ながさき森林環境保 全事業の成果 の検証報告
平成 30年 8月 21日 に開催された「 平成 30年 度 第 1回 ながさき森林環境基金管理運
営委員会」 において、長崎県林政課より、
「 平成 29年 度ながさき森林環境保全事業」の実
績を主と した説明を受け、ながさき森林環境基金管理運営委員会と して、成果の検証を行い
ま したので、以下のとおり報告 します。
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平成 29年 度ながさき森林環境保全事業の実績について

O県 か らの説 明
① 県内の森林整備 の実績
木材の販売収入が見込めない立木を伐採 し、次回の間伐で材の利用を出来るようにする
伐捨間伐 は、22年 度を ピークに減少 しています。その一方で木質バイオマスなど木材需
台まつた 19年 度と比較 して 2.6
要の高まりか ら搬出間伐が増加 し、昨年 29年 度は税が女
倍の 1,776ヘ クタ ールを整備 しま した。現在では搬出間伐を中,Mに 未整備森林の解消
を進めています。
また、搬出間伐 の増加に伴い、木材を搬出するために跡要 となる森林作業道等の開設延
長も順調 に増加 しており、29年 度は 19年 度と比較 して 3.7倍 の 274キ ロメー トルを
開設 しています。

② 未整備森林緊急整備
森林経営計画区以内に存在する手入れ不足の森林を対象 とし、森林経営が可能な状態ヘ
誘導する ことを目的として伐捨間伐に対する補助 を行いました。29年 度は、4‐ 00ヘ クタ
ールの目標に対 し、254ヘ クタールと、63.6パ ーセン トの達成率となり、日標は達成さ
れませんで した。
低質材の需要が増加 していく中、これまで伐捨てられていた間伐材が資源として有効利
用される搬出間伐 により未整備森林の解消が推進されたこともあり、日標を達成できなか
ったものと考えられます。
29年 度からは市町営林も対象としており、◆後も搬出間伐を含めて未整備森林の解消
を進めていきます。
③ 環境保全林緊急整備
森林経営計画区域外の荒廃 した人工林に加え、新たに天然林の整備を事業対象としま し
た。29年 度は、200ヘ クタールの目標に対 し、21.6ヘ クタールの実績と、10,8パ ー
セン トの達成率となり、日標は達成されませんで した。
森林所有者や境界が不明確な森林が事業対象地域に含まれるケースが多くなり、同意等
マ事業ができる森林面積が減少 しています。
が得 られす、年ノ
マに対 して
このため、新たに境界の確定や事業実施の同意を取得する自治体や地元の方′
支援することで、よリー層森林整備が進むよう取組んでまいります。

④ 森林整備作業システム構築事業
森林作業道開設支援に加え、より効率的に森林整備を実施するため、間伐作業で使用す

る高性能林業機械のリース費用の一部を支援 しました。29年 度の作業道開設延長は、
250キ ロメー トルの目標に対 し、226キ ロメー トルの実績と、90.3パ ーセン トの達成
率となりま したが、国庫補助のみで支援する別事業 により 112キ ロメー トルの作業道を
開設出来た ことから、全体としての作業道延長は 338キ ロメー トルとなり、日標を達成
することが出来ま した。※繰越分 64キ ロメー トルを含む。
◆後も、引続き計画的な路網の整備を実施 していきます。
⑤ しまの間伐促進
計画的な森林整備 に伴い発生する間伐材を島外 に出荷するための海上輸送費の一部を
支援 しま した。29年 度は、2,550立 ん メー トルの目標に対 し 1,105立 方 メー トルの実
績 と、43。 3パ ーセン トの達成率とな り、日標は達成され ませんで したが、森林整備面積
は増加 しています。
当初想定より上質材が少なくtコ ス トの面で島外出荷できすに、事業量を伸 ばせなか つ
たことが原因と者え られます。
◆後は出荷材積 の把握精度を向上させるため に、事業者 に対 し技術指導を行うとともに
森林調査を十分行 うよう指導 していきます。

⑥ ふるさとの森林づくり (市 町提案型事業)
ながさき森林環境税の趣旨に即 した地域の独自性と創意工夫による多様な取り組みを
支援するものであり、29年 度は、21件 の目標に対 し、20件 の実績と、95。 2パ ーセン
トの達成率となり、目標は達成されませんで した。
機会があるごとに関係者に説明 し、事業の周知に努め、事業を推進 します。
⑦ ながさ木・ なごみ の街づくり
昨年までふるさとの森林 づく り (市 町提案型)の 中で支援を行 つていたものを事業化 し
たもので、公共性 の高い民間施設の木質化、木製品の導入な どを支援する事業です。29
年度は、 10件 の目標に対 し、4件 の実績と、40パ ーセン トの達成率となり、目標は達
成されませんで した。
開始 1年 目の事業であり、一般県民の認知度不足が実施率の低さにつなが つていると
考えられます。引続き事業の周知に努め、事業を推進 します。

③ ながさき県民参加の森林づくり (制 度型)
森林ボランテイア団体の育成を目的 として、小中高等学校、県内にある緑の少年団、森
29年 度は、2件 の目標に対 し、
林ボランティア登録団体に活動費を支援 していくもので、
7件 の実績となりました。
申請の要件を変更 し、市町単位の活動については、心るさとの森林づくり事業で対応す
るように〒定 していましたが、市町 との協議の中で準備が間合わない案件があることから、
1年 間は移行期間として市町単位の活動についても、ながさき県民参加の森林づくりl布 」
度型)で 対応することにしました。
次年度以降は計画通り2件 になると見込まれます。

O委 員からの質問・ 意見
① 県内の森林整備の実績について
・ 特に意見なし
② 未整備森林緊急整備について
・ 特に意見なし
③ 環境保全林緊急整備について
・ なぜ登記簿で森林所有者が判らないのか。
県)祖 父や父か ら相続 した山林を相続登記 していない方が多く存在 しています。これまでは、

土地所有者が確定している山林から整備してきましたが、所有者不明森林の割合が高まつ
ていることから事業の実施がよリー層厳 しくなつてきています。
④ 森林整備作業システム構築事業について
・特に意見なし
⑤ しまの間伐促進について
・ 特に意見な し
⑥ ふるさとの森林づくり (市 町提案型事業)に ついて
・ 原野などに「 心るさとの森林づくり事業」を利用できるようにならないか。
県)当 事業は農地での事業ができません。農地利活用推進室と連携 し、今までより簡単な手
続きで農地から森林にできるよう取組んでいます。
⑦ ながさ木・ なごみの街づくりについて
・ この事業の対象の製品または施設とは。
県)不 特定多数の方が利用できる施設を対象としています。しか し、癌接室など特定の人 し
か利用できない場所、意匠性が高いものや特殊なものは対象外としています。
県としては、PR効 果が高いところに使 つてもらいたいと者えています。最初に環境税
を実施 した高知県では、空港、コンピニのマガジンラックなど目に付きやすいところに使
っています。事業実施者には PR用 の看板は設置 してもらつていますが、も つと周知が財
要です。
・ どうや った ら「 ながさ木・ なごみの街 づく り事業」を周知できるのか検討 しているのか。
県)様 々なところに、周知 していますが、補助を受ける側だけではなく、本材を販売する会
社などに対 しても積極的に PRし ています。

・ 製品のカタログとかは無いのか。一般県民に紹介するには町要ではないか。
県)県 産材を使つた家具は一般的に流通 していないので、木工職人の育成も課題 となつてい
います。県庁舎内にも県内の木工職人が造つた家具などを PRの ために設置 しましたが、
カタログや試作品を作ることが難 しい状況です。注文製作が多く作品事例が増えていけば、
その事例を集めてカタログを作成 したいと者えています。

・ながさ木・なごみの街づくりなどの取組を、こども未来課の広報を利用 してみたらどうか。
県)検 討いた します。
③ ながさき県民参加の森林づくり (制 度型)
・ 特に意見な し

2.

事業全体 について

・ 森林組合 とその他の林業事業体が環境税 の補助を受ける比率はどうな つているのか。
県)県 では 6万 haの 人工林の整備目標を掲げています。そのうち県・ 市町・ 林業公社が
2万 5千 ha、 残 りの私有林分 3万 5千 haを 森林組合等 により森林整備を実施 してい
ます。このうち国の補助対象となる経営計画の進捗は 1万 7千 ヘクタ ールで、森林組合
以外の林業事業体は 600ヘ クタ ール程度となります。
・ 教育機関を巻き込んでいくと税事業 の周知ができるのではないか。
県)教 育委員会 との打合せでは、子供たちに対するOO育 が多すぎて、学校の先生が困 つて
いるとのことでありま した。どのような取組で浸透するのか検討 しているところです。
・ 長崎新聞社が長崎県在住の方を対象として「 ながさき森林環境税」について独自に調査 し
ま した。税の認知度 について、知らないが 82%。 税の使用法 について、矢□りたいが 82%。
税 についての普及啓発の町要性について 90%の 方が跡要と回答 している。もつと啓発活
動をするべきでは。
県)税 事業を開始 した平成 19年 か ら新間広告など多種 の PRを 行 つてきま した。 10年 が
経過 し、最初の PR効 果が薄れ、認知度が低くな つてきています。新 しい取組みと して、
ヽ
」
学生対象 に実施 し、普及啓発 しています。◆後も認知度向上に努めます。
木育副読本を′
・ 市町 ごとに税の使用金額にばらつきがある。使用 していない市町には、県から使用を促 し
て欲 しい。
県)ほ とんどの市町の林業担当者は、一般の部署から来て 3年 で移動 しますので、そのよう
な担当者 にどう制度を理解 してもらうのかが課題とな つています。そ こで、長崎県林業協
会と合同で、市町、県、関係機関職員の新任者を対象とした林業職員育成研修を実施 し、
担当者の育成を実施 していますとすべての市町で取組んでいただけるよう働きかけてまい
ります。

・全体的に事業が進まなか つたのは何か原因があ つたからではないか。◆日の会議の中で取
組方法など意見もあつた。跡要なところに貴重な税を使 つて欲 しい。
環境保全林緊急整備の広葉樹整備はいいと思いましたが、なかなか進んでいない。例え
ば民間の事業体に任せ られるような、県・ 市発注ではなく、どこかが自発的にやれるよう
な仕組み にしたらどうか。
曽様からいただいた意見や提案については、◆後の税事業に反映できるよう検討
県)委 員のレ
していきます。
・ 長崎新間で、森林環境税の記事を検索 したが、過去 3年 間で 6回 しか記事は無い。話題
があればも つと取上げあげやすい。

県)い ろんなところで森林環境税を使 つた取組みを実施 していますが、ボランテイア団体な
どの事業実施主体の担当者に税で補助を受けていることの意識が低いようです。例えば植
樹祭をや つた事は新間に載つていますが、環境税を使つたとの記載が無いようです。取材
には、取組内容は笞えますが、森林環境税のことには触れていないようですので、PR方
ても検討 していきます。
法につしヽ
・木を伐採 した後の再造林は出来ているのか、はげ山になつていないか。育林の計画性はど
うなつているのか。
県)人 工林では再造林が閉要とな つています。広葉樹の伐採跡地は、通常であれば萌芽更新
するはすですが、鹿に新芽を食べ られています。再造林については、鹿を 百除するネッ ト
に補助金を出していますが、どうしても自己負担があり、全ての箇所で実施されているも
のではありません。ICTを 活用するな ど新 しい技術にも取組んでいきます。
[′

・ 長期的な担い手の育成について、環境税を使つて専門学校の設立はできないのか。
県)長 崎大学に農林関係の学部がありません。林業大学校やアカデミーの新設は費用対効果、
・
管理経費の負担など、新設は難 しく、長期的な担い手の育成は林業行政の課題です。
・ 木製品を消費者 の目線で者える財要がある。効果的に PRを 行うための方法としてカタ ロ
グを作るな ど環境税の使 い道としては者えていく価値 はある。
・森林ボラ ンテ イア支援センタ ー と県民ボランテ ィア支援セ ンタ ーが手を取 り合 つて仕事を
して欲 しい。県民が主体性を持 つて長崎の森林にかかわ つていく。お互いのことを理解 し、
絡みあ つていくともつと仕事が広がつていく。そのためにも、ながさき森林環境税 の認知
度向上 に励んでいただきた い。
マの課題に対応 した事
県)◆ までのながさき森林環境税事業がそうであ ったように、その時プ
業展開を実施 していきます。

3.

国の森林環境税、森林環境譲与税 (仮 称 )に ついて

O県 か らの説明
パ リ協定 における温暖化対策 に取祖 んでいくための森林吸収源対策財源 と して、平成
30年 度の税制改正大綱において、平成 31年 度から国の森林環境税と森林環境譲与税 (仮
称)の 創設が決定 しま した。この税は間伐や人材育成・ 担 い手の確保、木材利用の促進や
普及啓発とその支援に使われることにな つていますが、現在詳 しい内容については、示さ
れておりません。

O委 員からの質間・ 意見
・ 市の事業成果検証はどうするのか。
県)県 は全体を取 りまとめて評価検証する流れ になる見込です。現時点では明確な ものが示
されていません。
平成 30年

10月 23日
ながさき
委 員長

佐藤

