年度～）

2.0㌶

 ① 確実な森林への誘導
　・潮風害に強い郷土樹種やマツクイムシ抵抗性苗木の植栽

 ② コストの縮減
   ・地拵えの縮減、大苗を植栽することにより下刈り作業の省略

1.0㌶

 ① 土壌条件の改良
　・ ヤシャブシ等の肥料木の植栽
 ② 確実な森林への誘導
　・痩せ地や乾燥に強い樹種やマツクイムシ抵抗性苗木の植栽

 ③ 森林の表層崩壊防止機能に着目した樹種選定
　・深根性、浅根性等の樹種を混植・筋状地拵え

2.0㌶

 ① シダやツルなどで覆われ藪化した森林の自然林への誘導
 ② 保健・レクリエーション機能の発揮
　・保健休養機能の高い樹種の植栽・景観整備
　・四季折々の特色ある広葉樹等の植栽 1.0㌶

－ －

(2) 事業実施箇所
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③ 荒廃したアカマツ林の再生対策
・松くい虫被害をうけたアカマツ林で、土壌条件が悪く
シダ類が繁茂するなど天然更新による森林の再生が阻害
されている。（豪雨災害の防止）

○シダ類については、従来の全面刈払による地拵え手法から、シダ類を
筋状に残し雨による表土の流出を防止するとともに、植栽木を乾燥から
守る方法で実施する。
○土壌条件の改良と表層崩壊防止機能に着目した樹種を植栽し災害に強
い森林を育成する。

② 海岸地域における緑化対策
・台風被害や松くい虫被害により樹木が枯損し、シダ類
が繁茂するなど無立木地化している。

○シダ類の繁茂地については、従来の全面刈払による地拵え手法から、
シダ類を筋状に残し防風・防潮帯として活用するとともに風害や潮害に
強い郷土樹種を植栽する。
○海岸線の砂浜の緑化対策については、従来の植栽区域を防風柵で囲む
方法から、単木防風柵の手法を導入し、地元住民や海水浴客等の導線を
確保し、憩いの場としての利用を可能にする方法で植栽する。

① 耕作放棄地における竹繁茂対策 ・耕作放棄地に竹が繁茂し周辺の山へ侵入している。 ○竹の伐採による広葉樹等の自然林への誘導

区分 現地の状況（課題） モデル性 H22事業量事業計画

④ 身近な森と緑を提供する自然公園の再生
対策

・自然公園施設周辺にササやクズが繁茂し、風致景観を
損なうなど公園としての機能が低下している。

○来園者に喜ばれる、魅力ある自然公園の環境整備のための植栽。

○植栽木周辺に県民税で伐採した竹チップを敷設することで、マルチ効
果による下草の成長を抑制し、管理コストの低減を図る。

⑤ 市や町からの提案 － －

２ 地域特性を考慮した本県の独自課題へ対応するモデル事業

植栽樹種；クロマツ、カクレミノ、クスノキ、ヤブツバキ等

植栽本数；1,000～1,500本／㌶

植栽樹種；アカマツ、コナラ、ヤマボウシ、ミツバツツジ、ヤマハギ等

植栽本数；3,000本／㌶

植栽樹種；ヤマザクラ、コブシ、イロハモミジ等

植栽本数；700本／㌶

岩国市美和町北中山

耕作放棄地に竹が繁茂している

潮風害等により広葉樹等が枯損し無立木化している

下松市笠戸

② 海岸地域における緑化対策

① 耕作放棄地における竹繁茂対策 ③ 荒廃したアカマツ林の再生対策

④ 身近な森と緑を提供する自然公園の再生対策

松くい虫被害により無立木地化している

防府市三谷

利用施設（東屋）周辺で、ササやクズが生い茂っている

山口市徳地大原東

現地の状況 現地の状況

樹種ごとの特性（深根型、浅根型等）を活かした混植の実施

季節感のある樹木の植栽

木陰等を提供する樹木の植栽

圏域 所在地 面積（㌶） 事業内容

山口

防府
防府市三谷地区 2.0

・地拵え、抵抗性アカマツと広葉樹の植栽、

低木性肥料木の植栽

2.0計

圏域 所在地 面積（㌶） 事業内容

周南 下松市笠戸 0.7 ・地拵え、抵抗性マツと広葉樹の植栽

宇部

小野田
宇部市大字西岐波 0.3 ・抵抗性マツ植栽、防風垣設置

1.0計（2箇所）

圏域 所在地 面積（㌶） 事業内容

岩国 岩国市美和町北中山 0.1

柳井 周防大島町大字日前 0.6

周南 周南市大字湯野 0.4

山口 山口市仁保上郷 0.2

美祢 美祢市秋芳町大字青景 0.1

下関 下関市豊田町大字杢路子 0.2

長門 長門市日置中 0.2

萩 萩市大字福井下 0.2

2.0計（8箇所）

・繁茂竹林の伐採

・再生竹の除去（Ｈ23年度～）

圏域 所在地 面積（㌶） 事業内容

山口
防府

「長門峡県立自然公園」
山口市徳地大原東
（森林セラピー基地区域内）

1.0 ・景観整備、広葉樹の植栽

1.0計
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標記事業については、当初、予算額500万円で10団体程度を想定して募集

を行いましたが、想定を超える20団体から応募がありました。

各団体の事業内容を審査した結果、①いずれも審査基準に適合し助成対象と

して適当であること、②制度初年度であり県民税の周知や県民の森林づくりへ

の参加意欲を促進する必要があること、また、③予算についても平成21年度

剰余金を活用することで対応できることから、応募のあった20団体すべてを

採択することとしたい。

記

1 予 算 等 単 位 :千 円

申請金額 予算 計 差し引き残金

（A） 当初 H21剰余金 （B） （B）－（A）

8,151 5,000 3,215 8,215 64

参考

1 募集期間

6月8日（火曜日）～7月30日（金曜日）

２ 現地調査、申請者へのヒヤリング

8月16日（月曜日）～8月20日（金曜日）

3 審査基準

審査項目 評価の観点

波及性
幅広い県民の意識の醸成や活動の輪づくりに繋がっているか

また、活動人数等から波及効果が期待できるか

実現性 確実に実現できる能力、実績等があるか

効率性
適正な経費でコスト削減に努めているか

また、整備面積等から事業効果が期待できるか

継続性 単発的な活動でなく、次年度以降も継続される可能性があるか

独自性 地域の実情や特性に応じ、創意工夫がなされているか

資料No.3

2 応募団体一覧

整備 申請
番号 所在地 団体名 事業概要 整備内容 面積 金額

（ha） （千円）

1 柳井市 竹林ボランティア柳井
竹林整備、モデル竹林の管理、都市住民 チェンソー、刈払機、鎌、

0.49 448との交流（タケノコ掘り、竹炭の利用） ヘルメットなど

2 柳井市 シーズ
住民との協働による竹林整備、除間伐 チェンソー、刈払機、替

3.50 407廃校を活用した世代間交流イベント開催 刃など

3 光市
竹林ボランティア 竹林整備、モデル林の管理、タケノコ収 チェンソー、刈払機、鉈、

0.16 425まほろばの会 穫・タケノコ料理体験交流会開催 ヘルメットなど

4 周南市 百笑倶楽部
竹林整備、都市住民との交流（植樹祭の チェンソー、刈払機、鋸、

0.25 500開催、タケノコ掘りや椎茸オーナー制度） 鎌、ヘルメットなど

5 周南市
鼓南なんでも 竹林整備、竹炭・竹酢液づくり、 チェンソー、刈払機など

0.10 240やろう会 地域住民と の交流活動

6 周南市
NPO法人たすけあい 竹林整備、竹材を利用した堆肥づくり、 チェンソー、刈払機、鋸、

0.10 299ねっとワーク 地域交流会の開催 鉈、ヘルメットなど

7 山口市 宇津木の里
森林整備、都市住民との交流（植樹、竹 刈払機、苗木など

0.18 328細工、草木染め）

8 山口市 竹林ボランティア山口
企業との協働による竹林整備 チェンソー、刈払機、鋸、

0.70 400竹楽器づくり、竹細工教室の開催 鉈、ヘルメットなど

9 山口市 宮野竹親会
竹林整備、竹炭づくり、老人会等地元住 チェンソー、刈払機、切

0.70 500民との交流活動 断機など

10 防府市 竹林ボランティア防府
竹林整備、竹材の利用、企業や地元住民 チェンソー、刈払機、鋸、

1.70 500との交流（タケノコ掘り、竹細工教室） 鉈など

11 防府市
真尾自治会 地域住民による広葉樹植樹、小中学生を チェンソー、刈払機、鎌、

0.10 500（被災地域） 対象とした記念植樹、登山道の整備 鍬、苗木など

12 防府市
こぶしの里 牧場内での植樹体験、シイタケ駒打ち体 チェンソー、刈払機、鋸、

0.10 415牧場交遊会 験、 親子ふれあい体験活動 鎌、鉈、苗木など

13 宇部市 竹林ボランティア厚東
竹林整備、登山道の整備、 チェンソー、鋸など

0.30 300小中学生を対象とした竹細工教室

14
山陽小 竹林ボランティア 竹林整備及び木炭・竹炭づくり チェンソー、刈払機、鋸、

2.00 472野田市 平沼田 都市住民との交流活動（タケノコ掘り） 鎌など

15 美祢市
宇部美祢地域の 竹林整備、広葉樹植栽、カブトムシの孵 チェンソー、刈払機、苗

0.06 317里山を守る会 化場づくり、樹木観察会、竹細工教室 木など

16 下関市
きくがわ 竹林整備、竹炭づくり、 チェンソー、鋸、鉈など

0.15 500竹林ボランティア 小中学生を対象とした体験学習

17 下関市 稲見里山の会
都市住民との協働による植樹・間伐、鹿 刈払機、苗木、鋸

0.12 500食害防止ネットの設置、草木染めの体験 など

18 長門市 遊林クラブ
竹林整備、竹炭づくり、都市住民との交 チェンソー、刈払機、鉈、

0.20 400流（燻製づくり、タケノコ料理） 鎌など

19 萩市
萩里山応援隊 県民との協働による竹林整備、竹垣・竹 鋸、替刃、シュロ縄な

2.16 347「こもれび」 細工づくり、竹を生かした市民交流活動 ど

20 萩市 萩竹文化再生塾
竹林整備、遊歩道の整備、竹垣づくり、 チェンソー、刈払機、鋸、

0.30 353タケノコ掘りイベントなど市民交流活動 鎌など

計 8,151

森林づくり活動支援事業の採択について




