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柱３　里山と人との絆づくりを進める取組の促進

みんなで支える里山整備事業
【搬出支援】

2-③ 信州フォレストコンダクター
育成事業

2-①

頁

1

2

3

柱１　求められる機能に応じた里山等の森林づくりの推進

水源林公有林化支援事業1-④

みんなで支える里山整備事業
【間伐支援】

森林政策課

 集落周辺の、小規模・分散的で手入れ
の遅れた里山の森林を中心に、間伐を
面的に推進

地域が主体となった里山整備計画の樹
立、森林整備や間伐材搬出に係る森林
所有者の同意を得る活動等を支援

森林づくり
推進課

2-② 信州の木活用モデル地域支援
事業

3-① みんなで支える森林づくり推
進事業

地球温暖化防止吸収源対策推
進事業

県産材住宅の施主や店舗等を木質化し
た企業等に対し県産材利用によるCO2固
定量を認証し地球温暖化防止の取組を
推進

県産材利
用推進室3-⑤ 木育推進事業

3-④
地球温暖化防止木材利用普及
啓発事業

県産材利
用推進室

県産材等を利用して、県民が参加しな
がら木や森林について学習する「木
育」活動を推進

森林づくり
推進課3-③

信州の木
活用課

里山活用推進リーダー
育成事業

計 13事業

3-⑥
林業研究グループ等が、技術指導等を
実施する中で地域リーダーを育成し、
里山資源の利活用できる地域づくりを
推進

柱２　間伐材等の利活用による継続的な森林づくりの推進

1-①

信州の木
活用課1-②

森林づくり推進支援金
市町村が行う長野県森林づくり指針に
掲げる施策の趣旨に即したきめ細かな
森林づくりの取組を支援

1-③

地域で進める里山集約化事業

本事業による間伐材が県内で加工又は
消費が可能な場合、山土場までの搬出
集積を支援

荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ち
となり、企業等の社会貢献活動を促進
し森林整備と交流を通じた地域活性化
を推進

森林の里親促進事業により環境先進企
業等が整備した森林のCO2吸収量を認証
し、地球温暖化防止の取組を推進

 第三者機関による森林税活用事業の成
果の検証､各種広報媒体を活用した森林
税の広報・普及啓発活動を実施

里山の森林資源を、供給から消費まで
地域が一体となって様々な用途に利活
用する先進的な取組を支援

 里山を活用した地域づくりから、森林
管理、木材の出荷・利用に至るまで、
総合的な視野で指揮できる人材を育成

信州の木
活用課

県産材利
用推進室

信州の木
活用課

平成27年度 長野県森林づくり県民税活用事業の実績見込みについて

森林(もり)の里親促進事業3-②

担 当
課・室事　　　　業　　　　名

事業
Ｎo.

事 業 内 容

森林政策課

森林政策課

森林づくり
推進課

 市町村が森林内の水源地及び水源林の
公的管理を図る上で、土地等の取得が
必要となった場合の取得経費を支援

【1-③ 森林づくり推進支援金のうち】

◎ 手入れが緊急に必要な集落周辺の里山において施業の集約化や間伐を重点的に実施。

◎ 里山の豊富な森林資源の利活用等を促進し、地域の皆さんが主体的に行う継続的な

森林づくりを進めるとともに、県民の皆様に森林税の成果が見え・伝わりやすい、

取組(「信州の木活用モデル地域支援事業」…８地域「里山活用推進リーダー育成事業」…11地

域)を実施。

◎ その他活用事業においても「森林税の見える化」を積極的に展開。

◎ 地域づくりから、森林管理、木材の利活用など経営感覚を持ちながら総合的な視野

で指揮できる「信州フォレストコンダクター」を11人育成。

【ポイント】
森林政策課

資料１



１　事業の概要

 (1) 目　　的

 (2) 内容及び予算額

※　予算額には平成26年度からの繰越額141,087千円を含まない。

２　地方事務所別実施見込み（３月末）

－１－

215,647 141,087計 1,825 1,302 523 505,484 356,734

3,125 0北　信 14 14 3,911 3,125

27,512 9,727長　野 264 229 35 73,650 37,239

0 2,816北安曇 10 10 2,816 2,816

20,768 1,142松　本 138 134 4 38,556 21,911

25,381 40,692木　曽 377 193 184 93,155 66,073

60,309 74,179下伊那 525 282 243 157,622 134,488

28,126 0上伊那 215 215 56,120 28,126

29,092 1,771諏　訪 172 166 6 46,096 30,863

10,505 10,383上　小 59 19 40 20,887 20,887

佐　久 51 50 1 12,671 11,206 10,829 377

うち
当初予算

うち
繰越予算

うち
森林税
活用額

1-①　みんなで支える里山整備事業（間伐支援）

事 業 内 容 事 業 主 体 計 画 面 積 補 助 率 予 算 額

うち
当初予算

うち
繰越予算

　集落周辺の森林及び水源を
保全するための森林等で、市
町村が必要と認める森林にお
いて行う間伐

市町村、森林組合、
ＮＰＯ法人、森林所
有者の団体　等

3,000ha
9／10
　以内

842,840千円

[433,730千円]

区　分
間伐面積
（ha）

補助金額
（千円）

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、

長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

間伐支援 （塩尻市）

【間伐前】 【間伐後】



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　地方事務所別実施状況

－２－

計 22 35 597.7 804 8,985.3

486.0

松　　本 2 2 23.0 36 345.0

長　　野 1 1 32.4 26

1,125.0

下 伊 那 5 16 259.8 259 3,897.0

木　　曽 3 3 75.0 54

1,434.0

諏　　訪 6 6 80.9 277 1,233.3

上 伊 那 2 4 95.6 109

150.0

上　　小 2 2 21.0 26 315.0

佐　　久 1 1 10.0 17

　里山整備計画の樹立、
森林所有者から森林整備
の同意を得る活動に対し
て助成

　自治会（区､集落
等）､森林整備委員
会､森林組合　等

2,000 ha
15,000

～30,000
　　円／ha

32,000千円

[32,000千円]

区 分

実施見込み（３月末）

市町村数 団地数
集約化
見込面積

森林所有者数 執行見込額

(ha) (人) (千円)

1-②　地域で進める里山集約化事業

事業内容 事 業 主 体 計 画 面 積 交付金額 予 算 額

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落な

どの地域が主体となり、里山整備計画の樹立、森林所有者の同意を得る活動を支援する。

＊１ha当たりの施業同意人数

5人未満：15,000円/ha

5人以上10人未満：24,000円/ha

１０人以上：30,000円/ ha

集落説明会の実施状況 現地調査の状況



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　地方事務所別実施見込（水源林公有林化支援事業を含む）

－３－

136

100% -  

計 65,000 65,000 130,000 81,856 21,647 25,477 128,980

2,127 5,894 7

シェア 50% 50% 100% 63% 17% 20%

北　信 4,150 1,821 5,971 1,858 1,909

長　野 10,517 7,095 17,612 9,284 2,923 5,405 17,612 23

北安曇 3,625 2,266 5,891 2,911 1,415 1,565 5,891 15

3,810 8,832 9

松　本 9,116 8,512 17,628 13,682 1,599 2,347

木　曽 3,759 5,073 8,832 3,632 1,390

17,628 14

下伊那 9,882 10,821 20,703 14,162 2,234 4,307 20,703 22

上伊那 6,379 5,712 12,091 6,085 4,770 1,236 12,091 16

諏　訪 5,300 3,525 8,825 7,885 940 0 8,825 7

上　小 4,390 10,223 14,613 10,146 4,467 0 14,613 6

計 事業数①市町村独自の森
林整備嵩上げ補

助、②森林病害虫
対策、③景観形成
に資する森林整

備、④水源林取得
経費支援等

①公共施設、学校
等への木製品、木
製遊具等の導入、
②木質ﾊﾞｲｵﾏｽの利
活用の取組、③搬
出間伐を推進する

取組等

①広域的な効果が
見込める環境教育
②森林づくり活動
等への支援、③野
生鳥獣被害対策等

佐　久 7,882 9,952 17,834 12,211

区　分

予　算　配　分　額　（千円） 項 目 ( 柱 ) 別 事 業 実 施 見 込 （千円）

基本配分 重点配分 計

みんなの
暮らしを守る
森林づくり

木を活かした
力強い

産業づくり

森林を支える
豊かな

地域づくり

0 4,680 16,891 17

　地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応し
た森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に
掲げる施策の趣旨に即した次の３つの柱の事業
(1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に資する事業
(2)「木を活かした力強い産業づくり」に資する事業
(3)「森林を支える豊かな地域づくり」に資する事業

市 町 村
　10／10以内
（ハード事業は
　　２／３以内）

１３０，０００千円

[130,000千円]

　　※予算額の一部は、「水源林公有林化支援事業」に活用（別紙参照）

（３月末見込）

1-③　森林づくり推進支援金

事 業 内 容 事業主体 交付率 予 算 額

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町

村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と

創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

塩尻市 : ロープウインチの購入・貸出

購入したロープウインチを貸し出し、搬出間

伐を支援

大町市 : 県産材玩具のプレゼント

木や森林に興味を持ってもらうため、当市在

住の一歳児に県産材の木製玩具をプレゼント

木曽郡辰野町: 木製転落防止柵の設置

ほたる童謡公園内に、県産材を活用した

転落防止柵を設置し、県産材をＰＲ



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

※　予算額には平成26年度からの繰越額704千円を含まない。

２　地方事務所別実施見込み（３月末）

　

7,823 704

－４－

計 2,436 2,235 201 8,526 8,526

1,225

北　信

長　野 350 350 1,225 1,225

1,400 70

北安曇

松　本 420 400 20 1,470 1,470

2,986 634

木　曽 222 222 777 777 777

下伊那 1,034 853 181 3,619 3,619

175

上伊那 360 360 1,260 1,260 1,260

諏　訪 50 50 175 175

上　小

佐　久

2-①　みんなで支える里山整備事業（搬出支援）

事 業 内 容 事 業 主 体 計 画 材 積 補 助 率 予 算 額

うち
当初予算

うち
繰越予算

うち
森林税
活用額

うち
当初予算

うち
繰越予算

　この事業で伐採した間
伐材を山土場まで搬出集
積する作業で、県内での
加工又は消費が確実なも
の

市町村、森林組合、
ＮＰＯ法人、森林所
有者の団体　等

4,000㎥
定 額

[3,500円/㎥]

14,000千円

[14,000千円]

区　分
搬出材積
（ｍ3）

補助金額
（千円）

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整

備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

搬出支援 （伊那市）

【間伐前】 【搬出間伐後】



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　実施見込 （８地域）

(円)

長野県木材青壮年団体連合会
（東信木青連 上小支部）

【上田市】

体験型地域材利用ミニチュア
ハウス「木の家」推進事業

（上田市）

県産材を利用した木造住宅の販売促進を
図るため、木の伐採から加工、組立て体
験型のミニュチュアハウスの製作を実施
する。

(2,500,000)
2,500,000

伊那市地域材利活用研究会
【伊那市】

次代へ繋ぐハッピーエンド
プロジェクト事業

（伊那市）

地域材を活用した棺桶やワイン製造に係
る桶樽の製作研究等を実施する。

(3,800,000)
2,500,000

NPO法人八ヶ岳森林文化の会
【茅野市】

市民の森「吉田山」
間伐材有効活用事業

（茅野市）

市民の森「吉田山」の重要性を地域の人
たちに広くPRすることを目的に、散策路
整備やチェーンソークラフト講習会、森
林学習を実施する。

(1,370,000)
1,354,000

(2,500,000)
2,500,000

(2,500,000)
2,500,000

(20,821,128)
18,854,000

松くい虫被害材を含むアカマツを活用し
たDIYキットの製作や木工教室等の事業を
実施し、森林資源の重要性を訴求してい
く。

北信州スギの普及を図るため、屋台やベ
ンチ等の製作を通じて、地域を始め、県
内外に広く情報発信していく。

地域材を活用し、デザイン性に配慮した
木製玩具を製作し、県内外でPRしていく
ことで、地域の林業の活性化を図る。

地域のヒノキ材を活用したテーブルセッ
トの製作と森林学習等を開催し、地域の
活性化を図っていく。

間伐材の多角的活用
基盤整備事業
（飯田市）

木のおもちゃと
流域ものさし製作事業

（根羽村）

木曽の木でつながる～
ふるさと交流事業

（木曽町）

補助率

(2,550,000)
2,500,000

20,000 千円

[20,000千円]

予 算 額

2-②　信州の木活用モデル地域支援事業

事 業 区 分 事 業 内 容 事業主体

 「住民自主参加型」
地域分散型木質バイ
オマス等利用促進モ
デル

・需要者と供給者が一体となっ
　た組織の活動
・薪ステーション等の設置
・薪割機等の導入
・薪材の売買に係る地域通貨活
　用システムの構築 等

「都市部活用型」
・木の香り漂う街並
　みづくりモデル
・県産材・道の駅等
　販売促進モデル

・川上から川下までが一体と
　なった組織の運営
・木製ベンチや格子等の設置
・案内板や道路標識等の木質化
・ＤＩＹキットや木育用・生活
　用品等木工品の製作、販売施
　設の木質化 等

市町村、公共
的団体、林業
関係団体、Ｎ
ＰＯ法人等

10/10
以内

事業主体

－５－

事業概要
（事業費）
補助金額

NPO法人いいだ自然エネルギ－
ネット山法師
【飯田市】

あづみの再活の松プロジェク
ト

【安曇野市】

NPO法人北信州の
森林と家をつなぐ会

【中野市】

合　　　　計

事業名
（実施地域）

アカマツ再活用促進事業
（安曇野市）

北信州杉
木育プロジェクト事業

（飯山市）

(3,100,000)
2,500,000

(2,501,128)
2,500,000

根羽村
【根羽村】

NPO法人ふるさと木曽交流
【木曽町】

地域住民による間伐促進を図るため、間
伐材の集積・加工施設等の整備、販路先
の開拓を実施する。

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の

駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資

源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。



　◆長野県木材青壮年団体連合会の取組（上田市）  ◆NPO法人八ヶ岳森林文化の会の取組（茅野市）

　◆伊那市地域材利活用研究会の取組（伊那市）    ◆NPO法人いいだ自然エネルギーネット山法師の取組
(飯田市）

　◆根羽村の取組（根羽村） 　◆NPO法人ふるさと木曽交流の取組（木曽町）

　◆あづみの再活の松プロジェクトの取組（安曇野市） 　◆NPO法人北信州の森林と家をつなぐ会の取組（飯山市）

－６－

つながるテーブルセットの完成

ミニュチュアハウスの完成イメージ図

みんなで作り上げた屋台が完成完成した木製品の一部

チェーンソークラフト講習会

地域材を活用した棺桶の検討会 地域住民が間伐材の製材を実施

完成した木製玩具の一部



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

事業
主体

２　実施状況

（１）　個別研修 （２）　集合研修

３　フォレストコンダクター候補者（地域順、敬称略）

○ 6月15日　　開講式及び第1回集合研修
○ 7月17日　　第2回集合研修
○ 9月18日　　第3回集合研修
○11月5･6日　第4回集合研修及びコンダクター連携会議
○ 3月 4日　 　閉講式

県

331

事 業 内 容

　県から育成を委託された事業体が、育成対象となるフォレストコ
ンダクター候補生の個別の課題に合わせて実施する研修

　グループワーク等を通して、候補生の課題意識の明確化・共
有、林業とは別の視点から企業の経営やマーケティングの手法を
学ぶための研修

　昨年度までに登録されたコンダクター、本年度の候補生、県の
林業普及指導員等の連携を図るための会議開催

【個別研修の内容】
●国内の先進事業体派遣　9名
　・北海道下川町森林組合
　・三重県前田商行(株)
　・岡山県真庭森林組合　等
●研修機関受講　6名
　・オーストリア　等
●情報収集活動　2名
※複数の区分の研修を実施している研修生が
いるため合計は11名とならない

－７－

2-③　信州フォレストコンダクター育成事業

事 業 区 分

個 別 研 修

集 合 研 修

フォレストコンダクター
連携会議

予 算 額
（ 千 円 ）

3,300

950

計
4,581

［4,581］

　里山を活用した地域づくりから、森林管理、木材の出荷・利用等にわたり、経営感覚を持
ちながら総合的な視野で指揮することのできる人材を育成する

○ 3月26日　受託事業者の公募開始
○ 5月22日　選考委員会実施(応募11者)
○ 5月28日　委託候補者決定(11者)
○ 7月下旬　委託契約締結
○ 2月29日　事業完了(3月上旬完了検査)

地域 事業体名 育成者職名 育成者氏名 地域 事業体名 育成者職名 育成者氏名

佐久 南佐久南部森林組合 業務課　課長補佐　 渡辺　正美 長野 長野森林組合　 更埴支所　支所長　 春日　賢一

上小 信州上小森林組合 川東支所　支所長代理　 小坂　真 長野 宮澤木材産業(株) 業務課　課長代理 宮澤　遥

諏訪 細川木材(株) 山林部長　 小林　武文 北信 北信州森林組合 業務課　主任 尾淵　義輝

上伊那 上伊那森林組合 森林整備課　課長補佐　 河合　寛 北信 栄村森林組合 業務課　主任 広瀬　将文

木曽 木曽森林組合 事業課　課長 松原　圭三 県域 長野県森林組合連合会 指導利用課　係長 牛島　俊平

松本 オガサワラ林業(有) 小笠原　敏貴 11名

●第1回集合研修

テーマ：自身の夢の明確化

助言者：県中小企業家同友会

関野 友憲 代表理事

●第2回集合研修

テーマ：企業の経営課題の解決

助言者：(株)協和精工

堀 政則 代表取締役

●第3回集合研修

テーマ：F･POWERプロジェクトとの連携

助言者：征矢野建材(株)

坪内 克己 製造副本部長

●第4回集合研修

テーマ：地方創生における林業の役割

助言者：NPO法人SCOP

鷲見 真一 理事長

●フォレストコンダクター連携会議

30名のコンダクター登録者及び候補

生のうち19名参加



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　事業の主な実施状況

(1) 広報事業

(2) 県民会議、地域会議

 ･ 普及啓発イベントの開催

3-①　みんなで支える森林づくり推進事業

事 業 内 容 事業主体 予 算 額

－８－

 ･ みんなで支える森林づくり県民会議の開催

 ･ みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)

県
９，２５１千円

[9,251千円]

 ･ 森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発
 ･ ラジオ番組による普及啓発

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るとと

もに、森林づくりに対する意識の醸成を図る。また、県民の代表等による第三者機関を

設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

森林税を活用し

てこんな取組に

番組２局延べ10回

みんなで支える森林づくり

県民会議の開催状況

（県民会議延べ３回、地域会議延べ２２回）

地域イベントにおける

森林税ＰＲ（北信管内）

地域に適した広報活動の展開(10地域)
チラシ、ケーブルテレビ、フォーラム、地域イベント、地元情報誌、木工作体験等

県内ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱでの

森林税ﾘｰﾌﾚｯﾄの設置

４３５店舗 ８，７００部設置

ラジオ番組によりに

より森林税の取組等

をＰＲ

市町村役場での森林税

ＰＲ（北安曇管内）

地域イベントにおける

森林税ＰＲ（木曽管内）

みんなで支える森林づくり

地域会議の開催状況



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　森林の里親契約実績 （平成27年3月末見込）

３　森林（もり）の里親フォーラムin名古屋の取組
○　開催日時　　平成27年９月３日（木）　　午後１時３０分～４時

○　主な内容　　基調講演　「企業の力でよみがえる森林づくり」

　　　　　　東京農業大学　宮林教授

事例発表　TDKラムダ(株)、JXエネルギー(株)、

　　　　　　NPO森のライフスタイル研究所

パネルディスカッション

○　参加者　　　　64名

－９－

計 122 106者 50市町村

(株)エステム長野 木曽町 協議額 　　　　　　　　－

大建工業(株) 塩尻市北小野財産区 100 　　　　　　　　－

協議額 　　　　　　　　－

北信商建(株)、北友会 飯綱町 300 　　　　　　　　－

酒井産業(株) 塩尻市 なし 　　　　　　　　－

カゴメ(株) 富士見町 500 　　　　　　　　－

横浜ゴム(株)長野工場 豊丘村 協議額 　　　　　　　　－

２７年度 10

長野日本無線(株) 宮野平自然の森（長野市） 300 　　　　　　　　－

内外薬品(株) 木曽広域連合 ｹﾛﾘﾝ桶1個に付100円 　　　　　　　　－

愛知県みよし市 木曽町 なし 　　　　　　　　－

(株)エステム 木曽町

小計 112 96者 49市町村 396,251 2,961

２６年度 16 アルプス中央信用金庫ほか１５者 駒ケ根市ほか９地域 62,588 225

２５年度 9 日信工業㈱ほか８者 松川村ほか８地域 49,264 326

２４年度 12 ㈱損害保険ジャパンほか11者 筑北村ほか11地域 54,873 371

２３年度 13 KDDI(㈱ほか12者 長野市ほか12地域 56,142 506

２２年度 11 相互印刷工芸㈱ほか９者  池田町ほか１０地域 40,227 391

２１年度 13 長野滋賀県人会ほか１０者  岡谷市ほか１０地域 51,966 427

２０年度 12 長野朝日放送㈱ほか１１者  佐久市ほか１１地域 23,440 336

１９年度 6  ㈱バンダイほか５者  山ノ内町ほか４地域 16,100 50

１８年度 5  タカシマヤほか４者  茅野市ほか４地域 13,150 102

１５年度 1  ダイドードリンコ㈱  朝日村 500 20

１７年度 5  サントリー㈱ほか４者  塩尻市ほか４地域 18,000 108

１６年度 9  イオン環境財団ほか７者  上田市ほか７地域 10,000 99

計
１，２４０千円

[1,240千円]

年 度
年　間
契約数

契 約 者 支 援 金 額 森林整備面積

企 業 等 地 域 （千円／年） （ha／年）

普 及 啓 発 活 動

　企業等への個別訪問及びPR活動・パンフレット
の作成

県

８７０千円

　首都圏企業の誘致に向け銀座ＮＡＧＡＮＯを利
用した里親講座の開催

１０２千円

　中京圏企業の誘致に向けたフォーラム開催 ２６８千円

3-②　森林(もり)の里親促進事業

事 業 区 分 事 業 内 容 事業主体 予 算 額

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活

動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。
社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業

等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の促進と交流を通じた地域活性化を図る。



－１０－

契約記念式典（中島副知事出席）

【カゴメ(株)と富士見町】

（平成27年８月実施）

契約記念式典

【酒井産業(株)と塩尻市】

（平成28年２月実施）

地域の方とのふれあい（山菜ジビエなど）

【オリンパスと辰野町、門前山林組合】

（平成27年５月実施）

契約記念式典

【長野日本無線(株)と宮野平自然の森

（長野市西条）】（平成27年５月実施）

行員による森林整備

【八十二銀行と本郷財産区】

（平成27年５月実施）

高校生による除伐・搬出作業

【都立北園高校と西春近自治協議会】

（平成27年５月実施）



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　実施状況及び今後の予定
　平成27年07月01日 第１回審査委員会を長野市内で開催し、３件の申請を審査
　平成27年07月16日 認証式を長野市内で開催し、373.5t-CO2/年の吸収量を認証
　平成27年09月08～09日 第２回審査委員会（現地調査等）を立科町等で開催
　平成28年03月18日 第３回審査委員会を長野市内で開催し、10件の申請を審査(予定)
　平成28年03月22日 認証式を長野市内で開催し、申請10件の吸収量を認証(予定)

３　森林CO₂吸収量の認証状況 (３月末見込) 　※森林(もり)の里親契約順

30.60
（一社）ｍｏｒｅ　ｔｒｅｅｓ

ＧＥ富士電機メーター株式会社

－１１－

ミサワホーム株式会社 松 本 市 0.50
小計 10　件　／　16　者 1,020.62

28年３月22日

（予定）

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

計 13　件　／　19　者 1,102.89

小 諸 市

小計 ３　件　／　３　者

駒ヶ根市 10.59
グローブライド株式会社

（未確定）

府中市 佐久穂町 93.32

アイシン精機株式会社

根 羽 村 195.69

須 坂 市 83.75
ＮＴＮ株式会社　長野製作所

南相木村 453.17

新宿区 伊 那 市 123.22

株式会社アドヴィックス

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
アイシン高丘株式会社
アイシン・エーアイ株式会社

株式会社セガホールディングス

373.5

安曇野市 20.25

27年７月16日
沖電気工業株式会社 小 諸 市 10.8 1.03
住友理工株式会社 池 田 町 317.2

82.27

住友理工株式会社 池 田 町 9.53

アイシン化工株式会社

72.68
郵船ロジスティクス株式会社 立 科 町 45.5 8.56

森林ＣＯ２吸収量の
評価・認証

　森林(もり)の里親企業等の支援により実施した
間伐等の森林整備によるCO2の評価・認証を行う 県

４３３千円
[417千円]

発行年月日
認　証　対　象　者

（森林の里親企業等）
評価対象森林
所在市町村名

CO₂吸収量
（t-ＣＯ２/年）

評価対象面積
（ha）

3-③　地球温暖化防止吸収源対策推進事業

事 業 区 分 事 業 内 容 事業主体 予 算 額

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のＣＯ２吸収量を長野県が評価

することにより、企業等による森林整備を促進する。

審査委員会 森林CO2吸収量認証式 現地調査



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　実施状況

申請書受付、審査委員会の開催

３　県産材CO₂固定量の評価・認証見込（３月末）について

t-ＣＯ２/年

生活総合センターいいじま

長野駅東西自由通路

木祖村地域交流施設

ながと保育園

東御市 東御市立田中保育園

長野市

須坂市

長野市

門前回廊

須坂市立井上保育園

地すべり防止事業第５号工事

飯島町

長野市

木祖村

上田市

194.9

     　　　　 建材の認証相談 ２件）

 ○　3月 8日　第３回審査委員会を開催 （認証審査等　公共建築物８件認定、建材１件認証予定）

施設所在
市町村名

施設所在
市町村名施設名 施設名

松本市 あがた児童センター

大桑村 下在地区地域交流施設

飯田市

阿智村

佐倉公園あずまや

上郷農山村交流センター

3-④　地球温暖化防止木材利用普及啓発事業

事 業 区 分 事業内容 事業主体 予 算 額

木製品の販売促進 　○制度のＰＲ及び県産木製品の販売促進活動

審 査 及 び 認 証
　○固定量認証制度審査委員会の開催
 　・申請書の審査、制度運営等の検討

県
503千円
[503千円]

 ○　8月11日　第１回審査委員会を開催 (認証審査等　公共建築物４件認定、評価基準の改正)

 ○　1月12日　第２回審査委員会を開催（認証審査等　公共建築物２件、公共土木工事１件認定、

H27.8.11

89.4

H28.3.8

CO₂固定量
（t-ＣＯ２/年）

発行年月日 CO₂固定量
（t-ＣＯ２/年）

発行年月日

16.2

8.0

伊那市 複合福祉施設みぶの里

1.8

9.1 137.8

57.0

22.8 他３件　合計８件　約580ｔ-CO2

91.6 212.4

37.3

計 １５件　 約1,200

H28.1.12

164.6

－１２－

県産材を使用した住宅や事業所の木質化、木製品等の二酸化炭素固定量を認証する認証証

書を県が発行することで、県産材を利用した「環境貢献度」を見える化し、県産材を利用す

ることが地球温暖化防止と地域の健全な森林づくりの推進となることをＰＲする。

認証事例

公共建築物

（松本市 あがた児童センター）

県産材使用量 168.0m3

CO2固定量 89.4ｔ-CO2

認証事例

公共建築物

（長野市 門前回廊）

県産材使用量 285.9m3

CO2固定量 164.6ｔ-CO2



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　事業の実施状況
（１）地方事務所別実施状況　（木育活動支援）

件数 件数 件数

1 9 1

4 1 3

3 6
3 － 31

（２）状況写真

事 業 区 分 事 業 内 容 事業主体 補助率 予 算 額

 木育県域活動支援
県内小中学生を対象とした手作り木
育コンテストの開催支援

県木材青壮年
団体連合会

１／２以内 700千円

 木育活動支援 各地域での木育推進活動の支援
市町村、

ＮＰＯ法人等
10／10以内 8，200千円

3-⑤　木育推進事業

 その他 木育推進員の育成等 県 － 216千円

 木育推進員の派遣
各地域での木育推進活動へ指導員を
派遣

県
（地方事務所） － 744千円

計
9,860千円

[9,860千円]

計画承認額

必要金額（千円） 必要金額（千円） 必要金額（千円）

7,552

－１３－

佐　久 298 下伊那 1,050 長　野 100

区　分
計画承認額

区　分
計画承認額

区　分

上伊那 1,250 北安曇 － 計

1,040

諏　訪 1,070 松　本 1,813

上　小 861 木　曽 70 北　信

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会と

しての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

地域材利用のプロセスの（製材段階）見学

（佐久穂町）

（３月末見込）

木工教室

（山形村）

専門家による森林学習の機会提供

（諏訪市）

地域材でスノコづくり

（豊丘村）

■　県域活動支援 （単位：円）

地　事 市町村名 事業計画者 活動内容 補助金

県庁 全県 長野県木材青壮年団体連合会 県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援 700,000

■　木育活動支援 （単位：円）

地　事 市町村名 事業計画者 活動内容 補助金

佐　久 佐久穂町 さくほ森の子育成会 学校林での森林・林業学習を実施する 298,000

上田市 上田市 里山から切り出した木材を利用した木工教室と森林教室を実施する 50,000

上田市 本原小学校 県産材で表札やプレートを作成する 30,000

上田市 海野町商店街振興組合 観光イベントに必要な資材を市民が木材で製作し、森林教室を実施する 360,000

小県郡長和町 和田のあしたを考える会 森林学習と木工教室を実施する 421,000

岡谷市 岡谷小学校 アカシアの伐採とそれを活用し、オルゴールの製作を実施する 330,000

岡谷市 田中小学校 県産材を使い、掲示板を製作する 330,000

諏訪市 城北小学校 県産材を活用し、掲示板やベンチ、遊具製作を製作する 410,000

伊那市 伊那市 親子を対象に地域材を活用した木工教室を実施する 400,000

伊那市 東春近小学校 丸太材運搬、丸太加工、カヌー等補修を実施する 450,000

中川村 中川村 県産材を活用した木工教室を開催する 400,000

飯田市 飯田東中学校 リンゴ園の柵を製作する 130,000

飯田市 千栄小学校 学有林の材を活用しての炭焼体験を実施する。 80,000

飯田市 飯伊森林組合 製材工場の見学とベンチ・本棚・箸等の製作を実施する 175,000

阿南町 新野小学校 体育館ステージのひな壇を製作する 110,000

阿南町 和合森林組合 県産材を活用したミツバチの巣箱づくりの実施と森林学習を実施する 30,000

阿智村 阿智第二小学校 図工室の本箱を製作する 100,000

大鹿村 大鹿村 県産材を活用した掲示板を製作する 100,000

豊丘村 豊丘南小学校 県産材を活用したプールスノコを製作する 200,000

根羽村 根羽村 県産材を活用した木製プランターを製作する 125,000

木　曽 木曽町 木曽町環境協議会 県産材を利用した巣箱を製作する 70,000

安曇野市 あづみの再活の松プロジェクト 被害材を活用した木工教室を実施する 350,000

塩尻市 塩尻市 県産材の玩具を活用したイベントの開催を実施する 290,000

山形村 山形村 学校林整備及び間伐材を使った木工作を実施する 330,000

安曇野市 安曇野市 普段使用している木製の机・椅子のメンテナンスを実施する 257,000

松本市 松本養護学校PTA 普段使用している木製の机・椅子のメンテナンスを実施する 200,000

朝日村 朝日村 森林の下刈作業や環境体験学習を実施する 386,000

長野 小川村 小川村 林業体験（間伐）を行い、切った木を活用して木工やピザ焼き体験をする 100,000

中野市 中野市 森林,木材に関する学習会や図書館に設置する椅子の製作を実施する 240,000

木島平村
NPO法人北信州の森林と家をつ
なぐ会

森林学習、製材工場見学、校舎の木質内装作業を実施する 300,000

栄村 栄村 製材工場の見学、木材を使用した丸太小屋作り等を実施する 500,000

計 7,552,000

上　小

諏　訪

北　信

上伊那

下伊那

松　本



（３）事業ごとの内訳

－１４－

■　県域活動支援 （単位：円）

地　事 市町村名 事業計画者 活動内容 補助金

県庁 全県 長野県木材青壮年団体連合会 県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援 700,000

■　木育活動支援 （単位：円）

地　事 市町村名 事業計画者 活動内容 補助金

佐　久 佐久穂町 さくほ森の子育成会 学校林での森林・林業学習を実施する 298,000

上田市 上田市 里山から切り出した木材を利用した木工教室と森林教室を実施する 50,000

上田市 本原小学校 県産材で表札やプレートを作成する 30,000

上田市 海野町商店街振興組合 観光イベントに必要な資材を市民が木材で製作し、森林教室を実施する 360,000

小県郡長和町 和田のあしたを考える会 森林学習と木工教室を実施する 421,000

岡谷市 岡谷小学校 アカシアの伐採とそれを活用し、オルゴールの製作を実施する 330,000

岡谷市 田中小学校 県産材を使い、掲示板を製作する 330,000

諏訪市 城北小学校 県産材を活用し、掲示板やベンチ、遊具製作を製作する 410,000

伊那市 伊那市 親子を対象に地域材を活用した木工教室を実施する 400,000

伊那市 東春近小学校 丸太材運搬、丸太加工、カヌー等補修を実施する 450,000

中川村 中川村 県産材を活用した木工教室を開催する 400,000

飯田市 飯田東中学校 リンゴ園の柵を製作する 130,000

飯田市 千栄小学校 学有林の材を活用しての炭焼体験を実施する。 80,000

飯田市 飯伊森林組合 製材工場の見学とベンチ・本棚・箸等の製作を実施する 175,000

阿南町 新野小学校 体育館ステージのひな壇を製作する 110,000

阿南町 和合森林組合 県産材を活用したミツバチの巣箱づくりの実施と森林学習を実施する 30,000

阿智村 阿智第二小学校 図工室の本箱を製作する 100,000

大鹿村 大鹿村 県産材を活用した掲示板を製作する 100,000

豊丘村 豊丘南小学校 県産材を活用したプールスノコを製作する 200,000

根羽村 根羽村 県産材を活用した木製プランターを製作する 125,000

木　曽 木曽町 木曽町環境協議会 県産材を利用した巣箱を製作する 70,000

安曇野市 あづみの再活の松プロジェクト 被害材を活用した木工教室を実施する 350,000

塩尻市 塩尻市 県産材の玩具を活用したイベントの開催を実施する 290,000

山形村 山形村 学校林整備及び間伐材を使った木工作を実施する 330,000

安曇野市 安曇野市 普段使用している木製の机・椅子のメンテナンスを実施する 257,000

松本市 松本養護学校PTA 普段使用している木製の机・椅子のメンテナンスを実施する 200,000

朝日村 朝日村 森林の下刈作業や環境体験学習を実施する 386,000

長野 小川村 小川村 林業体験（間伐）を行い、切った木を活用して木工やピザ焼き体験をする 100,000

中野市 中野市 森林,木材に関する学習会や図書館に設置する椅子の製作を実施する 240,000

木島平村
NPO法人北信州の森林と家をつ
なぐ会

森林学習、製材工場見学、校舎の木質内装作業を実施する 300,000

栄村 栄村 製材工場の見学、木材を使用した丸太小屋作り等を実施する 500,000

計 7,552,000

上　小

諏　訪

北　信

上伊那

下伊那

松　本



１　事業の概要

（１）　目　　的

（２）　内容及び予算額

２　平成27年度事業実施内容

－１５－

長　野 小川村 立屋地区
NPO法人信州フォレスト
ワーク

北　信 飯山市 秋津地区
いいやまブナの森倶楽
部

地域森林の整備と利活用の推進を図るた
め、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの提案と先進地への視察
等を開催。

里山資源の利活用を進めるため、炭焼き生
産技術指導、技術講習会を開催。

300,000 円

300,000 円

合計 11地区

300,000 円

北安曇 大町市 八坂地区 大北林業研究グループ
里山資源の利活用を進めるため、地域材
（広葉樹）の有効利用講習会を開催。 209,000 円

長　野 長野市 大岡地区 大岡森林塾
地域森林（スキー場跡地等）の整備と利活
用の推進を図るため、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの提案
と先進地への視察等を開催。

300,000 円

木　曽 木曽町 木曽福島地区 木曽福島林業振興会
里山資源の利活用を進めるため、薪材生産
技術、安全作業技術講習会を開催。 300,000 円

松　本 松本市 寿地区 松本林業士会
里山林の整備を進めるため、伐採技術、
チェーンソーの安全教育等林業技術講習会
を開催。

214,600 円

上伊那 中川村 四徳地区 上伊那林業士会
里山林の整備を進めるため、伐採技術、
チェーンソーの安全教育等林業技術講習会
を開催。

300,000 円

下伊那 飯田市 下久堅地区
特定非営利活動法人
いいだ自然ｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄ山
法師

里山資源の利活用を進めるため、薪材生産
技術、安全作業技術講習会を開催。

300,000 円

上　小 青木村 村松地区 上小林業士会
里山資源の利活用を進めるため、薪材・き
のこ原木等生産技術講習会を開催。 103,400 円

諏　訪
茅野市

下諏訪町
金沢地区

いづみ湖公園
諏訪林業士・GM会

里山林の整備を進めるため、森林管理、伐
採技術、安全教育等林業技術講習会を開
催。

里山の健全化に向けた森林
整備等にかかる指導及び山
菜等の栽培や薪などの生産
に関する指導

地 域 リ ー ダ ー の 育 成
地域の課題に対する講習
会、先進地への視察等に関
する活動

300,000 円

地域 市町村 地区 事業主体 事業内容 補助金額

佐　久 佐久穂町 佐久穂町 佐久林業士会
里山資源の利活用を進めるため、炭焼き生
産技術講習会を開催。

2,927,000 円

3-⑥　里山活用推進リーダー育成支援事業

事 業 の 種 類 活 動 の 内 容 事業主体 交付率 予 算 額

地域のグラント゛デザインの
提 案

地域協議会の組織化、グラ
ント゛デザインの提案・作成
に関する活動

林業研究グ
ループ、林
業士、及び
特定非営利
活動法人等

　　 10／10以内
（1箇所30万円を上限）

３，０００千円里山整備及び資源の活用

林業技術を有する林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等が、地域に働き

かけ、技術指導や安全教育を実施する中で地域リーダーを育成し、里山資源の利活用の推進

と継続的に活動できる地域づくりを推進する。


