
林　務　部

１　予算額（案） (千円、％）

25年度当初予算額 24年度当初予算額 差引増減

(A) (B) (A)-(B)

一 般 会 計 17,818,060 17,563,251 254,809 101.5

県 営 林 経 営 費
特 別 会 計

林 業 改 善 資 金
特 別 会 計

（一般会計課別内訳）

25年度当初予算額 24年度当初予算額 差引増減
(A) (B) (A)-(B)

森 林 政 策 課 3,132,954 3,153,702 △ 20,748 99.3

信 州 の木振興課 4 008 930 2 734 421 1 274 509 146 6

課　　　名 (A)/(B)

平 成 25 年 度 当 初 予 算 の 概 要

会　計　名 (A)/(B)

557,396 396,480 160,916 140.6
（森林づくり推進課）

106,300 146,068 △ 39,768 72.8
（信州の木振興課）

資料３－１

信州の木振興課 4,008,930 2,734,421 1,274,509 146.6

森林づくり推進課 10,676,176 11,675,128 △ 998,952 91.4

２　予算（案）のポイント

(1) みんなの暮らしを守る森林づくり

(2) 木を活かした力強い産業づくり

(3) 森林を支える豊かな地域づくり

　社会全体の共通の財産である森林を健全な姿で次の世代に引き継ぐため、「森林を活か
し　森林に生かされる　私たちの豊かな暮らし」の実現に向け各種施策を推進します。
　特に、充実しつつある森林資源を活用し、長野県総合５か年計画（案）の「森林を活か
す力強い林業・木材産業づくり」に資する施策に重点を置いて取り組みます。

　　県民生活の安全・安心に資する森林づくりを推進するため、森林づくり県民税等を活用し必要
　　な間伐を22,000ヘクタール実施するとともに、治山事業等による「災害に強い森林づくり」、
　　松くい虫等の森林病害虫対策の取組を実施します。

　　健全な森林づくりに貢献し、循環型社会を支える産業として林業・木材産業が発展していくた
　　め、計画的な素材生産を進める林業経営団地及び林内路網等の整備、経営感覚を持った人材の
　　育成を行うとともに、県産材の集中型加工流通体制づくりや様々な用途での県産材の需要拡大
　　を進めます。

　　持続可能な森林管理や、森林を活用した交流を促進するため、薪やきのこなどを活用した地域
　　主体の里山利用の取組や森林づくりへの企業等の参加など、森林の多面的利用を促進します。
　　また、深刻化している野生鳥獣被害に対し、防除・捕獲・生息環境対策・ジビエ振興の各対策
　　を組み合わせ、地域の実情に応じた総合的な被害対策を推進します。





林務部主要事業一覧

※【　】は長野県総合５か年計画のプロジェクト関連事業

26,722

森林政策課
  FAX　026-234-0330 [26,918] *計画樹立地域（千曲川上流地域）：117,101ha（H25）

  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp

130,000

・事業主体　　 市町村
・補助率　 10/10以内、2/3以内

森林政策課 *間伐面積：22,000ha（H25）

  FAX　026-234-0330 [130,000]
  E-mail　rinsei@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

　地域固有の課題に精通する市町村が行うきめ
細かな森林づくりの取組を支援するため、市町
村の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します。
　このうち、県民共通の財産である水源林を保全
していくため、市町村が公的管理を行うために水
源林を取得する取組を新たに支援します。

森林づくり推進支援金

【環境・エネルギー自立地域創造】

事　業　名
予　算　額

[平成24年度当初予算額]

　　　　　（千円）

事　　業　　内　　容
（*は各事業の成果目標）

　地域の特性に応じた森林整備方針や保全の方
法を明らかにするため、森林法に基づき、10年を
１期とする地域森林計画を樹立し、本県の森林
施策を計画的に行います。

地域森林計画樹立事業費

754,508

【農山村産業クラスタ―形成】

【環境・エネルギー自立地域創造】

・事業主体　　 市町村等
・補助率　 定額

*林業経営団地の面積
信州の木振興課 　：〈累計〉32,000ha（H24）→59,000ha（H25）

  FAX　026-235-7364 [250,995]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

4,300

*フォレストコンダクター育成数：10人（H25）

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

　低コストで効率的な木材生産により、持続可能
な林業経営を実現するため、まとまりのある一定
面積の森林を「林業経営団地」として設定し、団
地内における所有境界の明確化と林内路網の
整備を集中的に支援します。

林業再生総合対策事業費

　里山を活用した地域づくりから、森林管理、木
材の出荷・利活用にわたり、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知識と技
術を有する人材を育成します。

信州フォレストコンダクター育成
事業費

【農山村産業クラスタ―形成】

新



事　業　名
予　算　額

[平成24年度当初予算額]

　　　　　（千円）

事　　業　　内　　容
（*は各事業の成果目標）

3,000

・事業主体 区、集落、地区協議会等
・補助率　 10/10以内(定額)

信州の木振興課 *里山活動実施箇所数：10箇所（H25）

  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

14,787

【農山村産業クラスタ―形成】

【環境・エネルギー自立地域創造】

信州の木振興課 *生産システム検証数：3種類（H25）

  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

5 368

　間伐材、特用林産物等の里山の多様な森林資
源を、地域が主体となって利活用することで、自
立的・自発的な里山管理につなげる先進的な取
組を支援します。

里山利用総合支援事業費

　大半が未利用となっている病害虫による被害材
や広葉樹等の森林資源を有効活用するため、伐
採から搬出に至る生産過程を検証し、低コストで
効率的な生産システムを構築することにより、信
州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクト及び健全な森林の持
続的な管理を推進します。

未利用木材生産システム検証
事業費

　信州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクトの推進により、持
続的に発展する競争力の高い林業・木材産業をサプライチェーンセンター構築

新

新

新

5,368

【農山村産業クラスタ―形成】
【環境・エネルギー自立地域創造】

・事業主体　

・補助率 10/10以内(定額)

信州の木振興課県産材利用推進室 *素材生産量
  FAX　026-235-7364 [0] 　：329千㎥(H23）→330千㎥(H25）

  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

12,500

・事業主体　自治組織、NPO等が組織する団体等
･補助率　　　10/10以内(定額)

信州の木振興課県産材利用推進室 *モデル地域創出数：5地域（H25）

  FAX　026-235-7364 [0]
  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp （森林づくり県民税基金活用事業）

県、長野県森林整備加速化・
林業再生協議会

続的に発展する競争力の高い林業・木材産業を
実現するため、製材工場等への木材の安定供給
に必要な需給情報を一元的に管理する「サプラ
イチェーンセンター（仮称）」を構築し、県内の木
材流通を改善します。

サプライチェーンセンター構築
事業費

  身近な里山からの間伐材を有効に活用するた
め、地域が主体となって、薪などの木質バイオマ
スとしての利用や商店街等の木質化に取り組む
など、先進的なモデル地域を支援します。

信州の木活用モデル地域支援
事業費

【農山村産業クラスタ―形成】

新



事　業　名
予　算　額

[平成24年度当初予算額]

　　　　　（千円）

事　　業　　内　　容
（*は各事業の成果目標）

2,500

・事業主体

・補助率 10/10以内(定額)

信州の木振興課県産材利用推進室 *信州木材認証製品出荷量
  FAX　026-235-7364 [7,820]   ：9,000㎥（H23）→11,000㎥（H25）

  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp （森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

821,987

・事業主体 市町村等　
・補助率　 1/2以内

信州の木振興課県産材利用推進室 *公共事業における木材使用量
  FAX　026-235-7364 [63,484]   ：12,000㎥（H21～23平均）→14,000㎥（H25）

  E-mail　mokuzai@pref.nagano.lg.jp （一部 森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

232 603

　住宅分野への県産材の需要拡大及び県産材
の認知度向上を図るため、県産材住宅のＰＲや
工務店・建築士を対象とした信州木の家推進員
の育成に対し支援します。

信州の木と住まいの総合対策
事業費

長野県森林整備加速化・林業
再生協議会

　県産材需要を一層拡大するため、県産材を一
定以上利用し建築する木造公共施設の整備費
に対して助成します。

木造公共施設整備事業費

  県土の防災や景観上重要な役割を果たしてい
る松林を松くい虫被害から守るため 市町村が行松林健全化推進事業費 232,603

・事業主体 市町村　、県
・補助率　 3/4以内、1/2

森林づくり推進課 *対象松林の被害区域面積率：70％以内の維持

  FAX　026-234-0330 [224,520]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp （一部 森林整備加速化・林業再生基金活用事業）

1,296

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [0] *実行委員会の設置及び基本構想の策定（H25）
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

88,000

（野生鳥獣捕獲・管理事業）

*本事業によるニホンジカ捕獲頭数：6,000頭（H25）
森林づくり推進課野生鳥獣対策室

  FAX　026-235-7279 [60,000]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp 　（雇用基金活用事業）

　平成28年度の第67回全国植樹祭の開催に向
け、実行委員会の設置・運営と基本構想の策定
などの準備を進めます。

第67回全国植樹祭推進事業費

る松林を松くい虫被害から守るため、市町村が行
う被害木の駆除や薬剤による予防措置に係る経
費に対して助成します。

松林健全化推進事業費

　ニホンジカの捕獲を強化し、食害等の被害を軽
減するため、囲いわな等の新たな捕獲方法を検
証しながら、メスジカを中心とした集中的な捕獲
を実施します。

シカの効率的捕獲方法推進事
業費

新



事　業　名
予　算　額

[平成24年度当初予算額]

　　　　　（千円）

事　　業　　内　　容
（*は各事業の成果目標）

2,000

・事業主体 市町村等
・補助率 １/2以内

森林づくり推進課野生鳥獣対策室

  FAX　026-235-7279 [0] *地域の猟友会射撃場整備支援数：１施設（H25）
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

信州ジビエ活用推進事業費 8,716

【農山村産業クラスタ―形成】

*認証獣肉処理施設数
森林づくり推進課野生鳥獣対策室   ：0施設（H24）→４施設（H25）

  FAX　026-235-7279 [342]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp 　（一部雇用基金活用事業）

補助公共事業費 8,948,038

　狩猟者の高齢化等による減少で捕獲の担い手
が不足している中、有害鳥獣捕獲に従事する銃
猟者の確保・育成に資する民間射撃場の整備に
対し支援します。

銃猟者育成射撃場整備支援事
業費
（野生鳥獣保護管理体制整備
事業）

　信州ジビエのブランド化を目指し、信州産シカ
肉認証制度の構築や情報発信のための全国ジ
ビエサミット（仮称）の開催等により、シビエ振興を
総合的に推進します。

補助公共事業費

区　分 予算要求額
林　道 1,094,055

新

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [10,389,965]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

県単独公共事業費 656,186

信州の木振興課
  FAX　026-235-7364
  E-mail　ringyo@pref.nagano.lg.jp

森林づくり推進課
  FAX　026-234-0330 [398,007]
  E-mail　shinrin@pref.nagano.lg.jp

治　山 5,446,241
林 道 , ,

治　山 277,592

造　林 2,407,742
計 8,948,038

※造林事業は森林整備加速化・林業再生基金
   活用事業及び森林づくり県民税基金活用事業
   を含む

※この他、平成24年度2月補正（経済対策分）に
   5,378,315千円を計上しています。

県単独公共事業費

区　分 予算要求額
林　道 10,260

造　林 368,334
計 656,186

※造林事業は森林づくり県民税基金活用
   事業を含む


