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平成１７年度  アクションプラン施策進行管理票 

施策 
番号 2３ 施策名 森林の保全と総合利用 施 策 

コード       

主管 
課名 農林水産部 林務課 関係

課名 資源循環推進課・みどり推進課・漁業資源課・（教）文化財課 

１ 施策の基本的な考え方（最終目的／上位目的） 
森林の持つ水源のかん養、災害の防止、生活環境の保全、二酸化炭素の吸収源、森林浴や野外レクリエーションの場、木

材生産など多面的な役割に着目し、林業・木材産業の活性化はもとより、ＮＰＯ、関係団体等の幅広い県民の主体的参加を

得ながら、循環型社会の実現に向けて、多彩で活力あるちばの森林づくりを推進します。 
 また、森林の再生を図るには森林から生産される木材の利用促進が重要であることから、県産木材の需要拡大や木質バイ

オマスの利活用を促進します。 
更に、森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用して、幅広い分野で森林の活用を進め、県

民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸成し、森の効用を享受できる環境を整備します。 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「施策の基本的な考え方」に対応した指標 

目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分

森林所有者が立てる森づくり計画（森林施

業計画）の認定面積（累計） 

4,588 ﾍｸﾀｰﾙ 

（15年度） 

5,400 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17年度） 

10,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

（21年度） 

6,503 ﾍｸﾀｰﾙ 

(17年度) 
A

里山保全協定の締結（累計） 
22件 

（15年度） 

50件 

（17年度） 

100件 

（20年度） 

55件 

(17年度) 
A

県産木材の利用量 
77千立方メートル

（14年度） 

85千立方メートル 

（17年度） 

115千立方メートル 

（24年度） 

87千立方メートル 

(17年度) 
A

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

健全で活力ある森林づくりを推進するためには、何よりも森林所有者の積極的な意欲と計画性が重

要であるが、昭和55年に比べて木材価格が概ね３分の１以下になった現在では木材生産の採算がと

れない状況となり、森林所有者の森林整備に対する意欲が極端に低下しており、伐採、間伐、造林等

の森林整備を推進して、多彩で活力ある森林づくりを行うことに大きな障害となっています。 

目標の 

達成状況総括 

健全で活力のある森林づくりに向けて、森林の保全及び総合利用推進施策を適切に実行しました。

県の取組みとしては、継続的な森づくりをすすめるために森林所有者の森林施業計画の新たな認定

支援施策を実施し、認定面積の累計目標5,400ヘクタールに対して6,503ヘクタールを達成しました。

また、県独自の里山保全条例による里山保全協定締結の支援をすすめ、年間の目標件数28件に対し

て132％の37件が締結されました。さらに、官民一体となって県産木材の利用推進を進めた結果、県

産木材の利用量が増加し、目標値85,000立方メートルを2,000立方メートル上回る87,000立方メー

トルとなるなど、それぞれ目標値を上回る成果があり施策の効果が顕著となっています。 

その理由として、改正森林法や県独自の条例制定のもとで、森林をとりまく県の地域的な課題に焦

点をあてたサンブスギの再生事業や県産木材の消費拡大施策の展開、県民のニーズに応える里山保全

施策など、県民が森に親しむ県民参加の森づくりを推進してきたことが挙げられます。 

１７年度は全体として施策展開の効果が顕著にあらわれましたが、森林所有者の森林整備に対する

意欲については、総じて低下傾向は変わらず、森林づくりの推進のためより一層の支援施策の強化と

併せて長期にわたる継続的な施策の展開が必要です。 
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２ 施策展開                                      （単位：千円、人） 

施策展開の柱（中位目的） １７年度 
当初予算 

１７年度 
決算 

金額 665,072  

Ⅰ 

木材を生産する森林、水を育み県土を守る森林等、多彩で活力

のある「ちばの森林」づくりを推進するとともに、サンブスギ林

の再生を進めます。 
また、県民一人一人がちばの森林のことを考える県民参加の森

林づくりを推進し、里山の保全・活用の促進を図ります。 
人員 7.1 6.1 

金額
110,868 

うち再掲分 
52,225 

 

Ⅱ 

森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利

用促進やブランド材「サンブスギ」の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然

循環システムの確立を目指します。 人員
3.4 

うち再掲分 
1.8 

3.4 
うち再掲分 

1.8 

金額
328,585 

うち再掲分 
6,944 

 

Ⅲ 

森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機

能を活用して、幅広い分野で森林の利用を進め、県民が森に親し

み、森を守り育てる意識を醸成し、森の効用を享受できる環境を

整備します。 人員
3.4 

うち再掲分 
1.1 

2.2 
うち再掲分 

0.7 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応した指標 

柱 目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分

サンブスギ林再生面積（累計） 
515 ﾍｸﾀｰﾙ 

（15年度） 

646 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17年度） 

1,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

（21年度） 

635 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17年度） 
B

Ⅰ 

間伐実施面積（単年度） 
838 ﾍｸﾀｰﾙ 

（15年度） 

600 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17年度） 

700 ﾍｸﾀｰﾙ 

（19年度） 

672 ﾍｸﾀｰﾙ 

(17年度) 
A

サンブスギ利用材積（素材）（累計） － 

4,500立方メートル 

（17年度） 

20,000立法メートル 

（21年度） 

4,515立方メートル 

(17年度) 
A

Ⅱ 

木質バイオマスの利活用 

（高性能炭化炉による炭化） 
－ 

2,300立方メートル 

（17年度） 

2,300立方メートル 

（18年度） 

1,237立方メートル 

(17年度) 
C

県民の森入園者数 
945千人 

（15年度） 

960千人 

（17年度） 

1,000千人 

（20年度） 

939千人 

(17年度) 
B

Ⅲ 

教育の森利用回数・利用者数 
150回・7,489人 

（15年度） 

180回・10,800人 

（17年度） 

200回・12,000人 

（20年度） 

213回・9,172人 

(17年度) 
B
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３ 施策展開の説明 

これまでの 

取組、課題 

本県での全国植樹祭の開催や里山条例の制定を契機に、県民・ＮＰＯ・ボランティア等との協働によ

り、里山と人との新たな関係の構築、房総の山そのものを博物館とした森林の活用等、森林の総合利用

の推進が図られつつあります。 
また、溝腐病総合対策事業や支援交付金を利用して森林整備が行われ、生産される木材の需要拡大や

木質バイオマスの利活用対策も推進されつつあります。 
しかしながら、木材価格の低迷等から林業の採算性が悪化している中、森林所有者の意欲が極端に減

退していることから、更に森林整備、生産、流通、消費に対して一層の支援を広げて計画的に森林整備

を進め「ちばの森林」を再生することが重要となっています。 
特に、森林から生産される木材が有効に利用し、木材需要を拡大することが、森林所有者の意欲を向

上させて森林再生の道を拓くため重要なこととなっています。 
また、森林は社会全体の共通の財産でもあることから、県民や企業の理解や参加を通じた様々な森林

保全・整備のあり方を普及・啓発して里山を含めた森林整備を推進していく必要があります。 
加えて、健康づくりなどの新たな森林利用の推進や木質バイオマスの利活用を更に推進する必要があ

ります。 

施策のねらい、 

施策展開の方向 

多彩で活力ある森林づくりを推進するため、森林整備を計画的に行う「ちばの森林づくり計画」（森

林施業計画）の策定・認定に対して支援するとともに、ブランド材として全国的に知られている「サン

ブスギ」を千産千消の観点から消費拡大し、併せて生産・流通・加工分野にも支援することにより、溝

腐病等で森林の機能が低下しているサンブスギ林の再生等を森林施業計画と連携させて推進し、また、

間伐等の森林整備事業を実施して多彩で活力あるちばの森林づくりを推進します。 
また、里山条例の定着に向けてNPO等に支援を行い、里山の保全や活用を通じて県民参加の森林づ

くりを推進します。 
更に、多彩で活力ある森林づくりを推進することは、生産された木材を利用促進することと一体的関

係にあることから、「県産材利活用庁内検討協議会」等を組織して、木材利用の拡大策の検討や県施設

等での木材利用を促進することとします。 
また、森林・みどりの持つ教育や健康・癒し、森林レクリェーション等の多様な機能を活用して、「健

康と癒しの森整備事業」や「フィールド・ミュージアムネットワーク事業」等を実施し、幅広い分野で

の森林の利用を進め、県民が森林の効用を享受できる環境を整備します。 

前年度アクショ

ンプランとの主

な違い 

前年度のアクションプランについては、６つの柱により「森林の保全と総合利用」を推進してきたと

ころであるが、森林所有者や林業関係団体及び県民等に対して、重要・重点事項を更に分かりやすく発

信するため、３つの柱にまとめて事業を推進することとします。 

特に、施策の柱ⅠとⅡについては、森林・林業の発展の両輪と考えて一体的かつ有機的に取り組むこ

ととします。 

また、多彩で活力ある森林づくりを推進するためには、地域で生産された木材を地域で消費させるこ

とが重要であることから、戦略プロジェクトである「日本一の農林産物千葉ブランドの確立」の重点事

業である「千産千消ネットワークの構築と千葉ブランドの定着」と連携を取り事業を遂行することとし

ています。 
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（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 
～６月 

・ちばの森林づくり計画支援事業説明会の開催 
・森林整備地域活動の協定締結・地域活動の実施
・里山活動団体の事業実施（通年） 
・里山フェスティバル（５／１８前後）の開催 
・みどりのボランティア研修（通年６回） 
・サンブスギ再生に係る事業内容説明会の開催 
・木づくりセミナー・相談会、アドバイスの実施

（通年） 
・県産材利活用庁内協議会の開催（通年４回） 
・高性能炭化炉実用化研究開発の実施（分析、用
途開発）（通年） 

・生産された炭の新用途のマーケティング（通年）
・フィールド・ミュージアムネットワーク事業の
実施（通年） 
・房総の山のフィールド・ミュージアム推進事業
の実施（通年） 
・健康と癒しの森研究会の開催（通年６回） 
・森林療法プログラムの改良・検証の実施（通年）
・教育の森パンフレット作成 
・県民の森イベントの開催（通年） 

４月 
～６月

・ちばの森林づくり計画支援事業説明会の開催 
・森林整備地域活動の協定締結・地域活動の実施
・里山活動団体の事業実施（通年） 
・里山フェスティバル（５／１８前後）の開催 
・みどりのボランティア研修（通年６回） 
・サンブスギ再生に係る事業内容説明会の開催 
・木づくりセミナー・相談会、アドバイスの実施

（通年） 
・県産材利活用庁内協議会の開催（通年４回） 
・高性能炭化炉実用化研究開発の実施（分析、用
途開発）（通年） 

・生産された炭の新用途のマーケティング（通年）
・千葉フィールド・ミュージアムネットワーク事
業（事業名称変更）の実施（通年） 
・房総の山のフィールド・ミュージアム推進事業
の実施（通年） 
・健康と癒しの森研究会の開催（通年６回） 
・森林療法プログラムの改良・検証の実施（通年）
・教育の森パンフレット作成 
・県民の森イベントの開催（通年） 

７月 
～９月 

・ちばの森林づくり計画策定への支援 
・保安林整備事業、防災林造成事業等の着手 
・造林事業の造林・下刈等現地調査実施 
・県産材利活用促進会議の開催 
・豊かな海と森林を育む協議会の開催 

７月 
～９月

・ちばの森林づくり計画策定事業、要領の策定 
・森林地域活動支援事業により市川市ほか5 市町
で森林現況調査、境界確認、作業道の刈払い等の
地域活動を実施。 
・保安林整備事業、防災林造成事業等の着手 
・造林事業の造林・下刈等現地調査実施 
・県有林の下刈実施 
・県産材利活用促進会議の開催 

10月 
～12月 

・造林事業の造林・下刈等実施 
・みどりのボランティア募集 
・サンブスギ林の再生整備の実施 
・モニター調査（「サンブスギ」の提供） 
・小規模モデル木造施設の設置 
・県産材活用促進会議の開催 
・健康増進プログラムの作成業務委託 
・教育の森研修会の開催 
・豊かな海と森を育む講習会の開催 

10月 
～12月

・林業普及指導員による森林施業計画策定を支援
・造林事業の造林・下刈等実施 
・みどりのボランティア募集 
・サンブスギ林の再生整備の実施 
・モニター調査（「サンブスギ」の提供） 
・小規模モデル木造施設の設置 
・県産材活用促進会議の開催 
・健康増進プログラムの作成業務委託 
・教育の森研修会の開催 

１月 
～３月 

・保安林整備事業、防災林造成事業等の完了 
・サンブスギ林の再生整備の実施 
・モニター調査（「サンブスギ」の提供） 
・県産材製品の提供 
・木質バイオマス事業成果報告会の開催 
・フィールド・ミュージアムネットワーク事業第
１期事業報告書作成 
・豊かな海と森林を育む協議会の開催 

１月 
～３月

・森林地域活動支援事業により市原市ほか7 市町
で森林現況調査、境界確認、作業道の刈払い等の
地域活動を実施。同交付金の交付。 
・県有林造林枝打、保育間伐。造林補助事業実施。
・保安林整備事業、防災林造成事業等の完了 
・サンブスギ林の再生整備の実施 
・モニター調査（「サンブスギ」の提供） 
・県産材製品の提供 
・木質バイオマス事業成果報告会の開催 
・千葉フィールド・ミュージアムネットワーク事
業第１期事業報告書作成 
・豊かな海と森林を育む協議会の開催 

■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

地域展開 

の考え方 

県土の３分の１を占める森林は、県全体に分布していることから、施策展開の３つの柱である多彩で活力あ

る森林づくり、森林を再生するちばの木の利用促進及び森林・みどりの持つ多様な機能の活用とも基本的に県

全域を対象に事業を展開します。 

その中でも、サンブスギ林の再生や木質バイオマスの利活用等、地域の特色を生かすべき事業については、地

域的な取組を視点として施策展開を図ります。 
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４ 施策実施結果 

主な成果 

Ⅰ 「ちばの森林」づくり 
長期的かつ計画的な森林施業の５カ年計画である森林施業計画を新たに3,676ヘクタール認定し、認

定率を2.1パーセント上げることができ、その計画を支援するために交付金を支払い、森林の多面的機

能維持造成が図られました。 

 県が支援する民有林の森林育成・保育面積は、造林 40 ヘクタール、間伐等の保育 329 ヘクタール、

絆の森整備11ヘクタール計380ヘクタールであり、概ね目標を達成しました。 
また、県営林の森林育成・保育面積についても、造林8ヘクタール、間伐等保育343ヘクタールの合

計351ヘクタールであり、概ね目標を達成しました。 
 サンブスギ林再生面積は、635ヘクタールであり、概ね目標を達成しました。 
Ⅱ 県産木材の利用拡大 
官民一体となって県産木材の利用推進を進めた結果、17 年度目標値 85,000 立方メートルを上回る

87,000立方メートルが利用されました。 
県産木材の利用を促進するため、ちばの木による小規模木造モデルの製作・展示を行うとともに、木

材利用団体によるセミナーの開催や家造り相談などの普及活動並びに多方面にわたる促進会議を開催

し、県産材の普及と需要拡大の成果をあげました。 

特にサンブスギ材を住宅建築への利用に提供したことにより、工務店やエンドユーザーへの普及啓発

が図られるとともに、サンブスギの展示会や家具展の開催により、消費者への普及が図られました。 

Ⅲ 森林の総合利用 
 里山活動協定の締結促進を図った結果、累計で55件と目標を大きく上回ることができ、県内各地で里

山の保全、整備、活用が継続的に図られることになりました。 
 みどりのボランティアの登録を促進することにより、登録者を676人（15年度）に対して48人増加

し724人となり、概ね目標を達成しました。 
 県民の森入園者数（年間）は、夏季の猛暑にかかわらず、93万9千人であり、概ね目標を達成し多く

の県民に森林に親しむ場と森林の多様な機能や重要性について理解を深める機会を提供することができ

ました。 
 千葉フィールド・ミュージアム事業により、外部委員を交えた推進員会を 4 回開催し、千葉フィール

ド・ミュージアム事業の基本計画を策定しました。 
  「教育の森」利活用については、パンフレットを作成して関係教育機関に配布した結果、昨年を1,683
人上回る延べ9,172人の利用者があり、森林・林業教育の推進に寄与しました。 
豊かな森・川・海をつくる夷隅川協議会の設置、同協議会を開催しました。 
 
 
 

施 
策 
実 
施 
結 
果 

その他 
特記事項 

Ⅰ「ちばの森林」づくり 
 森林施業計画の策定に関しては、本県ではじめて船橋市の NPO による施業の実施及び施業計画の認

定がされました。 
Ⅱ 県産木材の利用拡大 
 商工労働部との連携による県立高等技術専門学校の授業において、小規模木造モデルの製作を取り上

げたことにより、専門学校生の木工技術の向上や県産木材利用の大切さについて認識を深めてもらうこ

とができました。 
Ⅲ 森林の保全と総合利用 
 巨樹・古木ツアー及びフォーラムは、NPOとの協働事業であり、マスコミにも取り上げられ大きな反

響がありました。 
手入れの行き届かない里山のボランティアによる森林整備を推進するため、また、里山活動協定締結

の促進を図るため、関係団体やボランティアと連携し、協定締結につながる森林所有者の情報の集積と

提供を行う「里山情報バンク」制度の創設を支援しました。 
房総の山のフィールド・ミュージアム事業により、君津市立三島小学校教室博物館を拠点とし、君津

市清和地区の人々をはじめとした多くの県民が博物館の研究員と対話しながら資料収集や調査研究活動

をすることにより、地域の県民や利用者とお互いの間に信頼関係ができました。 
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残された 
課題 

Ⅰ「ちばの森林」づくり 
木材価格の低迷が続いており、これまで森林を守り育ててきた森林所有者等の森林づくりへの意欲が

低下し森林整備が滞っている状況を改善し、県民の安全と健康な生活を守るため、健全で機能の高い森

林整備を進めていく必要があります。 
森林施業計画の認定率が依然として低位であり、森林の計画的な整備を推進していくためには、森林

所有者に対しての情報提供と森林整備の必要性の認識の醸成に取組む必要があります。 
Ⅱ 県産木材の利用拡大 
実際の県産木材の使用事例を身近に見る機会を多くすることが肝要であり、県の発注する工事・建築

等において県産木材の使用に取組む必要があります。 
サンブスギ材のブランド化推進のため、多くの県民にサンブスギ材と接する機会を増やす必要がある

とともに、建築関係者へのブランド材としての規格・性能等を有していることを証明していく必要があ

ります。 
Ⅲ 森林の保全と総合利用 
 森林の利活用の推進を図るためには、県民の森林や里山に対する保全、整備、活用に対する理解と支

援の意識醸成に一層取組んでいく必要があります。 
 また、里山活動団体や地域住民とより近い関係にある市町村の役割が大きいことから、より一層市町

村と協力した事業展開を図る必要があります。 
 「教育の森」利活用等による森林・林業環境教育の推進のため、普及組織の再編により林業普及指導

員が減少した中で、効率的な事業実施と魅力ある施策の展開が必要です。 
 豊かな森・川・海の自然環境の保全意識を高めるためには、漁業者が積極的に夷隅川流域住民に働

きかける機運を醸成する必要があります。 
 県内各地域でフィールド・ミュージアムを展開していくことが課題です。 
 君津市清和地区だけでなく、房総の山という広い範囲に活動を拡大していくことが必要であり、活動

を支える人のネットワークづくりが不可欠です。 
 本県の長大な海岸地域においては、湿地化等により疎林化し機能が低下した海岸保安林が依然として

存在しており、高潮・津波の被害を軽減する機能や飛砂害・潮風害から生活環境を保全する機能が低下

していることから、早急に対策を講じる必要があります。 
 また、近年、集中豪雨による山地災害が多発している中で、多数の山地災害危険地区のうち対策工事

が未着手の箇所も多いことから、対策工事の促進と併せて住民の警戒避難に資する情報の整備や危険地

区の見直しが望まれています。 
方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 
年 
度 
以 
降 
の 
対 
応 

課題への 
対応策 

Ⅰ 「ちばの森林」づくり 
 森林施業計画の認定率を上げるため、森林所有者への情報提供と森林整備等に関する意識調査を行う

とともに、施業計画策定に対する支援を行います。 
 林業の担い手を確保し林業生産性の向上を図るため、森林組合の強化を図るとともに、林業生産基盤

の整備と労働環境の改善に取組みます。 
Ⅱ 県産木材の利用拡大 
 県産木材の利用を促進するため、県庁関係機関や建築関係者との連携や協議を継続して行い、利用拡

大対策を総合的に進めます。また、県民への県産木材の普及・啓発活動等に一層取組んでいきます。 
サンブスギ材のブランド化推進のため、県産木材の利用を促進するため、県民モニター調査及びサン

ブスギ展示会や家具フェアを開催するとともに、サンブスギ材の建築材としての規格・性能に関する試

験を実施します。 
Ⅲ 森林の保全と総合利用 
 千葉県里山条例の理解が広く県民に浸透し、県民が主体となった里山の保全・整備・活用を促進し、

また、森林への理解と支援の機運をさらに高めるため、里山活動協定締結の促進と里山活動団体の支援

を行います。 
 教育の森利活用の一層の推進のため、県機関の一体的な推進はもとより、普及指導員による指導者育

成研修会の開催及び市町村・教育関係者・NPO等との連携強化を進めます。 
森・川・海の環境保全に関する理解を深めるため、親子を対象とした臨海教室や講演会を実施します。

県内各地地域にどのようなフィールド・ミュージアムがあるか情報収集します。 

フィールド・ミュージアムの新たな拠点づくりのために、「山の広場」づくりや既存の県有施設の活用

を検討します。また、「房総の山フィールド・ミュージアム」の推進のため、多様な関係者の情報交換と

協働を目的とした連絡会議を設け、人のネットワークを作ります。 

津波・高潮等の被害軽減等を目的とする海岸保安林の荒廃箇所においては、治山事業の拡充による災

害に強い森林づくりを推進します。また、山地災害危険地区の再点検を実施し、山地防災情報システム

を構築します。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 健全で活力ある森林整備の推進 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名) 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

施策展開 
の柱 Ⅰ 

木材を生産する森林、水を育み県土を守る森林等、多彩で活力のある「ちばの森林」づくりを推

進するとともに、サンブスギ林の再生を進めます。 
また、県民一人一人がちばの森林のことを考える県民参加の森林づくりを推進し、里山の保全・

活用の促進を図ります 

直接の 
事業対象者 

市町村・森林組合 
森林所有者等 

担当
課名

農林水産部林務課 
農林水産部みどり推進課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

木材価格が低迷する中、間伐等の森林施業が十分に行われないなど、森林の有する多面的機能の発揮に支

障をきたす恐れがあり、このことから、計画的な森林整備の推進や森林所有者等の積極的な取組みが重要と

なってきます。 

このため、計画的な森林整備の基礎となる「森林施業計画」（ちばの森林づくり計画）の認定を高めるた

め、森林所有者から森林組合等の林業事業体への長期施業委託の推進を進め、森林組合等の施業受託者が「森

林施業計画」を策定するよう支援を行います。 

また、施業計画認定者と市町村との間で締結する「森林整備地域活動実施協定」を推進し、森林づくりに

欠かせない境界確認や草刈り等の地域活動に対して１ヘクタール当たり１万円の支援を行います。 

更に、「森林施業計画」等に基づく計画的な森林施業を支援するため、民有林での造林や間伐等の森林整

備事業に対し助成し、また、県民参加の森林づくりの基盤整備などを内容とする絆の森整備に助成するとと

もに、県有林の造成整備を推進します。 

 

事業量等 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  森林施業計画の策定に係る支援：１５箇所、１，１２５ヘクタール 
・森林整備地域活動支援事業 
  支援交付金の交付対象面積：７００ヘクタール 
・造林、間伐等の森林整備事業 
  造 林    民有林： ４２ヘクタール  県営林：  ７ヘクタール 
  間伐等保育  民有林：３３１ヘクタール  県営林：３５３ヘクタール 
  絆の森整備  民有林： １６ヘクタール 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  市原市他14市町村 
・森林整備地域活動支援事業 
  市原市，君津市，勝浦市，和田町，大多喜町，富山町 
・造林、間伐等の森林整備事業 

１ 県営林の造成と整備  県下県有林の所在市町村 

２ 造林事業  千葉市ほか４７市町村 

  ３ 絆の森整備事業 和田町 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  県主催の地域説明会等の開催 ５箇所 
  補助金交付要綱等の策定 
  森林施業計画策定の支援 
・森林整備地域活動支援事業 
  協定締結（市町村長と森林所有者等） 

地域活動の実施 
・造林、間伐等の森林整備事業 

県有林の下刈 

造林事業の年度計画作成 

４月 

～６月

・ちばの森林づくり計画支援事業 

 市町村及び県出先担当者を対象とした地域説明

会を県内８箇所で開催 
 県内の森林組合を対象とした説明会を開催  

・森林整備地域活動支援事業 
船橋市で新規に協定締結（市町村長と森林所有

者等）。また、市原市他５市町で交付金による森林

の現況調査，境界確認，作業道の刈り払い等の地

域活動を実施 

・造林、間伐等の森林整備事業 
県有林の下刈 

造林事業の年度計画作成 

７月 

～９月 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  森林施業計画策定の支援 
・森林整備地域活動支援事業 
  地域活動の実施 
・造林、間伐等の森林整備事業 

県有林の下刈、除伐 

造林事業の造林・下刈等現地調査 

７月 

～９月

・ちばの森林づくり計画支援事業 

 補助金交付要綱、実施要領の策定 
 県出先担当者を対象とした調整会議を開催 
・森林整備地域活動支援事業 
市原市他５市町で交付金による森林の現況調

査，境界確認，作業道の刈り払い等の地域活動

を実施 

・造林、間伐等の森林整備事業 
県有林の下刈、除伐 

・ 造林事業の造林・下刈等現地調査 

・  

10月 

～12月 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  森林施業計画策定の支援 
  調整会議の開催 
・森林整備地域活動支援事業 
  地域活動の実施 
・造林、間伐等の森林整備事業 

県有林の造林、除伐、枝打、保育間伐 

造林事業の補助金交付（前期）、造林・間伐・

枝打ち等現地調査 

10月 

～12月

・ちばの森林づくり計画支援事業 

 林業普及指導員が森林施業計画策定を支援 
・森林整備地域活動支援事業 
勝浦市、三芳村で新規に協定締結（市町村長と

森林所有者等）。また、市原市他７市町村で交付

金による森林の現況調査，境界確認，作業道の

刈り払い等の地域活動を実施 

・造林、間伐等の森林整備事業 
県有林の造林、除伐、枝打、保育間伐 

造林事業の補助金交付（前期）、造林・間伐・

枝打ち等現地調査 

 

１月 

～３月 

・ちばの森林づくり計画支援事業 
  森林施業計画策定の支援及び認定 
  調整会議の開催 
  補助金の交付 
・森林整備地域活動支援事業 
  地域活動の実施 
  実施状況調査及び交付金の交付 
・造林、間伐等の森林整備事業 

県有林の造林、枝打、保育間伐 

造林事業の造林・間伐・枝打ち等現地調査、

補助金交付（後期）  

１月 

～３月

・ちばの森林づくり計画支援事業 

 林業普及指導員が森林施業計画策定を支援 
 補助金の交付 
・森林整備地域活動支援事業 
市原市他７市町村で交付金による森林の現況調

査，境界確認，作業道の刈り払い等の地域活動を

実施。また、市原市他７市町で実施状況調査・交

付金の交付 

・造林、間伐等の森林整備事業 
県有林の造林、枝打、保育間伐 

造林事業の造林・間伐・枝打ち等現地調査、

補助金交付（後期）  



 9

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 42,369 87,000 2,500 78,487 210,356 3.2 

１７年度 
決算      2.6 

２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・ ちばの森林づくり計画支援事業により４件1189ヘクタールの森林施業計画が作成されました。 

・ 船橋市、勝浦市、三芳村の計149ヘクタールについて、市町村と森林施業計画の樹立団体とが森林整

備地域活動実施協定を締結し、新たに支援交付金の交付事業体となりました。 

・ 森林整備地域活動支援事業を市原市、船橋市、勝浦市、君津市、和田町、大多喜町、富山町、三芳村

の8市町村で実施して、支援交付金の対象面積は合計611ヘクタールでした。 

・ 造 林   民有林： 40ヘクタール 県営林：  8ヘクタール 

間伐等保育 民有林： 329ヘクタール 県営林： 343ヘクタール 

絆の森整備 民有林： 11ヘクタール 

具体的な 

成果 

・ ちばの森林づくり計画支援事業により、４件 1189 ヘクタールで新規の森林施業計画が作成され、今

後、計画的な森林整備が行われることになりました。 

・ 支援交付金の対象森林611ヘクタールにおいて、間伐等の森林の整備に必要な現況調査，境界確認，

作業道の刈り払い等の地域活動が実施され、森林施業計画の実施条件が整いました。 

・ 造林・保育・間伐を実施することにより、森林の持つ多面的な機能の拡充が図れました 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

・ 三芳村では村担当者・森林組合との連携により、森林所有者の理解を得て、小規模森林を団地化して

森林施業計画の作成や森林整備地域活動支援協定を締結することができました。また、これにより地

域活動の実施や計画的な間伐等の森林整備が実施できました。 
・ 船橋市においては、県の林業普及の働きかけを契機に、市及び森林所有者、市民の連携により新たな

NPO 法人が設立され、これを事業主体とする森林施業計画が樹立され、施業委託計画が締結されま

した。 

・ 森林整備地域活動支援事業の推進は、現況調査，境界確認，作業道の刈り払い等により森林整備の環

境が整えられる結果、森林所有者の意識が向上して、森林施業計画に基づく間伐等の継続的な森林整

備につながることから、本事業は効率的で妥当な施策であるといえます。 

残された 

課題 

・ 小規模な森林所有者が多い本県においては、森林所有者が自ら策定する森林施業計画の認定が全国に

比べて進んでいないことから、間伐等を実施できる森林組合等の林業事業体が森林所有者と長期の森林

施業受委託契約を結び、森林施業計画を策定して計画的な森林整備を推進する必要があります。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

・ 森林組合等の林業事業体が森林所有者と森林施業受委託契約を結び、森林施業計画を策定するように、

「ちばの森林づくり計画支援事業」による森林所有者等への働きかけと補助金による支援を実施すると

ともに、計画策定後においては、本森林整備支援交付金を有効に活用して間伐等の森林整備を計画的に

推進します。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 生活環境を守るための森林の保全と整備の推進 
事業 
コード 

      

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 
施策 
コード 

      

(再掲箇所の 
施策番号) 

 
(再掲箇所 
の施策名) 

 

施策展開 
の柱 

Ⅰ 

木材を生産する森林、水を育み県土を守る森林等、多彩で活力のある「ちばの森林」づくりを推

進するとともに、サンブスギ林の再生を進めます。 
また、県民一人一人がちばの森林のことを考える県民参加の森林づくりを推進し、里山の保全・

活用の促進を図ります 

直接の 
事業対象者 

県民，森林所有者等 
担当
課名

農林水産部 林務課 
所属 
コード 

      

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

森林の持つ多面的機能は、防災や環境の面で県民に多大な恩恵をもたらしており、県自らが公的かつ広域

的に森林を整備することは、多面的機能を持続的に維持する上で大変重要なこととなっています。 

このため，保安林等において、県が森林の造成及び保育等の森林整備事業を推進します。 

特に，海岸における飛砂害や潮害から後背の人家や農地等を守るため，海岸防災林の保全や適正な維持管

理を行うとともに，地元住民や観光客の憩いの場としても整備を推進します。 

また，水源地域においては、森林の有する水源かん養機能を高度に発揮させ水資源の確保と県土の保全に

資するため，荒廃地や荒廃森林等の整備を推進します。 

事業量等 

・保安林整備事業   １７箇所 

・防災林造成事業    ９箇所 

・水源地域整備事業   １箇所 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

・保安林整備事業   １７箇所  

成東町，野栄町，一宮町，蓮沼村，白子町，大原町，鴨川市，和田町，君津市，富津市 

・防災林造成事業    ９箇所  

八日市場市，野栄町，九十九里町，白子町，大原町，館山市，富津市 

・水源地域整備事業   １箇所  

君津市 

地域区分 □県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 ■北総地域 ■東上総地域 ■南房総地域 

 

様式第３号 
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（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

調査・測量・設計 

地元調整，関係機関との連絡調整 

４月 

～６月

調査・測量・設計 

地元調整，関係機関との連絡調整 

７月 

～９月 

工事執行 

工事監督指導 

次年度要望取りまとめ 

７月 

～９月

工事執行 

工事監督指導 

次年度要望取りまとめ 

10月 

～12月 

工事執行 

工事監督指導 

次年度箇所調査，計画書作成 

10月 

～12月

工事執行 

工事監督指導 

次年度箇所調査，計画書作成 

１月 

～３月 

工事完了・検査，引き渡し 

次年度計画ヒアリング 

１月 

～３月

工事完了・検査，引き渡し 

次年度計画ヒアリング 

（事業額・人員）                                    （単位：千円，人） 

区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 

211,249 200,000  23,278 434,527 0.9 

１７年度 
決算 

     1.0 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 

Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 

Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・ 森林の多面的機能を持続的に維持造成するための保安林整備事業を１３箇所実施しました。 

・ 海岸における飛砂や潮の害から後背の人家や農地等を守るための防災林造成事業を６箇所実施しまし

た。 

・ 水源地域における水源かん養機能を高度に発揮させ水資源の確保と県土の保全に資するため，荒廃地

や荒廃森林等の整備を１箇所実施しました。 

具体的な 

成果 

・ 保安林整備事業の実施により、保安林機能の維持を図ることができました。 

・ 防災林造成事業の実施により、海岸における荒廃した箇所において保安林機能の回復を図ることがで

きました。 

・ 荒廃地や荒廃森林を整備することにより、水源地域における保安林機能を維持することできました。

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

・ ちば里山センターなどが主催した第２回里山フェスティバルにおいて，県民が養老川の水源林を訪ね

る企画に協力し，過去に実施した水源地域整備事業の内容や大切さについて理解を深めていただき好

評でした。 

 

残された 

課題 

・ 海岸地域においては、湿地化等により荒廃化した箇所が依然として存在しており、保安林機能の低下

により周辺地域の生活環境等に支障を来しているため、早急に従前の機能を回復する必要があります。

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

・ 18年度は，海岸地域において荒廃して従前の保安林機能が低下した箇所において森林造成工事を積極

的に実施し，コスト縮減に努めながら早急に機能の回復を図ります。  
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 18 (再掲箇所 

の施策名) 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

施策展開 
の柱 Ⅰ 

木材を生産する森林、水を育み県土を守る森林等、多彩で活力のある「ちばの森林」づくりを推

進するとともに、サンブスギ林の再生を進めます。 
また、県民一人一人がちばの森林のことを考える県民参加の森林づくりを推進し、里山の保全・

活用の促進を図ります。 

直接の 
事業対象者 県内のNPO等 担当

課名
農林水産部みどり推進課 所属 

コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 

県民，企業，ＮＰＯによる里山の保全・整備・活用の一層の拡充を図るため，「ちば里山センター」と連

携して各種施策を展開します。 

① 土地所有者や市町村からの里山情報を「里山情報バンク」として集積し，里山活動団体や企業に提供

 コーディネイトすることにより、里山活動協定の締結を一層促進します。 

② 市町村と協力して，参加体験型行事を県内各地で継続的に実施し，県民の積極的な里山活動への参加

を促進します。 

③ 企業による里山づくり，資金・資機材の提供，ボランティア参加など，企業の里山活動への協力要請

を行い，県民と企業が一緒に行動の輪を広げる里山活動を促進します。 

事業量等 

 

１ 里山条例に基づく里山活動協定の締結を促進します。 

・ 新規認定：１５団体 

・ 里山保全整備活用事業（補助事業）の実施：里山整備面積３０ヘクタール 

２ 里山活動団体等が行う里山の保全・整備・活用に関する活動を「ちば里山センター」と協働して支援し

ます。 

・ 里山に関するイベントの開催：６回 

・ 里山講習会の開催：６回 

・ 里山の整備のための技術指導及び研修：９回 

・ 里山に関する相談：企業の里山活動への参画促進のためのガイドブック等の作成 

・ 里山に関する情報の発信：里山新聞の発行、ホームページの運用 

３ ５月１８日の「里山の日」を中心として、里山シンポジュウムや里山体験活動を内容とする里山フェス

ティバルを開催します。              

４ みどりのボランティアを募集して、研修会を６回開催します。   

４ 企業参加の里山づくりを推進します。         

５ 市町村が進める里山の利活用事業を支援します。 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・里山活動協定締結の促進（15団体：通年） 

・里山保全整備活用事業：里山活動団体の事業実

施（30団体、30ヘクタール：通年） 

・里山フェスティバル（５／１８前後）の開催 

・みどりのボランティア推進事業： 

みどりのボランティア研修１回 

・企業による里山づくり（通年） 

４月 

～６月

・里山保全整備活用事業：里山活動団体の事業実

施（38団体、58.6ヘクタール） 

・里山フェスティバル（一日里山体験5月６回）

の開催 

・里山シンポジュウムの開催 （我孫子市） 

・みどりのボランティア推進事業：実践活動2回

 

７月 

～９月 

・みどりのボランティア推進事業： 

みどりのボランティア研修２回 

・里山講習会、技術指導等の実施 
７月 

～９月

・里山活動協定の締結（２団体） 

・里山保全整備活用事業：里山活動団体の事業実

施（40団体、59.4ヘクタール） 

・みどりのボランティア推進事業：みどりのボラ

ンティア研修１回、実践活動１回 

・企業による里山づくり：活動協定の締結（１件・

 1.7ヘクタール） 

10月 

～12月 

・みどりのボランティア推進事業： 

みどりのボランティア募集、研修２回 

・里山講習会、技術指導等の実施 

・「里山の市」の開催 
10月 

～12月

・里山活動協定の締結（８団体） 

・里山保全整備活用事業：里山活動団体の事業実

施（48団体、72.4ヘクタール） 

・「里山の市」の開催（山武町） 

 

１月 

～３月 

・里山保全整備活用事業：補助事業の検査等 

（30団体、30ヘクタール） 

・みどりのボランティア推進事業： 

みどりのボランティア研修１回 

・里山講習会、技術指導等の実施 

１月 

～３月

・里山活動協定の締結（７団体） 

・里山保全整備活用事業：里山活動団体の事業 

実施（55団体、84.3ヘクタール） 

・みどりのボランティア推進事業： 

みどりのボランティア研修３回、実践活動4回

・里山保全整備活用事業：補助事業の検査等 

（35団体） 

 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 5,900  2,000 12,289 20,189 3.0 

１７年度 
決算      3.0 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・里山活動協定の締結（１７団体）２５．７ヘクタール 

・里山保全整備活用事業（55団体、84.3ヘクタール） 

・みどりのボランティア推進事業：研修会４回、実践活動７回 

・企業による里山づくり：活動協定の締結（１件/1.7ヘクタール） 

・里山フェスティバル（一日里山体験5月６回450名）、里山シンポジュウム400名 

・里山の市２０００人 

具体的な 

成果 

・里山活動協定の締結の促進を図ったことにより、新たに１７団体、２５．７ヘクタールが増加しました。

・みどりのボランティア推進事業により、研修会４回、実践活動７回を開催し延べ355名が参加しました。

・企業による里山づくりにより、活動協定の締結の促進を図ったところ１件/1.7ヘクタールの協定を締結

 することができました。 

・里山フェスティバル等の開催により多くの県民に里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進に 
 関する理解を深めていただくことができました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

 

残された 

課題 

・企業による里山づくりについては、1件の協定に留まっていることから、さらに里山活動協定件数を 

増やす必要があります。 

 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

企業による里山づくりを促進するため、企業の個別訪問を行うなど、重点的に協定締結に取り組みます。

 
 



 16

平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（新規事業） 

重点事業名 「サンブスギ」ブランド化推進事業 事業 
コード       

施策番号 戦3 施策名 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確
立 

施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 23 (再掲箇所 

の施策名) 森林の保全と総合利用 

施策展開 
の柱 Ⅱ 

森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利用促進やブランド材「サンブスギ」

の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然循環システムの確立を目指します。

直接の 
事業対象者 

県民・市町村・森林組合 
森林所有者・木材振興協会等 

担当
課名

農林水産部林務課 
農林水産部みどり推進課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 「サンブスギ」は、材の色が美しいなどの優れた性質を持ち、全国的に名前が知られている千葉の木材の

ブランドです。 

 現在、この山武杉に溝腐病が蔓延し、風折れ等が発生するなどの荒廃が進み、森林の機能の低下だけでは

なく周辺に被害を与えるようになっています。 

山武杉を取り巻く状況は、木材価格の低迷等から採算性が悪化し、また、溝腐病のため木材が売れないこ

とから、伐採、造林、間伐等の森林整備が進み難く、著しく森林所有者等の生産意欲が減退している状況に

あり、このままの状況であれば手入れや伐採等がされずに放置されることとなり、せっかく利用できる優秀

なブランド材が無駄に枯れることなり、また、災害の発生など多くの問題が生ずると考えられます。 

溝腐病の木材でも、製材方法の工夫により十分に住宅資材に利用できることから、伐採、加工、利用、再

造林の一連の流れを構築することにより、ブランド材としてのサンブスギ材の利用を促進して、サンブスギ

林の再生を進めることとします。 

具体的には、地域で生産されたブランド材「サンブスギ」を県内の住宅建築で消費させ、建築ユーザーの

モニター調査を行うため、サンブスギ内装材を提供するとともに、サンブスギ林の伐採・搬出等の森林整備

や流通・加工分野に助成して森林所有者等の生産・保育意欲の向上を図り、サンブスギ林の再生を早急に実

現させます。 

事業量等 

 「サンブスギ」ブランド化推進事業 

① 市場動向調査 

ア モニター調査   １２畳相当の部屋の内装材を住宅建築ユーザに提供  ５０棟分 

イ アンケート調査  県内材木店、工務店 

②  「サンブスギ」活用促進モデル事業 

サンブスギ展示会、サンブスギ林見学会、事例紹介パンフレット作成   

③ 運搬に助成する材積   ４，５００立方メートル 

             <助成額>:1立方メートル当り（上限） ２，０００円 

加工等に助成する材積    ９４５立方メートル 

                          <助成額>:1立方メートル当り（上限） ５，０００円 

④ サンブスギ林の再生整備 

サンブスギ林の伐採・整備  １００ヘクタール  山武町ほか   ２６市町村 

     再造林のための造林補助金の嵩上げ措置  ５０ヘクタール１／１０を嵩上げ 

  サンブスギ溝腐病試験研究 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第２号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

 ４月 

～６月

 

７月 

～９月 

実施計画箇所現地調査 

補助金交付要綱等策定 

補助金対象者への事業内容説明 

実施計画の作成 

７月 

～９月

実施計画箇所現地調査 

補助金対象者への事業内容説明 

補助金対象者への事業内容説明 

実施計画の作成 

10月 

～12月 

伐採・整備事業の実施 

運搬・加工事業の実施 

アンケート、モニター調査 10月 

～12月

補助金交付要綱等策定 

実施計画の作成 

サンブスギ内装木材のモニター公募 

伐採・整備事業の実施 

運搬・加工事業の実施 

アンケート、モニター調査 

１月 

～３月 

伐採・整備事業の実施 

運搬・加工事業の実施 

サンブスギ展示会、家具フェアの開催 

１月 

～３月

伐採・整備事業の実施 

運搬・加工事業の実施 

サンブスギ展示会、家具フェアの開催 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    

75,725 
うち再掲分 

28,725 

75,725 
うち再掲分 

28,725 

1.7 
うち再掲分

1.1 

１７年度 
決算      

1.7 
うち再掲分

1.1 
２ 新規重点事業の妥当性の検討 

施策目標達成 

への貢献度 

木材価格の低迷等から林業の採算性が悪化している状況の中、サンブスギ林を再生させるためには、森

林所有者等の森林経営意欲をいかに高めるかが重要になります。 

このため、「ちばの森林づくり計画」（森林施業計画制度）と連携しながら、計画的に溝腐病等の森林の

整備が実行できるよう、サンブスギ林の伐採・搬出等の森林整備に対し支援を行い、また、伐採された木

材の有効利用が図られるよう、木材の運搬やその木材を製材・加工する業務に対して支援を行うとともに、

優れた特性があるサンブスギを住宅建築ユーザに利用してもらうため、内装材の提供を行い、一連の支援

措置の流れを構築することにより、資源の有効利用と採算性の悪化を克服して森林所有者等の森林経営意

欲を引き出すこととします。 

これにより、ブランド材「サンブスギ」の千産千消が進み、更に、計画的にサンブスギ林の再生を推進

することができ、千産千消のための流通体制の確立と森林の再生という目標を達成することが期待できま

す。 

事業の妥当性 

杉中丸太1立方メートル当り１万円前後の木材価格の状況の中、林業として採算が取れる状況にはなく、

まして溝腐病の森林の場合は、赤字になることは必至であり、伐採された木材は林内放置されている状況

にあります。これにより資源循環システムとしての伐採跡地の造林経費も捻出できない状況になっていま

す。このことから、住宅建築ユーザへの意向調査や伐採・搬出、加工等に支援することは、千産千消の流

通体制の確立と森林所有者の意欲を引き出してサンブスギ林の再生を推進するために必要かつ妥当な支

援であると考えます。 

事業の効率性 

森林の整備を進めるために大きな問題となっていることは、森林整備を実行しても採算が取れないため

森林所有者等の意欲が減退している状況であり、これを打開するため、伐採・搬出等の森林整備に対し支

援を行い、また、伐採された木材の運搬やその木材を製材・加工する業務に対して支援を行い、更にブラ

ンド材「サンブスギ」の利用を喚起することは、一連の千産千消の流れを構築することとなり、流通体制

の確立と森林の再生を達成させるためには効率性が高いと考えます。 
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部局横断的 

な連携 

森林所有者等が策定する森林施業計画と本事業を連携して実施することから、林務課及びみどり推進課

が連携して、事業を一連の流れの中で推進することとします。 

県民・NPO等 

の参加による 

展開 

効率的に事業を推進するため、森林施業計画の認定者である市町村と連携するとともに、伐採等の森林

施業の中心となる森林組合と連携を進め、更に、加工された木材の利用の推進を図るため、関係木材団体

及び建築関係団体と連携して事業を展開します。 

また、事業実施箇所は主に里山であることから、ＮＰＯ等里山活動団体との連携を図って事業を展開し

ます。 

 
３ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

「サンブスギ」ブランド化推進事業 

① 市場動向調査 

ア モニター調査   １２畳相当の部屋の内装材を住宅建築ユーザに提供  ５０棟分 

イ アンケート調査  県内材木店、工務店 

② 「サンブスギ」活用促進モデル事業 

サンブスギ展示会、サンブスギ林見学会、事例紹介パンフレット作成  

③ 運搬に助成する材積   4,515立方メートル 

加工等に助成する材積  1,450立方メートル 

④ サンブスギ林の再生整備 

サンブスギ林の伐採・整備  ８６ヘクタール  山武町ほか   ３１市町村 

再造林のための造林補助金の嵩上げ措置  １６ヘクタール１／１０を嵩上げ 

サンブスギ溝腐病試験研究 

 

具体的な 

成果 

溝腐病被害林等が整備され、多面的機能が発揮できる森林へと再生された。 

また、伐採された木材の有効利用が図られました。 

サンブスギを住宅建築ユーザに提供したことにより、工務店やエンドユーザへの普及啓発が図られまし

た。 

サンブスギ材の伐採・加工・利用・再造林の一連の流れが構築され、罹病木の伐採、木材の有効利用、伐

採跡地の再造林が行われ、サンブスギ林の再生が進みました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

里山の美しい景観の維持など地域環境の改善に資するためにも効果的な事業といえます。 

残された 

課題 

〔サンブスギ材のブランド化の促進〕 

ブランド化を促進するため、サンブスギ材の特長である材の色の美しさをＰＲするだけでなく、溝腐病等

のマイナスのイメージを取り除くことが必要です。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

生産者から消費者まで、広く事業の重要性を積極的に啓発していくことが大切です。 

また、建築資材として安心・安全な材料を提供するため、サンブスギの材の強度試験を実施し構造材とし

て問題ないことを明らかにし、ブランド化を促進します。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 木づくり・木の香りの拡大推進 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 

森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利用促進やブランド材「サンブスギ」

の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然循環システムの確立を目指します。

直接の 
事業対象者 

千葉県森林組合連合会 
千葉県木材振興協会等 

担当
課名

農林水産部 林務課 所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

木材は、森林から再生産できる資源であり、森林を育て木材を有効利用することは、循環型社会を形成す

る上で重要であり、また、地域で生産されたものを地域で消費するということは、森林・林業、木材産業の

活性化を進めることとなります。 
また、木材は、断熱性や調湿効果、目に与える刺激が小さいなど、人々に潤いと健康を与える最適な素材

であり、コンクリート等の無機質の素材から有機質な木材に転換する施策を推進し、ちばの森林で生産され

た木材をちばで消費することが重要となっています。 

このため、ちばの木により小規模なモデル木造施設（在来工法）を製作展示し、ちばの木の利用のＰＲを

推進します。 

また、ちばの木の需要を拡大するため、住宅新設、住宅リフォーム等に県産材を使い地域材利用促進活動

等を行っている団体に対し、その活動を支援します。 

更に、ちばの木により住宅新設、住宅リフォームを希望するユーザーを対象に、山元から建築現場までを

対象とした住宅建設セミナーを開催し、県産材を使用するユーザーに対して県産材製品の提供によるＰＲ活

動の実施や相談員によるアドバイスの実施に係る経費の一部を助成します。 

事業量等 

１ 県産材により小規模なモデル木造施設の展示   

６棟 

２ 県産材により住宅新設、住宅リフォームを希望するユーザーを対象としたセミナーの開催   

３回 

３ セミナー参加者に対する県産材製品の提供   

１０組 

４ ちばの木で家づくり相談員によるアドバイスの実施 １６人 研修３回 

（計画時の名称：木と住まいの相談員によるアドバイスの実施） 

５ 県産材ＰＲ等のＨＰ作成 

６ 県産材を使用した住宅建設を促進する団体への活動支援   

３団体他 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・補助金交付申請 

・セミナー、相談会の開催 

・県産材を使用した住宅建設を促進する団体への

活動支援（通年） 

・ちばの木で家づくり相談員によるアドバイスの

実施（計画時の名称：木と住まいの相談員） 

（通年）

４月 

～６月

・県産材を使用した住宅建設を促進する団体への

活動支援（通年） 

・ちばの木で家づくり相談員によるアドバイスの

実施（通年） 

７月 

～９月 

・セミナー、相談会開催 

７月 

～９月

・補助金交付申請 

・セミナー、相談会等の開催 

10月 

～12月 

・モデル木造施設の設置 

・相談会開催 10月 

～12月

・セミナー、相談会等の開催 

・小規模木造モデル施設の製作開始 

１月 

～３月 

・セミナー、相談会開催 

・県産材製品の提供 １月 

～３月

・セミナー、相談会等の開催 

・小規模木造モデル施設の設置及び展示開始 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 7,499   3,844 11,343 0.9 

１７年度 
決算      0.9 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・県産材による小規模木造モデル施設の展示 ３棟 

（施設の規模を当初計画より大きくしたため棟数が計画に対して減少） 

・ 県産材により住宅新設、住宅リフォームを希望するユーザーを対象としたセミナーの開催 ５回 

・ ちばの木で家づくり相談員（計画時の名称：木と住まいの相談員）によるアドバイスの実施 

相談員２５人に対して研修２回実施 

・県産材ＰＲ等のホームページの作成管理 

・県産材を使用した住宅建設を促進する団体への活動支援 ３団体 

具体的な 

成果 

小規模木造モデル施設の展示及びホームページによる県産木材のＰＲ効果により，県産木材需要の拡大

が推進されると考えられます。また，住宅新築やリフォームを希望するユーザーに対するセミナー及び相

談会において，県産木材の情報を提供したことにより，利用促進が図られました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

小規模木造モデル施設の製作については，商工労働部との連携により，その一部を高等技術専門校の授

業において製作したことから，少ない経費で製作することができ，また，将来，木造建築を担う訓練生の

技術向上及び県産木材利用の意義についての認識を深めることができました。 

 

残された 

課題 

県産木材の需要拡大には住宅等の建築材としての利用拡大が不可欠ですが，住宅建築の際に資材を選択

する建築士及び工務店の県産木材への認識が低いことも課題として残っています。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

18年度は，エンドユーザーに直接対応する建築士及び工務店等の建築業界に対して県産木材利用の意義

や県産木材の良さを重点的に普及啓発することとし，より効果的及び効率的な県産木材の利用拡大に取り

組みます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（新規事業） 

重点事業名 県産材需要拡大のための推進体制の整備 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 

森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利用促進やブランド材「サンブスギ」

の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然循環システムの確立を目指します。

直接の 
事業対象者 

県民 
森林・木材関係団体等 

担当
課名

農林水産部林務課 所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

木材は、森林から再生産できる資源であり、森林を育て木材を有効利用することは、循環型社会を形成す

る上で重要であり、また、地域で生産されたものを地域で消費するということは、森林・林業、木材産業の

活性化を進めることとなります。 
また、木材は、断熱性や調湿効果、目に与える刺激が小さいなど、人々に潤いと健康を与える最適な素材

であり、コンクリート等の無機質の素材から有機質な木材に転換する施策を推進し、ちばの森林で生産され

た木材をちばで消費することが必要となります。 

このため、県庁内に「県産木材利用推進庁内連絡会議」を設置して、土木工事、建設工事、建築工事、事

務用品等についての木材利用の検討を行うとともに木材利用の推進を図ります。 

また、木づくり・木の香りを県内に広く展開するため、森林組合関係団体、木材業界団体、住宅建築設計

関係団体の関係者を参集して「県産材利活用促進会議」を開催し、民間活力の導入により県産材の需要拡大

を推進します。 

 

事業量等 

 

１ 県産木材利用推進庁内連絡会議の開催   ２回 

（計画時の名称：県産材利活用庁内検討協議会） 

会議の構成員：知事部局（総務部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、県土整備部） 

企業庁（地域整備部、ニュータウン整備部） 

教育庁（企画管理部） 

警察本部（総務部） 

２ 県産材利活用促進会議の開催       ２回 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
 

様式第２号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

県産木材利用推進庁内連絡会議の開催 

（計画時の名称：県産材利活用庁内検討協議会）

 

４月 

～６月

 

７月 

～９月 

県産木材利用推進庁内連絡会議の開催 

（計画時の名称：県産材利活用庁内検討協議会）

 

７月 

～９月

県産材利活用促進会議の開催 

10月 

～12月 

県産材利活用促進会議の開催 

 10月 

～12月

県産材利活用促進会議の開催 

１月 

～３月 

県産材利活用促進会議の開催 

 １月 

～３月

県産木材利用推進庁内連絡会議の開催 

県産材利活用促進会議の開催 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    300 300 0.1 

１７年度 
決算      0.1 

２ 新規重点事業の妥当性の検討 

施策目標達成 

への貢献度 

森林が荒廃する原因は、外材の攻勢や木材価格の低迷等を背景として、木材生産活動が停滞してしまう

ことにあります。 

このため、県産材の需要拡大を推進することにより、木材生産活動や森林整備が進み、環境保全が図ら

れるとともに、また、木材という有機質な素材が県民に潤いを与え、更に地域資源の循環システムを構築

させることが期待できます。 

事業の妥当性 

木材需要を更に拡大するためには、コンクリートや鉄等多くの素材のある中で、木材の良さを普及・啓

発することが重要です。また、木材利用を広く展開するためには、県等の公共機関が率先して木材を利用

することも重要です。 

このことから、「県産木材利用推進庁内連絡会議」を県庁内に設置して、県関係機関が木材利用につい

て協議・調整を行い、率先して県施設等に木材利用を推進することは、木材需要の拡大を推進する上で妥

当であると考えます。   

また、森林組合や木材業界等による「県産材利活用促進会議」を開催することにより、木材供給システ

ムの検討、調整を図ることができ妥当であると考えます。 

事業の効率性 

県庁内の関係機関が木材の良さや木材利用の重要性を認識し、関係機関の施策に木材を反映させるよう

県機関が率先して県産材利用を推進することは、ＰＲ効果が高く、また、少ない経費で大きな効果が期待

できることから、事業の効率性は高いと考えます。 

また、これらの取り組みにより、今後は、市町村単位にまで裾野が広がっていき、県産材の需要拡大が

期待されると考えます。 

部局横断的 

な連携 

主に施設の整備等を担当する県庁内の関係各課を構成員とする「県産木材利用推進庁内連絡会議」設置

します。 

また、協議会においては、県が行う土木工事や施設整備等に県産木材を利用する体制等を検討、調整す

るとともに県産木材の利用を推進していきます。 

県民・NPO等 

の参加による 

展開 

「県産材利活用促進会議」において、県民等の参加を図り意見等を伺うこととしています。 
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３ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・県産木材利用推進庁内連絡会議の開催 １回（構成員：10部25課） 

・県産材利活用促進会議の開催     ３回（構成員：15名） 

具体的な 

成果 

 県産木材利用推進庁内連絡会議の開催により，関係部局の間で木材利用の意義について共通認識を得る

ことができました。 

県産材利活用促進会議の開催により，生産から加工・利用までの多段階にわたる関係者の意思疎通が図

られ，各業界が連携し県産木材利用に取組んでいくための体制が整いました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

県産材利活用促進会議の開催により林業・木材業界と建築関係業界との連携が図られ，特に木材の主た

る利用者である建築関係業界の視点からの県産材利用の問題点が明らかにされ，今後の県産木材の利用促

進に繋がる提案・企画がなされたことが有効でした。 

残された 

課題 

県産材利活用促進会議において様々な提案・企画等がなされていますが，実行するための負担が大きい

ため実現に至っていない状況です。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

18年度事業においては，県産材利用促進会議を継続して開催するとともに，この会議で提案される事業

について助言や助成などの支援を行うことにより事業として実施することとします。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 木質バイオマス利活用実用化促進事業  事業 
コード       

施策番号 19 施策名 資源循環型社会づくりの推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 23 (再掲箇所 

の施策名) 森林の保全と総合利用 

施策展開 
の柱 Ⅱ 

森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利用促進やブランド材「サンブスギ」

の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然循環システムの確立を目指します。

直接の 
事業対象者 － 担当

課名
環境生活部資源循環推進課
農林水産部林務課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 

森林資源の利活用促進による森林保全と、ウッド・バイオマスタウンの構築による「バイオマス立県ちば」

の実現を図るために、地域モデルとなる木質バイオマスの再資源化システムの実用化に取り組みます。 

 

１ 県内に広く存在する良質な木質バイオマス（製材工場から発生する製材残材、森林内に放置されてい

る林地残材など）を対象とし、地域の特性を活かした木質バイオマスの収集・再資源化（炭化）システ

ムの検証とその実用化を地元林業・木材産業関係機関と連携して取り組みます。 
２ 炭化処理により得られる木炭の用途開発と排熱利用に関する研究開発を産学官の共同研究により

実施します。 
３ 17年度は、用途開発（商品化）を中心とする取組みを行います。 

事業量等 

 
１ 木質バイオマス利活用実用化施設（炭化処理装置）を１基設置し、試験稼動を行います。 
２ 産学官による共同研究プロジェクトチームを設置します。  
３ 木炭特性データと用途開発用サンプルを協力者に提供して、用途開発をサポートします。 
 

 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

木質バイオマス利活用実用化施設の設置  東金市 

地域区分 □県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 ■東上総地域 □南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

 

実用化施設の設置・稼動 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

新用途のマーケティング 
４月 

～６月

 

実用化施設の設置・稼動 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

 

７月 

～９月 

 

実用化施設の設置・稼動 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

新用途のマーケティング 
７月 

～９月

 

実用化施設の設置・稼動 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

 

10月 

～12月 

 

実用化施設の設置・稼動 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

新用途のマーケティング 
10月 

～12月

 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

新用途のマーケティング 

１月 

～３月 

 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

成果報告会の開催 １月 

～３月

 

実用化研究開発の実施（分析、用途開発） 

新用途のマーケティング 

成果報告会の開催 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 ０ ０ ０ 

23,500 
うち再掲分 

23,500 

23,500 
うち再掲分 

23,500 

0.7 
うち再掲分

0.7 

１７年度 
決算      

0.7 
うち再掲分

0.7 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

１ 実用化研究施設による炭化試験を実施しました。  

２ 木質バイオマス新用途開発プロジェクトによる共同研究会議を開催（３回）すると共に、各用途開発

ワーキンググループによる会議を開催（随時）しました。   

３ 産学官連携による共同研究木炭の新用途開発に取り組みました。 

① 再資源化システム（原料集運搬、処理プロセス等）の構築、排熱利用試験データの分析 

② 炭化処理データ、木炭特性の分析評価 

③ 新用途開発研究（農林業用・環境用・工業用資材など各用途開発ワーキングによる取組み） 

４ 木炭流通実態調査、事業化可能性評価を実施しました。 

具体的な 

成果 

１ 製材工場から発生する製材残材を効率的に収集し、低コストで再資源化（炭化）する木炭製造事業が、

地元林業・木材産業関係団体による取組みとして、１８年中に立ち上がる予定となりました。 
２ 山武市などで地域農業施策の振興に向けた木炭と有機性資源の農業用利用による“土づくり”を進め

る取組みが始まるなど、木炭利用の取組みが広がりました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

１ 木質バイオマス資源の賦存状況や流通・再資源化業が集積するといった地域特性を生かして、関係事

業体の連携による事業展開が図られていることから、有効性の高い地域資源循環システムの構築への貢献

度は大きいと考えられます。 
２ 地域の自治体において、同事業を参考とする木質バイオマス総合利活用システムを取り入れた「バイ

オマスタウン構想」が策定・公表されており、今後も県全域への波及効果は大きいと考えます。 

３ 県内関係事業体・大学等との共同研究プロジェクトとして事業展開していることから、複数の県内企

業が自立的に新用途開発（商品開発）の取組みを始めており、今後は民間企業が主体となった事業化への

波及が期待できるものと考えます。 

４ 新用途開発に関する共同研究には、県研究機関（環境研究センター、産業支援技術研究所、農業総合

研究センター、畜産総合研究センター、森林研究センター）と、県内中小企業・事業者団体、千葉大学（工

学部、園芸学部）の参画による共同研究プロジェクトチームが編成されています。 

残された 

課題 

木質バイオマス（木炭）を循環利用する地域モデルの確立と木炭利用の普及が必要です。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

18年度は、事業成果により木炭の利活用が期待される山武市等において、用途開発研究の取組みを継続し

ます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 フィールド・ミュージアムネットワーク事業 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 19 (再掲箇所 

の施策名) 資源循環型社会づくりの推進 

施策展開 
の柱 Ⅲ 

森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用して、幅広い分野で森林
の利用を進め、県民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸成し、森の効用を享受できる環境を整
備します。 

直接の 
事業対象者 県民 担当

課名
（教）教育振興部文化財課

所属 
コード  4 0 1 2 1

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

・県民の共通の財産である豊かな自然やそれを背景に繰り広げられてきた多様な歴史，各地に残されている

文化遺産について，その地域（フィールド）を“学びの舞台”とした「フィールド・ミュージアムネット

ワーク」事業の構築を行います。 
①候補地検討のための打ち合わせ会議を開催 

②候補地の現地調査を実施 

・千葉県最大の森林地帯である房総丘陵において森林環境教育を推進するため，君津市清和地区を中心に「房

総の山のフィールド・ミュージアム」事業を展開します。 

①三島小教室博物館を拠点とした，資料収集・整理，調査研究および展示 

②清和県民の森内の自然観察路（ネイチャートレイル）の整備，野外展示の実施，パンフレット作成配布

③三島小教室博物館周辺や清和県民の森等において観察会を開催 

④ニュースレターやウェブページ，メールマガジン等による積極的な広報 

⑤類似事業の事例調査 

⑥第１期（15〜17 年度）の事業評価と第２期（18 年度以降）の事業計画策定のための事業評価委員会を

設置，報告書の作成 

事業量等 

・「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

①候補地検討のための打ち合わせ会議を６回開催 

②候補地の現地調査を実施（10地域10回） 

・「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

①三島小教室博物館を毎週１日開館（年間約50日） 

②自然観察路の野外展示を毎月（月1回以上）更新，併せてパンフレット４回発行 

③観察会を年間22回開催 

④ニュースレター『しいむじな』を４回，『山の学校通信』を12回発行，メールマガジンを12回発行 

⑤事例調査を２回実施 

⑥事業評価委員会を２回開催，年度末に報告書を作成して関係機関等に配布 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

・「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

 ①打ち合わせ会議               候補地該当地区の博物館 

 ②現地調査                  県全域 

・「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

①三島小教室博物館の設置，自然観察路の整備  君津市 

②観察会の実施                君津市、市原市等 

③ニュースレター，メールマガジンによる広報  県全域 

④事例調査                  県内外 

⑤事業評価委員会の開催            中央博物館（千葉市） 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 ■南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

打ち合わせ会議 

現地調査 

三島小教室博物館の開館（通年） 

自然観察路の維持管理（通年） 

自然観察パンフレットの発行（夏号） 

観察会の実施（６回） 

ウェブページの更新（通年） 

メールマガジンの発行（３回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（夏号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

４月 

～６月

三島小教室博物館の開館（通年） 

自然観察路「山みち展示」の維持管理（通年） 

房総丘陵の自然誌、民俗資料の収集整理保存 

房総丘陵の自然誌、民俗分野の調査研究の実施 

自然観察路案内図（夏号）の発行 

観察会の実施（6回） 

ウェブページの更新（毎月3回，計158件追加）

メールマガジンの発行（3回） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

君津市八重原公民館高宕山登山会への協力 

千葉県自然観察指導員協議会研修会への協力 

７月 

～９月 

打ち合わせ会議 

現地調査 

自然観察パンフレットの発行（秋号） 

観察会の実施（５回） 

メールマガジンの発行（３回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（秋号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

事業評価委員会委員依頼 

７月 

～９月

第１回千葉ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業推進委員会開催 

自然観察路案内図（秋号）の発行 

観察会の実施（6回） 

メールマガジンの発行（3回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（夏号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

事業評価委員会委員依頼（外部委員4名） 

全国高校総体登山大会への協力 

市原市青少年会館野外活動への協力 

君津地方教研生活科教育部研修会への協力 

君津地方教研理科部夏季野外観察研修会への協力

10月 

～12月 

打ち合わせ会議 

現地調査 

自然観察パンフレットの発行（冬号） 

観察会の実施（６回） 

メールマガジンの発行（３回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（冬号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

事業評価委員会委員開催（１回） 

10月 

～12月

第２回千葉ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業推進委員会開催 

第３回千葉ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業推進委員会開催 

フィールドミュージアム候補地現地調査 

自然観察路案内図（冬号）の発行 

観察会、見学会の実施（6回） 

メールマガジンの発行（3回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（秋号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

第１回事業評価委員会委員開催 

君津市清和公民館での出張展示の実施（2日間）

CD-ROM図鑑『三島の昆虫・クモ図鑑』作成 

１月 

～３月 

打ち合わせ会議 

現地調査 

自然観察パンフレットの発行（春号） 

観察会の実施（５回） 

メールマガジンの発行（３回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（春号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

事業評価委員会委員開催（１回） 

第１期事業報告書作成 

１月 

～３月

第４回千葉ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業推進委員会開催 

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑのケーススタディ実施 

自然観察路案内図（春号）の発行 

観察会の実施（4回）1回は荒天のため中止 

メールマガジンの発行（3回） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（冬号） 

ニュースレター『しいむじな』の発行（春号） 

ニュースレター『山の学校通信』の発行（3回）

第２回事業評価委員会委員開催 

第１期事業報告書作成 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    2,985 2,985 0.1 

１７年度 
決算      0.1 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

・ 事業名を千葉フィールドミュージアムと改称 

・ 千葉フィールドミュージアム事業推進委員会の開催（4回） 

・ フィールドミュージアム候補地の現地調査（1回） 

・ フィールドミュージアムのケーススタディの実施(2回) 

 

「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

・ 房総丘陵の自然誌、民俗資料の収集整理保存および調査研究 

・ 「三島小教室博物館」における市民と恊働しての資料収集、調査研究、展示等の実施（参加者数1,654

名；2月末現在、年度末見込み1,800名程度） 

・ 自然観察路「山みち展示」における野外展示（展示更新51回、『自然観察路案内図』4回発行） 

・ 観察会、見学会の実施（22回、参加者数639名；2月末現在、年度末見込み720名程度） 

・ ニュースレター『しいむじな』（4回）、『山の学校通信』（12回）、ポスター（50種80枚）発行 

・ ウェブサイトによる情報発信（毎月3回程度更新、新規ページ158件追加） 

・ メールマガジン『しいむじなメール』発行（毎月1回、配信数142件；2月末現在） 

・ CD-ROM図鑑『三島の昆虫・クモ図鑑』の作成 

・ 全国高校総体登山大会への協力（講師3名4日間派遣） 

・ 君津市清和公民館文化祭における出張展示（約3,000名来場） 

・ 君津亀山少年自然の家等との連携事業（観察会3回実施） 

・ 教員研修会、自然観察指導員研修会、公民館行事、学校連携行事、民間主催文化事業等への協力 

・ 事業評価委員会の開催（2回）および第１期事業報告書の作成 

具体的な 

成果 

「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

・ 外部委員も含めた千葉フィールドミュージアム事業推進委員会を 4 回開催し，千葉フィールドミュー

ジアム事業の基本計画を作成しました。 

・ 現地調査やケーススタディを実施し，次年度への事業展開の基礎作りができました。 

 

「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

・ 主に三島小教室博物館という拠点で、君津市清和地区の人をはじめとした多くの県民が研究員と直接

対話したり研究員とともに資料収集等の活動をすることによって、利用者にとって博物館の研究員が

「顔のみえる」存在となり、お互いの間に信頼関係ができました。 

・ 県民が研究員とともに資料収集や調査研究等の活動に参加することによって、「見学しに行く所」とい

うイメージの強かった博物館が、「自分も参加して創るもの」に変わりました。その結果、県民が房総

丘陵の自然や文化に誇りを持ち、その保全を主体的に考える機会とすることができました。 

・ 収集した資料や調査研究の結果からは、房総丘陵の自然や文化についての新たな価値が発見されまし

た。この成果を印刷物やインターネットによって発信したことにより、房総丘陵に住む人たちが自分た

ちの住む地域の価値を再発見する契機となりました。 

・ 山の自然や文化の価値についての情報を発信したことは、都市の人を房総丘陵へ招き寄せる結果を生

みました。自然観察路「山みち展示」は、こうした山への来訪者が自分のペースで山の自然や文化を学

ぶ機会を提供しました。また、観察会・見学会は、研究員の解説により都市の人と山の人が一緒に山の

自然や文化について学び交流する機会となりました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 
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残された 

課題 

「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

・ 県内各地域でフィールド・ミュージアムを展開していくことが課題です。 

・ その後、ネットワークの内容を具体化することが今後の課題です。 

「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

・ 活動範囲の拡大：これまでの房総の山のフィールド・ミュージアムの活動範囲は，君津市清和地区を

中心としたものでしたが，今後は「房総の山」という広い範囲に活動範囲を拡大していくことが大きな

課題です。同時に活動範囲を拡大するためには，活動を支える人のネットワーク作りが不可欠です。 

・ 資料と情報の共有化：博物館以外にも，小中高校，大学，ＮＰＯ等のさまざまな団体や個人がそれぞ

れの目的や方法で房総の山の自然や文化に関する資料や情報を集めています。こうした資料や情報をよ

り有効に活用するために，資料と情報の共有化の仕組みを作ることが今後の課題です。 

活動拠点の拡充：主な活動拠点としてきた三島小教室博物館は，小学校という場所の性格上，不特定多

数の利用者を集めることには限界があり，資料の保管場所としてもスペースが不足しつつあります。一

方，より多くの利用者に対して，フィールド・ミュージアム活動の窓口となる拠点を設けてほしいとい

う要望もあります。これらの必要性から，活動拠点を拡充することが課題です。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

「フィールド・ミュージアムネットワーク」事業 

・ 各地域にどのようなフィールド・ミュージアムがあるか情報収集します。 

・ フィールドミュージアムを県立博物館で試行していきます。 

・ 千葉フィールドミュージアム事業推進委員会を開催して、ネットワークの内容について検討します。

・ ホームページで情報提供し、県民ニーズの把握を目指します。 

「房総の山のフィールド・ミュージアム」 

・ 資料と情報の共有化のためのデータベースを構築し，その一部は「山の宝物地図」として公開します。

・ 活動範囲の拡大のために，自然観察路「山みち展示」の実施場所を増やします。 

・ 新たな拠点づくりのために，「山の広場」づくりや既存の県有施設等の活用を検討します。 

・ 多様な関係者の情報交換と恊働を目的とした連絡会議を設け，人のネットワークを作ります。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 健康と癒しの森整備事業 事業 
コード       

施策番号 戦略 
４ 施策名 「健康づくりふるさと構想」の推進 施策 

コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 23 (再掲箇所 

の施策名) 森林の保全と総合利用 

施策展開 
の柱 Ⅲ 

森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用して、幅広い分野で森林
の利用を進め、県民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸成し、森の効用を享受できる環境を整
備します。 

直接の 
事業対象者 県民・国民 担当

課名
農林水産部みどり推進課 所属 

コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

森林を活用した健康づくりを推進するため、森林療法に関する研究会を開催し、森林インストラクターの

活用を中心とした森林療法プログラムを作成するとともに、森林療法に活用する森林コースの設定及び整備

方法の検討を行います。 

森林療法プログラム作成後は、森林インストラクターの指導による森林散策等を取り入れた健康づくり

ツアーに活用します。 

事業量等 

１ 森林療法に関する研究会を６回開催します。 

２ 平成１６年度作成森林療法プログラムの改良・検証（高齢者、幼児教育）を６回実施します。 

３ 森林を活用した健康増進プログラムの作成業務委託を１地域で行います。 

          

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

１ 研究会の開催  千葉市      

２ 平成１６年度作成森林療法プログラムの改良・検証  君津市及び船橋市 

３ 森林を活用した健康増進プログラムの作成業務委託  市原市及び長南町  

地域区分 □県全域 ■千葉地域 □葛南地域 ■東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 ■南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・研究会の開催  ２回 

・平成１６年度作成森林療法プログラムの 

改良、検証の実施     １回 
４月 

～６月

 

７月 

～９月 

・研究会の開催   １回 

・平成１６年度作成森林療法プログラムの 

改良、検証の実施     ２回 
４月 

～６月

・研究会の開催   １回 

 

10月 

～12月 

・研究会の開催   １回 

・平成１６年度作成森林療法プログラムの 

改良、 検証の実施     ２回 

・森林を活用した健康増進プログラムの 

作成業務委託        １地域 

10月 

～12月

・平成１６年度作成森林療法プログラムの 

改良、検証の実施     １回 

・森林を活用した健康増進プログラムの 

作成業務委託        １地域 

 

１月 

～３月 

・研究会の開催   ２回 

・平成１６年度作成森林療法プログラム 

の改良、検証の実施     １回 

１月 

～３月

・研究会の開催   ４回 

・平成１６年度作成森林療法プログラム 

の改良、検証の実施     ３回 

・森林を活用した健康増進プログラムの 

作成業務委託        １地域 

・保育現場の森林環境に関する意向調査544箇所

 及び森林などの自然環境を取入れた保育の実

践レポートや紹介のまとめ 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    

6,800 
うち再掲分 

6,800 

6,800 
うち再掲分 

6,800 

1.0 
うち再掲分

1.0 

１７年度 
決算      0.6 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・研究会の開催   ５回 （森林インストラクター向け4回、県庁内関係課対象1回） 

・平成１６年度作成森林療法プログラムの改良、検証の実施 ４回 

・森林を活用した健康増進プログラムの作成業務委託   ２地域（船橋県民の森、清和県民の森） 

・保育現場の森林環境に関する意向調査 （ｱﾝｹｰﾄ）   544箇所 

・森林などの自然環境を取入れた保育の実践レポートや紹介のまとめ 2箇所 

具体的な 

成果 

・ 高齢者領域において、平成１６年度作成した森林療法プログラムの改良、検証を「船橋県民の森、清

和県民の森」において行い、実際に高齢者が、円滑な散策が可能か、癒し効果を得ることが可能かを

検証した結果、有効な散策プログラムとコース設定を作成することができました。 

人材育成に関しては、森林インストラクター向けとして、高齢者の理解や樹木の持つ癒し効果の関係

を大学助教授を講師として招き、研究会を開催しました。 

また、県庁関係課に対し、森林療法の研究会を開催し、森林療法の現状を報告しました。 

幼児領域では、県下全保育園を対象に、自然環境を取り入れた保育に関する意向調査を実施し、問題

点を把握しました。また、先駆的に実践されている保育園から、その取り組み事例等をレポートとし

てとりまとめ、報告書を作成しました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

 

残された 

課題 

・ 実践の定着に向けた、民間事業者への啓発 

・ 森林などの自然環境を取り入れた県民の健康づくりを推進するための仕組みづくり、普及啓発方法 

・ 人材育成と人材の確保 

・ 森林の持つ癒し効果の科学的分析手法の確立と効果検証データの蓄積 

・ 森林療法を実施できる良好な森林環境適地の選定と快適な森林環境整備指針の作成 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 
課題への 

対応策 

・森林療法モデル事業（公開森林療法３箇所×３回）を実施します。  

  （高齢者、幼児、健常者の各領域、各1箇所） 

・事業成果報告会（２回）実施プログラム研修会（４回）及び、その他普及啓発活動を実施します。 

・人材育成カリキュラム作成検討会、森林セラピーに適した森づくりの方向性の検討会を開催します。
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 みどり環境の利活用の拡大 事業 
コード       

施策番号 23 施策名 森林の保全と総合利用 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 19 (再掲箇所 

の施策名) 資源循環型社会づくりの推進 

施策展開 
の柱 Ⅲ 

森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用して、幅広い分野で森林
の利用を進め、県民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸成し、森の効用を享受できる環境を整
備します。 

直接の 
事業対象者 県民 担当

課名

農林水産部林務課 
農林水産部みどり推進課 
水産局漁業資源課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

森林は、自然に触れ動植物の観察や自然体験活動をする場所として大変重要な媒体であり、県下には、個

人が所有する森林を「教育の森」として認定した森林が 127 か所あり、また、「県民の森」が６か所設置さ

れており、これらの施設を有効に利用して、更に森林環境教育や体験活動、野外活動を推進することが重要

となっています。 
また、森、川、海が一体となった環境保全のあり方等の検討や巨樹・古木に係る調査結果を踏まえた県民

への普及・啓発も重要となっています。 
このため、「教育の森」においては、県下の教育の森を紹介等するパンフレットの作成及び学校関係者等

の指導者の養成や利用方法の改善を目的とした研修会の開催を実施します。 
県民の森においては、森林と自然に親しむ観察型の利用に加えて、下刈、除伐、間伐等の森林保育管理体

験活動の場としての利用を推進します。 

また、豊かな海と森林を育むため、海と森を連結させる協議会の設置や環境保全啓発運動を進めます。 

更に、巨樹・古木の調査結果を踏まえて、ＮＰＯ団体と協働して巨樹・古木フォーラムやツアーの開催及

びガイドマップを作成します。 

事業量等 

１ 教育の森 
・広報用パンフレットの作成 2,000部 

（県内の小中学校などに配布）   
・指導者の養成や利用方法の改善を目的とした研修会の開催 ５回 
 

２ 県民の森 

  ・自然観察、物作り体験、森林保育・管理体験活動イベントの開催 ６０回 

 

３ 豊かな海と森林を育む総合対策 

  ・協議会の開催  ４回 

 

４ 巨樹・古木フォーラム事業 

  ・ガイドマップの作成5,000部、 巨樹・古木ツアーの開催 ３回、 巨樹・古木フォーラムの開催 

 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県内全域 

 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・教育の森 

パンフレット作成 

・県民の森 

イベントの開催 １５回 

・豊かな海と森林を育む総合対策 

  協議会の設置・開催 

・巨樹・古木フォーラム事業 

  巨樹・古木ツアーの準備 

４月 

～６月

教育の森 

パンフレット作成 

・県民の森 

イベントの開催 １５回 

 

７月 

～９月 

・教育の森 

パンフレット配布 

・県民の森 

イベントの開催 ２０回 

・豊かな海と森林を育む総合対策 

  協議会の開催   

・巨樹・古木フォーラム事業 

  巨樹・古木ツアーの開催（１回） 

７月 

～９月

・教育の森研修会の開催（１回） 

・県民の森 

イベントの開催 ２０回 

 

10月 

～12月 

・教育の森 

研修会の開催３回 

・県民の森 

イベントの開催 １５回 

・豊かな海と森林を育む総合対策 

  協議会の開催 

  豊かな海と森を育む講習会の開催 

・巨樹・古木フォーラム事業 

  巨樹・古木ツアーの開催（２回） 

  巨樹・古木ガイドマップ作成・配布 

  巨樹・古木フォーラムの開催 

10月 

～12月

・巨樹・古木ツアーの開催（３回） 

・県民の森 

イベントの開催 １５回 

 

１月 

～３月 

・教育の森 

研修会の開催２回 

・県民の森 

イベントの開催 １０回 

・豊かな海と森林を育む総合対策 

  協議会の開催 

・巨樹・古木フォーラム事業 

  巨樹・古木フォーラムの報告書作成 

１月 

～３月

・ 教育の森パンフレット作成4,000部 

・ 県民の森 

   イベント開催１０回 

・ 豊かな海と森林を育む総合対策 

  豊かな森・川・海をつくる夷隅川協議会の

設置同協議会の開催（２回） 

・ 巨樹・古木フォーラムの開催 

・ 巨樹・古木ガイドマップ作成・配布5,000部

 

 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 456  42,397 

275,495 
うち再掲分 

144 

318,348 
うち再掲分 

144 

2.3 
うち再掲分

0.1 

１７年度 
決算      

1.0 
うち再掲分

0.1 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

教育の森パンフレット作成 4,000部 

教育の森研修会の開催     １回 

県民の森 自然観察、物作り体験、森林保育、管理体験活動イベントの開催 60回 

豊かな森･川･海をつくる夷隅川協議会の開催 ２回 

巨樹・古木ツアーの開催    ３回 

巨樹・古木フォーラムの開催  １回 

巨樹・古木ガイドマップ作成・配布 5,000部 

 

具体的な 

成果 

教育の森パンフレットを印刷し、関係教育機関に配布し、森林・林業教育を進めるための理解を図りまし

た。 

県民の森においてイベントを予定どおり開催し、県民が森に親しみ、森を育てる意識の醸成が図れました。

巨樹・古木フォーラム事業については、当初の予定どおりの事業を達成し、普及・啓発が図れました。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

その他 

特記事項 

「教育の森」のパンフレットの内容を検討し、当初予定の2倍の数量を作成配布し、森林・林業教育を

進めるための理解が図れました。17年度から教育の森を担当する農林振興センターの大きな組織再編で、

普及指導部門との連携ができず、指導者養成の研修会の開催については不十分な結果となりました。 

なお、教育の森の利用実績については、利用回数213回、利用人数9,172人であり、回数・人数ともに

これまででもっとも多く活用されており、利用実績は増大傾向にあります。 

巨樹・古木については、フォーラム、ガイドマップともに広く注目を受け大きなPR効果を挙げました。

 

残された 

課題 

普及事業との連携など農林振興センターの組織体制と一体となった施策の見直しが必要です。限られた

組織体制で効果をあげるため、市町村及びNPO等と連携可能な魅力ある施策の提案が必要と考えられます。

県民の森においては、18年度から指定管理者制度が導入されることから、利用者にとって安全で魅力あ

る事業の実施が重要な課題となります。 

森・川・海の自然環境の保全意識を高めるには、漁業者が積極的に夷隅川流域住民に働きかける気運を

醸成する必要があります。 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  C 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 課題への 

対応策 

「教育の森」の活用推進のため、成功事例を踏まえ重点地区を定め、森林整備と一体となった魅力ある活

用手法を検討するため、市町村及びNPO等の参加による研修会を兼ねた検討会等を開催します。 

 18年度は、県民の森においては、指定管理者制度のもとで、新たな管理者と連携しつつ、県としての危

機管理対応を進め、各県民の森ごとに特色ある事業を実現していくこととします。 

 漁業者や流域住民の海の環境保全に関する理解を深めるため、親子を対象とした臨海教室や講演会を実

施します。 

 
 


