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○ はじめに

緑豊かな森林は、木材やきのこなどの林産物を供給するほか、清浄な水や空気を育

み、災害から県民の生命や財産を守るなど、県民生活に欠くことができない重要な存

在です。

また、世界中で関心が高まっている持続可能な開発目標（SDGｓ）の目標１５「陸

の豊かさも守ろう」等の達成に寄与する森林の公益的機能の発揮に期待が向けれれて

いるところです。

しかしながら、農山村地域の過疎化や高齢化の進行による担い手の減少、林業の採

算性の悪化などにより、これまでのように森林所有者だけでは森林を守り続けること

が難しくなってきています。

そこで緑豊かな森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくために、森林の公益的機

能による恵みを享受している県民の皆様には、ながさき森林環境税という形で森林づ

くりにご協力いただいております。

これまでこの税を活用し、「環境重視」と「県民参加」の視点に立ち、手入れが遅

れ荒廃した森林の整備を行うとともに、森林ボランティア活動への支援や情報発信を

行うことで、森林に対する県民の理解を深め、森林を守り育てる意識の醸成を図って

きたところです。

森林整備をより一層推進し、森林の持つ公益的機能を発揮させ、これからも森林か

らの恩恵を享受していくためには、切れ目ない取組が必要です。そのためにも森林を

社会全体で支える仕組であるながさき森林環境税は必要不可欠なものとなっていま

す。

本冊子は、令和元年度のながさき森林環境税を活用した施策への取組実績について

取りまとめたものです。ぜひご一読いただきますとともに、今後もながさき森林環境

税へのご理解と森林保全活動へのご協力をお願いいたします。

           令和３年２月

                       長崎県農林部林政課長 内田 陽二
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１．令和元年度ながさき森林環境保全事業の実績

ながさき森林環境税を活用した「令和元年度ながさき森林環境保全事業」の実績概要は以下のと

おりです。

(1) 令和元年度事業全体の実績

※R 元年度（繰越）は見込。

基金積立

（円）

（円）

（円）

（円）

事業実績

H30年度(繰越) R元年度(合計） R元年度内 R元年度(繰越)

（ｈａ） 10 154 154

（円） 401,024 40,679,904 40,679,904

（ｈａ） 60 60

（円） 72,405,720 72,405,720

（ｍ） 11,124 361,384 258,384 103,000

（円） 2,698,658 229,320,096 157,977,375 71,342,721

　 件 7 7

（円） 12,964,200 12,964,200

（ｍ
３

） 2,008 2,008

（円） 4,010,000 4,010,000

件 22 22

（円） 32,848,000 32,848,000

件 1 1

（円） 2,000,000 2,000,000

件 3 3

（円） 2,326,000 2,326,000

30,225,493 30,225,493

（円） 3,099,682 426,779,413 355,436,692 71,342,721

事　業　名

積立額

うち運用益

取崩額

基金残高

712,247,759

96,945

426,779,413

285,468,346

４．しまの間伐促進
材　積

税補助金額

１．未整備森林緊急整備
面　積

税補助金額

２．環境保全林緊急整備
面　積

税補助金額

３．森林整備作業システム 延　長

税補助金額

実施件数

税補助金額

（作業道）

（リース）

５．ふるさとの森林づくり
実施件数

税補助金額

６．ながさ木・なごみ
      の街づくり

実施件数

税補助金額

合計 税補助金額

７．ながさき県民参加の森
      林づくり（制度型）

実施件数

税補助金額

８．その他経費
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(2)令和元年度事業の市町別実績

  令和元年度 ながさき森林環境税活用額の市町別実績
 (単位：円）

長崎市 1,369,184 20,202,600 1,516,653 14,815,566 6,366,000 44,270,003

佐世保市 207,324 301,934 8,465,600 11,596,735 983,000 21,554,593

島原市

諫早市 124,435 9,363,191 935,000 2,000,000 12,422,626

大村市 709,033 4,699,200 5,551,428 1,053,000 12,012,661

平戸市 531,998 6,028,618 6,560,616

松浦市 1,404,680 3,133,900 268,544 6,274,000 11,081,124

対馬市 396,452 76,623,348 1,028,000 78,047,800

壱岐市 300,188 12,614,800 1,075,000 13,989,988

五島市 8,369,900 12,025,681 1,680,000 2,593,000 24,668,581

西海市 4,748,537 968,413 10,511,850 16,228,800

雲仙市 193,700 989,660 2,721,343 213,592 4,118,295

南島原市 3,849,377 4,168,465 8,017,842

長与町 8,349,000 209,000 8,558,000

時津町

東彼杵町 3,662,062 1,634,722 5,296,784

川棚町 189,359 2,185,318 272,000 2,646,677

波佐見町 4,114,889 1,131,594 5,246,483

小値賀町 10,586,000 10,586,000

佐々町 349,761 349,761

新上五島町 21,837,493 1,722,554 2,330,000 1,474,000 27,364,047

県下全域 2,326,000 2,326,000

その他 12,964,200 30,225,493 43,189,693

合計 401,024 40,679,904 72,405,720 2,698,658 170,941,575 4,010,000 32,848,000 2,000,000 2,326,000 30,225,493 358,536,374

※　R元繰越を除く。

※　森林整備作業システムのその他はリース事業であり、市町毎に分類していない。

※　その他経費とは事務経費等であり、外部団体に委託した委託料を含む。

税活用額区分
未整備森林
緊急整備

環境保全林
緊急整備

森林整備作
業システム
(作業道）

しまの
間伐促進

ふるさとの
森林づくり

未整備森林
緊急整備
(H30繰)

未整備森林
緊急整備
(H30繰)

ながさ木・な
ごみの街づく

り

県民参加
の森林づくり
（制度型）等

その他経費

-2-



2．令和元年度ながさき森林環境保全事業の個別事業実績

(1) 未整備森林緊急整備事業

これまで森林整備が行われず荒廃した森林の木材は、利用可能な時期を迎えても、細い、

曲がっているなどの理由で販売価格が安くなります。このような森林を整備する際に、森

林所有者の費用負担が発生してしまうため、手入れが行われないまま荒廃してしまいます。

本事業は、人工林を健全な状態にし、経営が可能な森林へと誘導していくために伐捨間

伐に対して一定の支援を行うものです。

令和元年度の実績は目標に対して約 41%と低調ですが、これは支援対象としている若

い森林が年々減少していること及びこれまで本事業を活用して森林整備が進んでいるこ

とにより、経営が可能な森林が増え、間伐材を活用する搬出間伐が主流となっているため

です。

① 目標に対する進捗【目標値: 事業実施面積】

事業の実施状況

事
業
実
施
前

事
業
実
施
後

● 森林経営計画とは

森林経営計画区域イメージ図

「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、一体的に管理

する区域を取りまとめて、間伐や作業道の計画を策定し、計画に基づいた

効率的な森林整備を行うことで、健全な森林経営と森林の持つ公益的な機

能を十分に発揮させることを目的とした 5ヵ年の計画です。

区 分

計 画 400.00 ha 400.00 ha 400.00 ha 400.00 ha 1,600.00 ha

実 績 254.27 ha 272.11 ha 164.85 ha ha 691.23 ha

達 成 率

※H28繰越分を含む。※H29繰越分を含む。※H30繰越分を含む。

累計

63.6% 68.0% 41.2% 65.8%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度
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② 市町別実績

市町名 箇所数 面積（ha） 事業費（円） 国庫補助金（円） 税負担金額（円）

長崎市 6 9.91 2,470,922 1,101,738 1,369,184

佐世保市 19 3.35 919,037 409,779 509,258

諫早市 1 0.76 224,564 100,129 124,435

大村市 9 2.79 1,279,565 570,532 709,033

平戸市 4 2.30 960,079 428,081 531,998

松浦市 41 5.76 2,534,950 1,130,270 1,404,680

対馬市 3 2.19 715,466 319,014 396,452

壱岐市 9 1.09 541,733 241,545 300,188

西海市 26 17.83 8,582,772 3,834,235 4,748,537

雲仙市 8 11.69 2,135,568 952,208 1,183,360

東彼杵町 10 14.52 6,608,805 2,946,743 3,662,062

川棚町 2 0.74 341,730 152,371 189,359

波佐見町 32 18.16 7,425,992 3,311,103 4,114,889

新上五島町 381 73.76 39,409,214 17,571,721 21,837,493

計 551 164.85 74,150,397 33,069,469 41,080,928

H30繰越を含む。
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(2) 環境保全林緊急整備

まとまった面積が無い森林は森林経営計画が立てられず、国の支援対象になりません。

そのような森林は、森林所有者の自助努力により整備を行う事になりますが、生活環境の

変化や地域の担い手不足等により、森林の整備が進まず、荒廃している現状にあります。

そこで、市町が生活環境の保全上重要であると認め、森林所有者や地元自治会等と維持

管理の協定を結んだ森林について、県が森林整備を実施しています。

しかし、土地所有者や境界の画定が難しく、事業の着手までに日数を要した森林が多く、

目標を達成することができませんでした。

① 目標に対する進捗【目標値: 事業実施面積】

② 市町別実績

イ) 調査

里山林整備事業 事業の実施状況

市町名 地区数 面積（ha） 事業費（円） 税負担金額（円）

壱岐市 1 11.29 382,800 382,800

雲仙市 1 3.07 141,220 141,220

総計 2 14.36 524,020 524,020

事
業
実
施
後

事
業
実
施
前

区 分

計 画 200.00 ha 200.00 ha 200.00 ha 100.00 ha 700.00 ha

実 績 21.62 ha 57.01 ha 60.13 ha ha 138.76 ha

達 成 率

累計

10.8% 30.1% 30.1% 20.4%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度
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ロ) 間伐等整備

市町名 事業区分 地区数 面積（ha） 事業費（円） 税負担金額（円）

長崎市 環境保全林整備 1 9.03 10,882,300 10,882,300

長崎市 里山林整備 1 10.38 9,320,300 9,320,300

佐世保市 環境保全林整備 1 0.30 781,688 781,688

佐世保市 里山林整備 2 4.26 7,683,912 7,683,912

大村市 生活環境保全林整備 1 4,699,200 4,699,200

松浦市 環境保全林整備 1 0.60 587,606 587,606

松浦市 里山林整備 1 2.60 2,546,294 2,546,294

壱岐市 環境保全林整備 1 0.73 794,722 794,722

壱岐市 里山林整備 3 10.25 11,437,278 11,437,278

五島市 環境保全林整備 1 1.90 1,932,298 1,932,298

五島市 里山林整備 1 6.33 6,437,602 6,437,602

雲仙市 里山林整備 1 3.72 2,580,123 2,580,123

南島原市 環境保全林整備 1 2.76 1,914,285 1,914,285

南島原市 里山林整備 1 2.79 1,935,092 1,935,092

長与町 里山林整備 2 4.48 8,349,000 8,349,000

6.00 15.32 16,892,899 16,892,899

12.00 44.81 50,289,601 50,289,601

1.00 4,699,200 4,699,200

19 60.13 71,881,700 71,881,700

環境保全林整備計

里山林整備計

総計

生活環境保全林整備計
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(3) 森林整備作業システム構築事業

イ）木材利用を目的とした森林整備を推進するためには、作業の機械化と機械が通行する作

業道の整備が必要不可欠です。しかし、既存の支援だけでは森林所有者の費用負担が発生

し、森林作業道の整備ができず森林整備が進まない現状があります。

本事業は、森林整備と一体となり行う森林作業道整備を対象に、森林所有者の費用負担

を軽減するため一定の支援を行うものです。

ロ）近年の森林整備においては作業効率や安全性の向上を図るため、高性能林業機械を使用

した作業システムを推進しています。

一方、作業を実施する林業事業体では、高性能林業機械が高額であり、簡単に購入でき

ないことから、本事業では林業作業を機械化し、効率的かつ安全な林業作業を推進するた

めに、高性能林業機械のリースに対する支援をするものです。

令和元年度の実績は目標に対して約 108%と達成しており、森林整備の推進に寄与し

ています。

① 目標に対する進捗【目標値: 事業実施総延長】

② 市町別実績

イ) 作業道開設補助

市町名 路線数 延長（ｍ） 事業費（円） 国庫補助金（円） 税負担金額（円）

長崎市 28 27,848 23,344,592 7,012,373 16,332,219

佐世保市 54 32,134 17,743,233 6,146,498 11,596,735

諫早市 13 28,911 13,486,357 4,123,166 9,363,191

大村市 24 11,171 8,463,579 2,912,151 5,551,428

平戸市 13 9,059 9,667,982 3,639,364 6,028,618

松浦市 2 928 432,700 164,156 268,544

対馬市 75 103,619 131,098,239 54,474,891 76,623,348

五島市 22 11,466 20,968,651 8,942,970 12,025,681

西海市 24 24,906 16,152,308 4,672,045 11,480,263

雲仙市 1 422 385,463 171,871 213,592

南島原市 12 3,641 7,522,697 3,354,232 4,168,465

東彼杵町 2 2,827 2,950,133 1,315,411 1,634,722

川棚町 2 2,913 3,878,218 1,692,900 2,185,318

波佐見町 2 3,542 1,791,002 659,408 1,131,594

佐々町 2 624 613,298 263,537 349,761

新上五島町 10 5,497 2,660,255 937,701 1,722,554

計 286 269,508 261,158,707 100,482,674 160,676,033

H30繰越を含む。

区 分

計 画 250.000 km 250.000 km 250.000 km 250.000 km 1,000.000 km

実 績 225.873 km 265.227 km 269.508 km km 760.608 km

達 成率

※H28繰越分を含む。 ※H29繰越分を含む。 ※H30繰越分を含む。

101.4%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R２年度 累計

90.3% 106.1% 107.8%
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ロ) システム化促進高性能林業機械リース事業

作業道の活用状況

申請者名 機械名 期間（日） 事業費（円） 税負担金額（円）

東彼杵郡森林組合 プロセッサ等（0.45m3以上） 258 3,981,714 1,935,000

真樹フォレスト（株）

グラップル機能付バケット（ウインチ付き）
（0.45m3程度）
グラップル付フォワーダ類（4t以上）

532 5,756,000 2,872,800

雲仙森林組合
グラップル付フォワーダ類（4t以上）＊2
フェラーバンチャー（ウインチ付き）
（0.25m3以上）

216 1,925,812 1,177,200

（株）松尾林業
スイングヤーダ（0.25m3程度以上）
ハーベスタ（0.25m3程度）
グラップル付フォワーダ類（4t以上）

136 3,235,000 1,218,400

平戸市森林組合
プロセッサ等（0.45m3以上）
グラップル付フォワーダ類（4t以上）

205 3,414,917 1,395,400

長崎北部森林組合

プロセッサ等（0.45m3以上）
プロセッサ等（0.25m3程度）
グラップル付フォワーダ類（4t以上）＊3
グラップル機能付バケット（ウインチ付き）
（0.25m3以上）＊4
フェラーバンチャー（ウインチ付き）
（0.25m3以上）
フェラーバンチャー（ウインチ付き）
（0.45ｍ3程度）

752 9,029,765 4,157,300

壱岐市森林組合
フェラーバンチャー（ウインチ付き）
（0.25m3以上）

30 354,183 208,100

合計 2,129 27,697,391 12,964,200
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(４) しまの間伐促進

離島においては、島内だけの木材需要には限りがあり、その需要の範囲では、間伐材

（丸太）の搬出を伴う森林整備が進みません。

本事業では、島内需要に制限されることなく森林整備を進めるため、計画的に推進され

る森林整備に伴って発生する間伐材（丸太）を、島外に出荷するための海上輸送費につい

て、一定の支援をおこなうものです。事業要件として、前年度以上の搬出間伐面積が必須

となっており、島内の森林整備促進に貢献できるようにしています。

達成率は 68.1%と目標を下回っていますが、路網の整備等により搬出間伐面績が増え

間伐材（丸太）の生産量は増加しています。オガコなどの島内需要の増加が要因です。

① 目標に対する進捗【目標値: 事業に係る島外出荷量】

② 市町別実績

※対馬は別事業で対前年比９％増の１３,５４２m3 を島外出荷しています。

区　　分

計 画 2,550 m
3 2,750 m

3 2,950 m
3 3,200 m

3 11,450 m
3

実 績 1,105 m
3 2,600 m

3 2,008 m
3

m
3 5,713 m

3

達 成 率 69.9%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R２年度 累計

43.3% 94.5% 68.1%

島外出荷の状況

市町名 事業体名
搬出間伐

面積（ha）

出荷量

（m
3
）

事業費 税負担金額（円）

新 上 五 島 町 林業公社　　 32.92 1,065 4,318,150 2,130,000

新 上 五 島 町 五島森林組合 47.80 103 333,926 200,000

80.72 1,168 4,652,076 2,330,000

五島市 林業公社 23.89 840 3,184,480 1,680,000

104.61 2,008 7,836,556 4,010,000

新上五島町計

計
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(５) ふるさとの森林づくり

市町等における「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

多様な取組みを支援し、地域の森林づくりや県産材の利用等を促進するものです。

令和元年度は 2２件の取り組みがあり、目標を達成しました。

① 目標に対する進捗【目標値: 取り組み件数(延べ)】

② 市町別実績

区 分

計 画 21 件 21 件 21 件 21 件 84 件

実 績 20 件 28 件 22 件 件 70 件

達 成 率

累計

95.2% 133.3% 104.8% 111.1%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度

№ 市町名 実施区分 事業主体名 事業の名称
事業費
（円）

市町負担
金等（円）

税負担
金額（円）

1 長崎市
公共施設の木
造・木質化

長崎市
公共建築物等木質化推進事業
（学校図書館）

1,899,123 927,123 972,000

2 長崎市
公共施設の木
造・木質化

長崎市
公共建築物等木質化推進事業
（公民館）

476,617 232,617 244,000

3 長崎市
地域林・里山
林整備

長崎市
市民ふれあいの森整備事業（遊
歩道整備）

1,605,000 0 1,605,000

4 長崎市
地域林・里山
林整備

長崎市 森林緩衝帯整備事業 3,076,500 500 3,076,000

5 長崎市
森林のめぐみ
普及・啓発

鶴鳴学園　長崎
女子高等学校

竹林整備から学ぼう 469,662 662 469,000

6 佐世保市
森林のめぐみ
普及・啓発

県産地域未利用材利
活用促進研究会

未利用材製品開発・展示事業 745,450 77,450 668,000

7 佐世保市
森林のめぐみ
普及・啓発

NPO法人　えぼし高
原ホースパーク

古代人の森林生活体験、原生林
観察学習

315,949 949 315,000

8 諫早市
地域林・里山
林整備

諫早市
ツクシシャクナゲの森周辺環境
整備事業

935,000 0 935,000

9 大村市
森林のめぐみ
普及・啓発

大村市 おおむらの森ふれあい事業 389,018 18 389,000

10 大村市
公共施設の木
造・木質化

大村市 新中地区公民館(仮称)建設事業 1,297,000 633,000 664,000

11 松浦市 その他 松浦市 松浦市木育推進計画策定事業 714,292 292 714,000

12 松浦市 その他 松浦市 松浦市ウッドスタート事業 5,560,000 0 5,560,000

13 対馬市
公共施設の木
造・木質化

対馬市
対馬産ヒノキ活用消化栓箱更新
事業

2,018,802 990,802 1,028,000

14 壱岐市
森林のめぐみ
普及・啓発

壱岐市 森林のつどい 579,159 132,159 447,000

15 壱岐市
森林のめぐみ
普及・啓発

壱岐市林業研究
同志会

森林教育と壱岐の間伐材を使用
したものづくり体験

628,440 440 628,000

16 五島市
地域林・里山
林整備

五島市 森林病虫獣の被害防止対策 2,775,600 384,600 2,391,000

17 五島市
森林のめぐみ
普及・啓発

五島市緑化推進
協議会

五島市森林のつどい 439,712 237,712 202,000

18 川棚町
森林のめぐみ
普及・啓発

川棚町 かわたな森林ふれあい事業 272,421 421 272,000

19 長与町
森林のめぐみ
普及・啓発

長与町立長与北
小学校

森林体験学習 209,184 184 209,000

20 小値賀町
地域林・里山
林整備

小値賀町
小値賀ふるさとの森林づくり事
業

12,239,700 4,239,700 8,000,000

21 小値賀町
地域林・里山
林整備

小値賀町
松くい虫防除対策（地上散布）
事業

5,041,505 2,455,505 2,586,000

22 新上五島町
地域林・里山
林整備

新上五島町
つばきの病害虫、寄生植物の駆
除対策

1,477,300 3,300 1,474,000

43,165,434 10,317,434 32,848,000計
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③個別事業の実績

市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

○内容等： ブックトラック　3基、案内表示板　3基、楕円テーブル　1基

1 長崎市 1,899,123 927,123 972,000

公共施設の木造・木質化 公共建築物等木質化推進事業（学校図書館）

2 長崎市

実施区分 事業等の名称

内　　容

地域住民への木材利用促進の意識啓発を図るため、公民館へ市有林の間伐材を活用した
木製品を設置する。

公共施設の木造・木質化 公共建築物等木質化推進事業（公民館）

森林環境税負担額

476,617 232,617 244,000

内　　容

児童及び保護者への木材利用促進の意識啓発を図るため、市立の小中学校へ市有林の間
伐材を活用した木製品を設置する。

○内容等： ブックトラック　13基、楕円テーブル　7基、掲示板　5基

No.

ブックトラック 楕円テーブル

楕円テーブル作成状況

ながさき

森林環境税
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3 長崎市 1,605,000 0 1,605,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

地域林・里山林整備 市民ふれあいの森整備事業（遊歩道整備）

内　　容

利用者が安全で利用しやすい森林レクリエーション活動ができるよう遊歩道の整備を行
う。

○内容等：遊歩道　1,010m（階段工　82基）

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

地域林・里山林整備 森林緩衝帯整備事業

内　　容

市街地周辺の未整備森林は、イノシシの棲み家や通り道になり、被害が増大している。
よって藪の刈払いや間伐を行い、鳥獣を寄せ付けない緩衝帯を整備する。

森林環境税負担額

4 長崎市 3,076,500 500 3,076,000

○内容等：鳴滝地区　A=1.70ha  星取地区　A=0.75ha

整備前 整備後

NO.3遊歩道整備
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5 長崎市 469,662 662 469,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

森林のめぐみ普及・啓発 竹林整備から学ぼう

内　　容

森林保全の重要性についての認識を深めるため、学園内に存在する荒廃した竹林を整備
し、伐採した竹を有効活用する。

○内容等　竹林整備　作業道の整備　竹箸づくり

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

森林のめぐみ普及・啓発 未利用材製品開発・展示事業

内　　容

ユニバーサルデザインを取り入れた新たな木製品の開発・展示を行い、県産材を中心と
した木材の利活用を推進する。

森林環境税負担額

6 佐世保市 745,450 77,450 668,000

○内容等：木製品の開発、展示会の開催、パンフレットの作成

竹箸づくり竹林整備

県産材を使用した座卓 組立て式イス、木製食器
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7 佐世保市 315,949 949 315,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

森林のめぐみ普及・啓発 古代人の森林生活体験、原生林観察学習

内　　容

森林での活動を通して、森林を形成する生態系等を学ぶことで、森林の価値や森林づく
りの重要性について市民の認識と理解を高める。

○内容等：森林の自然観察学習会、古代人の森林での生活体験活動等　参加者67名

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

地域林・里山林整備 ツクシシャクナゲの森周辺環境整備事業

内　　容

ツクシシャクナゲ植生地周辺の雑木類を整備することにより、森林の持つ公益的機能を
高めつつ、地域住民に親しまれる森林としての効果を高める。

森林環境税負担額

8 諫早市 935,000 0 935,000

○内容等：広葉樹林の除伐・枝打　3.0ha

火おこし体験

整備前 整備後

森林の学習

環境整備
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9 大村市 389,018 18 389,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

森林のめぐみ普及・啓発 おおむらの森ふれあい事業

内　　容

小学生を対象に森林とのふれあいや林業体験の場を提供し、森林の公益的機能や森林資
源の循環利用の重要性について認識、理解に寄与するよう啓発を行う。

○内容等：萱瀬スギの見学、イチイガシ天然林見学、林業体験ほか　参加者55名

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

公共施設の木造・木質化 新中地区公民館(仮称)建設事業

内　　容

新設予定の公民館図書室に県産材を利用した木製机・椅子を設置し、温かみのある快適
な空間を創出する。

森林環境税負担額

10 大村市 1,297,000 633,000 664,000

○内容等：テーブル4台、椅子16脚

林業体験

テーブル・椅子
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11 松浦市 714,292 292 714,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

その他 松浦市木育推進計画策定事業

内　　容

市民が木を使うことと森林を守ることがつながっていることを理解してもらうため、木
育に関する事業を行う。

○内容等：松浦市木育推進計画の策定、木育講演会の開催

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

実施区分 事業等の名称

その他 松浦市ウッドスタート事業

内　　容

木を生活の中に取り入れた子育て・子育ち環境を整備し、木の温もりを感じながら豊か
な暮らしを送ることができるようにする取組を実施する。

森林環境税負担額

12 松浦市 5,560,000 0 5,560,000

○内容等：地域木材玩具を使った木育イベント、木育円卓会議

松浦市木育推進計画策定委員会

ツリーイルミネーション 地域木材玩具の使用状況
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13 対馬市 2,018,802 990,802 1,028,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

公共施設の木造・木質化 対馬産ヒノキ活用消化栓箱更新事業

内　　容

対馬市の主要産業である林業の再生施策を展開するため、対馬産ヒノキ材を活用した消
火栓箱を設置し、木材の良さをPRする。

○内容等：消火栓箱　66基設置

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

○内容等：植樹活動、松葉かき、丸太切競争、丸太積み競争　参加者351名

実施区分 事業等の名称

森林のめぐみ普及・啓発 森林のつどい

内　　容

市内各小学生を対象に、森林レクリエーション、育樹・植樹活動をすることにより、森
林の持つ公益的な役割を学習する。

森林環境税負担額

14 壱岐市 579,159 132,159 447,000

消火栓箱

植樹活動 松葉かき
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○内容等：地上散布　25.23ha

実施区分 事業等の名称

地域林・里山林整備 森林病虫獣の被害防止対策

内　　容

公益的機能の高いマツ林を対象に、松くい虫の防除薬剤を散布し、森林病虫獣被害の蔓
延を防止する。

森林環境税負担額

16 五島市 2,775,600 384,600 2,391,000

森林のめぐみ普及・啓発 森林教育と壱岐の間伐材を使用したものづくり体験

内　　容

児童が森林整備から木材利用までを通して体験することで、森林環境保全の意識の向上
を図る。完成したテーブルは、島内の船着場に設置し、市民に木の良さを周知する。

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

○内容等：間伐体験、木工体験　参加者40名

15 壱岐市 628,440 440 628,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

木工体験間伐体験

地上散布状況
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森林のめぐみ普及・啓発 五島市森林のつどい

内　　容

植樹活動、作業体験、木工体験等を通して木に触れ、森林の機能について知ってもら
い、森林の重要性を認識してもらう。

○内容等：植樹活動、椿油づくり体験、木工体験　参加者120名

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

17 五島市 439,712 237,712 202,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

実施区分 事業等の名称

森林のめぐみ普及・啓発 かわたな森林ふれあい事業

内　　容

森林の役割や多面的機能についての学習会や創作木工など実体験を通して、実際に木に
触れ山の恵みに関心を持ってもらう。

森林環境税負担額

18 川棚町 272,421 421 272,000

○内容等：森林教室、しいたけ種駒打ち、木工教室　参加者76名

植樹活動 椿油作り体験

木工教室森林教室
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19 長与町 209,184 184 209,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

森林のめぐみ普及・啓発 森林体験学習

内　　容

自然と親しむ活動や、オリエンテーリングなどの自然体験を通して、森林のすばらしさ
について理解と関心を高めるとともに、今後の森林保全に対する意識の高揚を図る。

○内容等：森林の植物観察、オリエンテーリング、森林清掃　参加者58名

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

○内容等：枯損木の伐倒・整理　334m3

実施区分 事業等の名称

地域林・里山林整備 小値賀ふるさとの森林づくり事業

内　　容

松毛虫による被害木や枯損木を伐倒処理し、白蟻の発生源除去や倒木による電線の断線
対策を行う。

森林環境税負担額

20 小値賀町 12,239,700 4,239,700 8,000,000

野外炊事フィールドアスレチック

枯損木の伐倒・整理状況

-20-



21 小値賀町 5,041,505 2,455,505 2,586,000

実施区分 事業等の名称

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金 森林環境税負担額

地域林・里山林整備 松くい虫防除対策（地上散布）事業

内　　容

公益的機能の高いマツ林を対象に、松くい虫の防除薬剤を散布し、森林病害虫被害の蔓
延を防止する。

No. 市町名
事業費　（円）

計 市町等負担金

○内容等：地上散布19.56ha

○内容等： 下刈り　Ａ＝0.5ha、除伐・断幹・林内整備　Ａ＝0.8ha、追跡調査

実施区分 事業等の名称

地域林・里山林整備 つばきの病害虫、寄生植物の駆除対策

内　　容

つばきに寄生するヤドリギの被害部分の除去や断幹を実施する。また、過年度に除去し
た箇所を追跡調査する。

森林環境税負担額

22 新上五島町 1,477,300 3,300 1,474,000

ラジコンヘリを使った地上散布

整備前 整備後つばき林整備
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(６) ながさ木・なごみの街づくり

これまで身近な生活用品であった木は、工業技術の発展等により、他の素材に代用され

ており、生活の中で木に触れる機会が減少しています。木の良さを理解し、選んでいただ

くためには、実際に木に触れていただく必要があります。

そこで、多くの県民の皆様が木に触れる機会を創出するため、民間の「ＰＲ効果の高い

スペース」等の木質化及び木製品の整備を支援し、木材の利用促進を取り組んでいきます。

令和元年度は取組み実績が 1 件と昨年度より大幅に減少しました。一方、相談件数は１

３件あり、事業要件を満たせなかったことから申請に至らなかったことが要因です。この

ため令和 2 年度から、事業要件を見直し、教育・保育スペースに広く活用しやすい事業と

しました。

① 目標に対する進捗【目標値: 取り組み件数】

② 実績一覧

区 分

計 画 10 件 10 件 10 件 10 件 40 件

実 績 4 件 7 件 1 件 件 12 件

達成率 40.0%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 累計

40.0% 70.0% 10.0%

木
質
化
写
真

№ 所在地 申請者名 事業内容 事業費
税負担金額

（円）

1 諫早市
特定非営利活動法人
子育て支援サポート
めばえ

保育園の木質化（155.11ｍ2） 5,709,000 2,000,000

計 5,709,000 2,000,000
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(7) ながさき県民参加の森林づくり（制度型）

自立した森林ボランティア団体等を育成していくため、植樹や森林整備を継続して行っ

ていく団体の活動を支援する事業です。

平成 29 年度からは 2 市町以上で広域に活動する団体を対象としています。それ以外

の活動についてはふるさとの森林づくり事業で申請できるようになりました。令和元年度

は 3 団体が活動を実施しています。

① 目標に対する進捗【目標値: 取り組み件数】

② 実績一覧

【参 考】

県では、森林ボランティア活動を行うにあたって支援を受けようとする団体の登録を行ってい

ます。令和２年１０月現在で４２団体が登録されています。登録窓口は「長崎県森林ボランティ

ア支援センター」となっています。

〔長崎県森林ボランティア支援センター〕

〒850-0028 長崎市勝山町 37 番地

長崎勝山 37 ビル 本館 2 階 F 室

TEL095-895-8655・FAX095-895-8656

http://nagasaki-shinrin.com/

受付時間／9 時～1７時４５分（休館日 土・日・祝）

№ 申請者名 事業名 活動地域
補助金額
（円）

参加者数
（人）

１人あたり
単価（円/人）

1
長崎県林業研究グループ
連絡協議会

林業研究グループの活動活性化 県内全域 772,000 136 5,700

2 長崎もり活研究会 2019住宅フェア　親子木工体験 長崎市 239,000 250 1,000

3 長崎県緑の少年団連盟 長崎県緑の少年団交流事業 県内全域 1,315,000 471 2,800

計 2,326,000 857 2,700

区 分

計 画 2 件 2 件 2 件 2 件 8 件

実 績 7 件 3 件 3 件 件 13 件

達成率 216.7%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R２年度 累計

350.0% 150.0% 150.0%
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③個別の実績

活 動 の 名 称 №1

団 体 の 名 称 代 表 者 名

主な活動場所 補 助 金 額  円

活 動 の 目 的

参 加 者 数

R1.8.1～2

R1.9.5

R1.9.5～6

R1.10.28

活 動 の 名 称 №2

団 体 の 名 称 代 表 者 名

主な活動場所 補 助 金 額  円

活 動 の 目 的

参 加 者 数

R1.10.5～6

諫早市 林業研究グループによる高校生の林業就業支援事業

2019住宅フェア　親子木工体験

長崎もり活研究会 会長　高木　信春

木材に関する興味関心を深めてもらうため、住宅フェアで親子木工体験を実施する。

参加者延人数：250人

主な活動実績（日付、場所、具体的な活動内容）

長崎市（県庁） 住宅フェアで専用ブースを開設、親子木工体験

長崎市 239,000

大分県日田市 第59回林業研究グループ九州地区交換研修大会

林業研究グループの活動活性化

長崎県林業研究グループ連絡協議会 会長　尾上　保博

県内全域 772,000

長崎市、大村市 県内林研発表大会、現地研修

大分県日田市 県外研修

県内11の林業研究グループが林業の発展、技術の向上のため、研究を行っており、そ
の成果を九州地区発表大会で発表する。
また、高校生への就業支援として高性能林業機械等の操作体験を実施。

参加者延人数：136人

主な活動実績（日付、場所、具体的な活動内容）

-24-



活 動 の 名 称 №3

団 体 の 名 称 代 表 者 名

主な活動場所 補 助 金 額  円

活 動 の 目 的

参 加 者 数

R1.8.26～27

R1.11.2

R1.11.16

R1.12.7～8

県内の緑の少年団の地域交流集会、全県交流集会を開催し、各少年団の活動発表、森林
教育、森林体験を実施する。

参加者延人数：471人

主な活動実績（日付、場所、具体的な活動内容）

西海市（長崎県立西彼青年の家） 地域交流会：活動発表会、森林体験学習など

諫早市（国立諫早青少年自然の家） 全県交流会：活動発表大会、森林体験学習など

新上五島町(新上五島町立上五島海洋青少年の家） 地域交流会：活動発表会、森林体験学習など

壱岐市（筒城浜ふれあいセンター） 地域交流会：活動発表会、森林クイズなど

長崎県緑の少年団交流事業

長崎県緑の少年団連盟 会長　辻山　保美

県内全域 1,315,000
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３．ながさき森林環境基金管理運営委員会

森林環境税を新たな森林づくりの財源とするため、県の条例に基づき「ながさき森林環境

基金」を設置して管理することとなっていますが、この基金を管理・運営し、公募事業の審

査、各事業の成果の検証などを審査する組織として「ながさき森林環境基金管理運営委員会」

を設置しています。

運営委員会は、森林環境の保全に関して知識と経験を有する各分野の有識者や公募委員で

構成され、現在１４名に委嘱しています。

令和元年度は、前年度の成果検証及び森林環境税を活用した森林整備の状況等の現地視察

など１回の委員会を開催しました。

（１）ながさき森林環境基金管理運営委員会名簿

（２）ながさき森林環境基金管理運営委員会開催状況

役名 氏名 出身団体等の名称・役職

相川一郎 長崎市農林振興課課長

伊東寛高 公認会計士伊東寛高事務所　

奥村公子 公募委員

斧田俊彦 公募委員

加固貴美子 公募委員

齊藤ももこ 一般社団法人daidai代表理事

副委員長 佐藤義高 長崎県森林組合連合会専務理事

委員長 佐藤快信 長崎ウエスレヤン大学学長

竹村美保子 合資会社椿乃代表社員

松尾博之 県民ボランティア活動支援センターセンター長

西村善明 壱岐市林業研究同志会事務局長

宮川弘 県北グリーンクラブ代表

山田繁生 長崎新聞広告部次長兼営業課長

山本了子 日本シェアリングネイチャー指導員

委　員　名　簿

※ 委嘱期間：平成31年４月１日から令和３年3月31日まで

開催年月日 開催場所 内容

令和元年11月15日 ・観光ホテル八千代 ○ながさき森林環境税事業について
・平成30年度ながさき森林環境保全事業の成果検証
・森林環境譲与税の関連状況について
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４．ながさき森林環境税の課税期間延長までの経過

ながさき森林環境税は、５年毎にその在り方を見直すこととなっています。平成 24 年度

の第 2 期開始から５年目を迎えた平成 28 年度に、社会情勢や事業効果等の分析や検証を

行い、県民の皆様のご意見をいただきながら、その在り方の検討を行いました。

その結果、ながさき森林環境税を活用した５年間の取り組みについては、一定の成果があ

ったものの、手入れ不足の森林はいまだ多く存在し、森林所有者の負担のみでは、森林の

整備が進みにくいという社会経済情勢は、森林環境税の創設時と変わりなく、むしろ、より

厳しさを増す現状であり、そういった中で、より一層の森林整備を進めていくため、ながさ

き森林環境税は不可欠であるとして、さらに５年間延長（令和 3 年度まで）することとし

ました。主な検討の状況は、以下のとおりです。

年月日 場所 内容

平成27年10月23日 対馬市交流センター３階
ながさき森林環境基金管理運営委員会に、ながさき森林環境税の見直しに
ついて説明を行う。

平成27年11月6日 出島交流会館11階A・B会議室 長崎県森林審議会に、ながさき森林環境税の見直しについて説明を行う。

平成28年4月22日 出島交流会館11階A・B会議室
ながさき森林環境基金管理運営委員会に、ながさき森林環境税の評価・検
証について報告を行い、意見交換を実施。

平成28年5月10日 諫早市役所高城会館 ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者5１名】

平成28年5月12日 壱岐文化ホール ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者6５名】

平成28年5月13日 島原復興アリーナ ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者６3名】

平成28年5月16日 長崎市立図書館 ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者46名】

平成28年5月19日 新上五島町石油備蓄記念会館 ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者46名】

平成28年5月20日 アルカス佐世保 ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者54名】

平成28年5月23日 五島市福江総合福祉保健センター ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者41名】

平成28年5月24日 対馬市交流センター ながさき森林環境税に関する地域意見交換会　【参加者88名】

平成28年7月8日 長崎県農協会館70２号室
ながさき森林環境基金管理運営委員会にて、評価検証した結果「ながさき
森林環境税に対する意見書」を取りまとめる。

平成28年7月26日 島原振興局別館第1会議室
長崎県森林審議会に、ながさき森林環境税の評価・検証について報告を行
い、意見交換を実施。

平成28年9月28日 -
長崎県議会農水経済委員会に、「ながさき森林環境税についての基本的な
考え（案）」を提示

平成2８年10月７日～
11月7日

- パブリックコメントの実施　【意見数３９件】

平成28年11月9日 長崎県農協会館702号室
ながさき森林環境税に関する市町林務関係担当課長会議にて、次期のあり
方について意見交換を実施。

平成28年12月21日 -
長崎県議会平成2８年１１月定例会にて、ながさき森林環境税条例の一部
を改正する条例が可決。
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５．長崎県森林ボランティア支援センター

県民参加の森林づくりをさらに進めるため、森林ボランティア団体等の連携強化を図り、

新たに森林ボランティア活動に取り組もうとする団体等の相談窓口を運営するとともに、

「森林ボランティア団体の登録」、「ながさき県民参加の森林づくり事業」、及び「企業の

森林づくり推進」の相談窓口としての役割を担う業務を実施しています。

令和元年度長崎県森林ボランティア支援センターの取組

区分 業務 内容

森林ボランティア

支援業務

森林ボランティア登録団体の

傷害保険に関する業務

ボランティア保険の更新

（平成 31 年 2 月 1 日～令和２年 1 月 31 日）

チッパーリースの支援 チッパーリース（3 回）

森林ボランティア団体の連絡

会議開催

令和元年度森林ボランティア団体意見交換会

日 時：令和元年６月１日（土）9：30～12：00

場 所：えきまえいきいき広場第 5 号室

出席者：30 名

内 容：センターが行う支援について、活用できる事業・制度

紹介、意見交換

森林ボランティア技術研修会

の開催

①令和元年度第 1 回技術研修会

『広葉樹林との共生』－森の側から、人の側から―

日 時：令和元年７月６日（土）10：00～15：00

場 所：長崎県民の森 森林館及び竹団地周辺林内

出席者：33 名

内 容：基調講習「広葉樹林－森の側から、人の側から―」

ほか

②令和元年度森林ボランティア団体交流会

日 時：令和元年９月６日（金）13：00～15：00

場 所：いとしま応援プラザ（福岡県糸島市）

参加者：36 名

内 容：講話「荒廃竹林を活用した国産メンマづくり」、メン

マバケツ見学・メンマ試食、意見交換

③令和元年度第 2 回技術研修会

―木を生かすための『伐木・造材』－

日 時：令和元年 9 月 2５日（水）13：00～16：０0

場 所：くろんたふるさと会活動地（諫早市高来町）

出席者：20 名

内 容：道具・造材の説明、選木・伐倒・造材の実習作業ほか

④令和元年度第 3 回技術研修会

無形の恵みを世に送る技術＝インタープリテーション

日 時：令和元年 11 月 17 日（水）9：30～12：30

場 所：ＮＰＯ法人奥雲仙の自然を守る会活動地（遊々の森、

雲仙市国見町）

出席者：49 名

内 容：下刈り・つる伐り、インタープリテーション実習ほか

⑤令和元年度第 4 回技術研修会

森林づくりボランティア in 九電みらいの森

―雲仙普賢岳災害で失われた森林の再生―

【新型コロナウイルス感染症拡大防止の為中止となりました】
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（以下は予定してあった内容）

日 時：令和２年３月７日（土）10：00～12：30

場 所：九電みらいの森（島原市南千本木）

内 容：つる伐り・除伐、ネイチャーゲームほか

ながさき県民参加

の森林づくり支援

業務

ながさき県民参加の森林づくり

活動発表会開催

令和元年度ながさき森林環境税ＰＲイベント

「ふるさとの森フェスタ」

（森林ボランティア団体の活動と森林環境税の PR の為に開

催）

日 時：令和元年 11 月 9 日（日）10：00～15：00

場 所：長崎県民の森 森林館前芝生広場

人 数：510 名

内 容：オープニングセレモニー、森の演奏会、ながさき県

民の森フォトコンテスト表彰式、森の紙芝居、山か

けあがり大会、植樹活動、出展ほか

企業の森林づくり

推進
企業への普及活動

企業からの相談：   21 件

企業への普及活動：  11 件

木育支援業務 木育副読本作成

小学校５年生を対象とした資料やワークブックを活用し、県

内の森林環境保全意識の醸成及び緑の雇用の確保に向けた啓

発を行う。小学校 5 年生の社会科の授業のほか、例えば緑の少

年団等、課外活動での活用も視野に入れ、普及方法も含め検討

する。また、このワークブックの活用等を行い、木育の指導を

行うことが出来る人材育成を行う。

①第１回 「木育」関係外部検討委員会

日 時：令和元年９月 9 日（月）13：30～15：45

場 所：佐世保市労働福祉センター小会議室Ｃ

内 容：事業概要説明、昨年度委員会の整理、ワークブックデ

ザイン案の提示、人材の育成についてほか

②第２回 「木育」関係外部検討委員会

日 時：令和元年 12 月 16 日（月）14：30～16：45

場 所：佐世保市労働福祉センター小会議室Ａ

内 容：ワークブックデザイン案の提示、ワークブック指導書

案の提示と配布について、人材の育成についてほか

③第３回 「木育」関係外部検討委員会

日 時：令和 2 年 2 月 19 日（水）14：30～16：45

場 所：佐世保市労働福祉センター中会議室Ｉ

内 容：修正後ワークブック最終（案）の提示、ワークブック

    （指導書用）の提示、木育指導者人材育成研修（モデ

    ル）案ほか

運営業務

長崎県森林ボランティア支援セ

ンターのホームページ管理

ホームページ更新：87 回

ホームページ閲覧件数：70,558 件

「長崎もり通信」の作成業務
年６回発行（5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月）

配布件数：833 件

-29-



６．ながさき森林環境税の広報活動

令和元年度森林環境税事業について、下記のとおり積極的なＰＲを行いました。

※ 主なＰＲ活動

 ＰＲポスター作成（Ｒ元年５月） ２００枚

 ＰＲポケットティッシュ作成

 県内マックスバリュの県内３店舗にＰＲ用ポスターを掲示

 長崎銀行の県内１１店舗にＰＲ用ポスターを掲示

 ＰＲ団扇を各種イベント等で配付 ２千枚

 県民の森 ふるさと森フェスタでのラジオほかでＰＲ活動

７．課税の方法および基金の運用状況

ながさき森林環境税のしくみは、課税の公平性、徴税コスト

を考慮して県民税均等割額に加算して納めていただく超過課税

方式となっています。

【個人の場合】税  額 …年間 ５００円
       課税期間 …平成 19 年度から令和 3 年度

【法人の場合】税  額 …県民税均等割額の５％相当額
（資本金に応じて１，０００円～４０，０００円）

課税期間…平成 19 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

の間に開始する事業年度等税収額は、ながさき森林

環境基金に積み立て、森林環境の整備・保全や県民

参加の森林づくり事業に活用しています。

ながさき森林環境基金運用状況

第1期 第2期

19～23年度計 24～28年度計 29年度 30年度 R元年度

1,714,529,648 1,926,365,874 390,134,190 391,338,246 392,181,645 4,814,549,603

3,663,732 2,286,474 134,790 115,846 96,945 6,297,787

1,442,021,322 1,940,296,547 297,416,425 422,567,550 426,779,413 4,529,081,257

272,508,326 258,577,653 351,295,418 320,066,114 285,468,346 285,468,346

※次年度に繰越しした不要額を積立額および取崩額から除いて集計している。

基金残高

うち運用益

単位：円

区分 計

積立額

取崩額

第3期
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令和元年度 ながさき森林環境税取組の報告

発行：令和３年２月

問い合わせ：長崎県農林部林政課・森林整備室

            〒850-8570 長崎市尾上町３番１号

         TEL 095-895-2983  FAX 095-895-2596

ながさき森林環境税ホームページ：

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shinrin-ringyo/kankyouzei/

R1.11.9 ふるさとの森フェスタ
森のハンモック

ながさき森林環境税の

HP はこちらから↓
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