
l別冊4 I 

みえ森と緑の県民税の取組について

平成27年6月

農林水産部



｛目次）

災害に強い森林づくり推進事業の概要・・・・・・・・・・ 1

平成 26年度

災害に強い森林づくり推進事業実施箇所一覧・・・・・・・ 2

平成 26年度

みえ森と緑の県民税市町交付金事業対策区分別一覧・. . . 3 

平成 26年度

みえ森と緑の県民税市町交付金事業の取組状況について・・ 4



災害に強い森林づくり推進事業

三重県農林水産部治山林道課

近年頻発する豪雨等の異常気象の増加をふまえ、流木や土砂の流出による災害発生の恐れのある
「崩壊土砂流出危険地区（以下、危険地区）Jの渓流沿いの森林を対象に、県が流木災害等を抑制す
るため、①渓流肉の危険木の除去、②流木や土砂の流下を緩衝する渓流沿いの森林整備、③倒木や
土砂の渓流への流入を抑制する山腹斜面での森林整備など、災害緩衝林の整備を進めます。
また、危険地区流域内の森林において、豪雨時に流下して下流に被害を与えるおそれのある治山施

設等に異常堆積した流木や土砂等について、除去を行います。

I 災害緩衝林整備事業
①危険地区渓流部において、流木になる恐れのある
危険木を下流へ流れ出さなくするためにf危険木の
伐採、撤去j

②①の周辺渓岸部において、上流からの土砂の流下
を緩和するためにf立木の大径化を促す調整伐、伐
採木の撤去j

③①②の周辺山腹部において、渓流内に土砂が流れ
出さなくするためにf立木の根系の発遣を促す調整
伐j

H 土砂聞流木緊急除去事業
危険地区流域の森林において、豪雨等によっ

て流出し人家等に被害を与える恐れのあるr異
常堆積した流木や土砂等の除去J
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③立木の根茎の発達を

促す調整伐（山腹部）

林道（既設）

※崩壊土砂流出危険地区とは、

地形（傾斜、土層深、渓床勾配）、地質、林況等

からみて、山腹崩壊等！こより発生した土砂が土

石流となって流出し、人家、公共施設に被害を

与えるおそれがある地区を表したものです。国

の調査婆領に基づく調査結果であり、土地利用

等に制限を加えるものではありません。

整備後の森林状況（大紀町内）



平成26年度災害に強い森林づくり推進事業実施箇所

災害緩衝林整備事業

市町名 大字等 地区名

亀山市 加太神武 深切

津市 美里町桂畑 小屋ノ谷

津市 美里町桂畑 コサガノ

津市 芸濃町河内 芝草（南之垣内）

松阪市 嬉野矢下町 小谷口

松阪市 嬉野小原町 峠谷1

松阪市 嬉野上小川町 髭山3

松阪市 飯高町下滝野 小別当

大台町 南 島谷

大紀町 崎 羽下谷

大紀町 大内山 池ノ谷越

南伊勢町 村山 下塚谷

大紀町 崎 大平

伊賀市 上阿波 稲妻

伊賀市 諏訪 青木谷

伊賀市 島ヶ原 桂谷

名張市 青蓮寺 コウジンダニ

紀北町 紀伊長島区十須 大野内

紀北町 紀伊長島区島原 北又

紀北町 紀伊長島区十須 栃山

熊野市 五郷町湯ノ谷 三ツロ

熊野市 五郷町桃崎 谷口

熊野市 飛鳥町佐渡 棚ヶ谷

熊野市 五郷町寺谷 桑瀬谷

紀宝町 桐原 大地山

合計 25笛所

土砂 m流木緊急除去事業

市町名 大字等 地区名

いなべ市 藤原町山口 冷川

大紀町 崎 大平

伊賀市 勝地 大坪

熊野市 五郷町寺谷 桑津長谷

熊野市 五郷町寺谷 清水谷

熊野市 飛鳥町神山 石間淵

合計 6箇所
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平成26年度みえ森と緑の県民税市町交付令事業

l.対策区分別まとめ

H27Ji.30詩点

対策区分
取締件数 交付金額（千円）

事業数 市町数 基本配分 特別配分 計 割合（%）

対策1 土砂やj荒木を出さない森林づくり 2 2 5,844 。 5,844 2.2% 

対策2 暮らしに身近な森林づくり 25 15 79,529 33,334 112,863 42.8% 

対策3 森を育む人づくり 24 15 34,409 4,000 38,409 14.6% 

対策4 木の葉る空間づくり 22 15 64,062 29,322 93,383 35.4% 

対策5 地域の身近な水や緑の環境づくり 7 5 13,305 。 13,305 5.0% 

dにbヨ、 計 80 ー 197,148 66,656 263,804 100% 

2.対策区分毎まとめ

対策1 土砂や流木を出さない森林づくり

取組のカテゴリ
取組件数 ｜ 交付金額（千円）

事業数 ｜ 市町数 ｜基本配分 i特別配分｜ 計

1-1 渓流内の倒木や流木の除去

合計
。ι国
n
t

2 nu
一一nu

5,844 
＝怠＝
5,844 

割合（弘）
＝＝＝＝＝＝＝＝ 

100児

100% 

対策2 暮らしに身近な森林づくり

取組のカテゴリ
取組件数 交付金額（千円）

事業数 市町数 基本配分 特別配分 言十 割合（%）

2-1 皇山や竹林の整備 13 11 51,114 13334 64,448 57.1% 

2-2 人家裏や道路沿い等の危険木の除去 5 5 13,874 。 13,874 12.3% 

2-3 病虫被害木の伐倒駆除や賄除 4 4 12,954 。 12,954 1L5見

2-4 水源林の公有林化 。 20000 20,000 17.7% 

2-5 学校林の整備 421 。 421 0.4% 

2-6 貸し出し用ウッドチツIfーの整備 1,166 。 1,166 1.0% 

dロ::... 言十 25 一 79,529 33,334 112,863 100% 

対策3 森を育む人づくり

取組のカテゴリ
取組件数 交付金額（千円）

事業数 市町数 基本配分 特別配分 計 割合（%）

3-1 小学生対象の森林環境教育 5 5 7,114 。 7,114 18.5% 

3-2 市町民対象の木工等の体験 4 4 3 710 。 3,710 9.7% 

3-3 小学校への木製机・椅子の導入 4 3 10,822 4000 14,822 38.6% 

3-4 子ども対象の木製遊具等の配布や導入 3 3 3,469 。 3,469 9.0% 

3-5 市町民対象の啓発イベント開催 3 3 1,593 。 1,593 4.1% 

3-6 森林・木材関連図書コーナーの新設 99 。 99 0.3弘

3四 7 森林環境教育のためのフィールド整備 3,870 。 3,870 10.1% 

3-8 公共的施設への木製什器類導入補助 2 2,381 。 2,381 6.2% 

3-9 中学生対象の森林環境教育 1,350 。 1,350 3.5覧

4ロ』 言十 24 一 34409 4,000 38,409 100% 

対策4 木の葉る空間づくり

取組のカテゴリ
取組件数 交付金額（千円）

事業数 市町数 基本配分 特別配分 言十 割合（児）

4-1 公共建築物等の木造・木質化 12 10 46,397 19,176 65,573 70.2弘

4-2 公共施設内への木製備品類の導入 5 5 6,920 10,146 17,066 18.3弘

4-3 地域材を活用した住宅建設への支援 3 2 8,939 。 8,939 9.6% 

4-4 木質バイオマス利用促進のための未利用問伐材運搬支援 2 2 1,806 。 1,806 1.9見

dロ::... 言十 22 64,062 29,322 93,383 100弘

対策5 地域の身近な水や緑の環境づくり

取組のカテゴリ
取組件数 交付金額（千円）

事業数 市町数 基本配分 特別配分 計 割合同）

5-1 保育園の菌庭や公冨の芝生化 4 3 9,549 。 9,549 71.8お

5-2 身近な公園等の森林整備を行う住民活動支援 1,956 。 1,956 14.7九

5-3 工場・事業所における緑化活動への補助 2 1,800 。 1,800 13.5% 

ぷロ』 言十 7 13,305 。 13,305 100九
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平成 27年 6月19 

5ま重県農林水産部みどり共生推進課

～土砂や流木を出さない森林づくり～
大紀町の取組

・次期豪雨時に下流域ヘ流出する可能性がある渓流沿いの倒木、）荒木の伐
採＠撤去を行いました。

。事業内容：倒木等伐採＠撤去本数150本

。実施主体：大紀町

く〉事業費：仁 512千円〈うち交付金： 1' 5 1 2千円〉

整備前 整備後
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・海岸林や人家周辺の危険木の伐採・除去や病害虫被害木の伐倒・駆除、被
害問止・維持保全のための樹幹注入等を実施しましだ。

。事業内容：実施面積ア. 2ha、伐採本数126本、樹幹注入116本

。実施主体：鈴鹿市

く〉事業費： 10, 41 6千円〈うち交借金： 10, 2 51千円〉

枯れ松・危険木伐僻後の状祝 被害拡大防止のための樹幹注入

＠集潜や公共施設周辺の森林で、台風等により倒木や落枝の恐れのある立
木を伐採することにより、地域住民の生活環境の向上や道路の安全性の
確保を図りました。

。事業内容：森林整備4. 34ha 

O実施主体：松阪市

く〉事業費： 7, 61 3千円（うち交付金：ア， 613千円〉

整備前 整備後
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・宮川と道路間にある放置された人工林を伐採することにより、台風時等の
倒木による交通障害や停電の防止を図るとともに、護岸防護の必要性が高
い揚所については地域性苗木を活用した広葉樹植栽を行いまレだ。

。事業内容：人工林伐採0.72ha（内、広葉樹植栽0.23ha)

。実施主体：大台町

く〉事業費： 8, 567千円（うち交付金： 8, 075千円〉

整犠前の状況 整備後の状況

＠集落周辺において拡大する竹林により、林内の植生が消滅し、居住区域
にも侵入レつつあるため、その竹林を伐採することにより、生活環境の
保全・向上を図りました。

。事業内容：森林整備0. 5 9ha 

O実施主体：御浜町

。事業費： 1' 8 3 6千円（うち交付金：七 836千円〉

竹林の整備前の状況 整備後の状況
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～森を育む人づくり～
木曽岬町の取組

・一級沼J11「木曽）1 IJの源流となる長野県木曽郡木祖村を訪れ、上流部の
森林の浮在によって下流地域が支えられていることを小学校5年生の周藁
51人が認識する機会を作るため、野外体験学習を実施しました。

＠児藁だちが森林からの恵みを体感することにより、森林の必要性や大切
さを実感することができましだ。

。事業内容：体験学習1泊（天然林散策、体験学習〉

く〉実施主体：木曽岬町、木曽岬町教育委員会

く〉事業費： 98ア千円〈うち交付金： 70ア千円〉

71く木沢天然林でのトレッキング キャンプファイヤー

～踏を胃む人づくり～
罵鷲市の取組

＠宮之上小学校の児霊と保護者、毅員等約250名が参加し、体育館で
市の職員から、森林の大切とさや地元の木材を使うことが地元の森林を
守り・脊てることにつながることの説明を受けた後、みんなで協力し
ながら地元産ヒノキを使った机と椅子を組み立てました。
組み立てだ机と椅子は、 2学期から使用しています。

。事業内容：机＠椅子（ 120セット〉の備品整備

。実施主体：尾鷲市教育委員会

く〉事業費： 4, 484千円〈うち交借金： 4, 093千円〉

森のはたらきや大切さを学びました 親子で協力して組み立てました 2学期から使っています
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～森を育む人づくり～
熊野市の取組

・県民のみなさんに森林や木を身近に感じていただき、三重県の森林や森
林づくり活動について関山を持っていだだ、くことを目的として「熊野の森
ふれあいフェスタ」を開催しましだ。

く〉事業内容：「語り部」さんと行く熊野古道ウオーク＆記怠植樹、
ステージイベント、木工体験、木製品の展示・販売等

。実施主体：熊野市、公益社団法人三重県緑化推進協会
。事業費1, 0 0 0千円〈うち交付金七 00 0千円〉

丸太の阜切り競争 熊野古道ウオーク

～森を青む人づくり～
伊賀市の取組

記念植樹

「伊賀市ウッドスタート事業Jとして、 1歳半の子ども疋ちに伊賀産材
のヒノキを使つだスプーンを、 3歳の子どもたちには県産材の箸を配布し
ています。また、子育て支援センタ一等に伊賀産材の木のおもちゃを導入
しました。
・乳幼児期からの木との触れ合いを通レて地域の木で作られだ製品や地域
の森ヘ興味＠関I~＼をちってもらうことを期待しています。

く〉事業内容：木のスプーン 1歳半健診時ア04人に配布
木のお箸 3歳児健診時ア 34人に配布
木のおもちゃ等 子育て支援センター等9箇所に配置

く〉実施主体：伊費市
。事業費：；乙 919千円（うち交借金： 2, 91 9千円〉

T歳半健診時「木のスプーンjをプレゼントしました

8 



～木の葉る空間づくり～
津市の取組

・津市民等の暮らしの揚に木の薫る空間づくりを図ることで、自然との調
和を図り施設利用者に木のぬくもりや癒しの刻果を感じていただくこと
を目的として、新しい斎場「いつくしみの杜Jで使用する机や椅子等を
津市産木材で整備しました。

「いつくしみの社」の建物は、経ヶ峰を望む敷地を津の海と捉え、建物
は翼を広げ疋烏を表現するなど、津の情景をデザインに取り入れていま
す。

。事業内容：新斎場内の什器備品の木質化

テーブル10台、椅子250脚、座埼子52脚
。実施主体：津市

く〉事業費： 11, 795千円〈うち交付金： 10, 9 4 3千円〉

～木の薫る盟関づくり～
鳥羽市の取組

0 10月にオープンした農水産物直売所＆地産ビ、ユッフェレストラン「罵羽
マルシェ」に、薪ストーブと県産材で作られたテーブル、ベンチを設置
しました。多くの方々に、木の温かみ（木製昂として、木質エネルギー
とレて〉に触れていただくことで、木の良さを感じ、木材の利用を推進
していこうとするものです。薪ストーブに使う薪ち、鳥羽市内で間伐さ
れた木材を利用しています。

。事業内容：薪ストーブ1基、木製テーブル10基、木製ペンチ30基

。実施主体：鳥羽市

く〉事業費： 4, 046千円（うち交付金： 4, 046千円〉
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～木の薫る空間づくり～
紀北町の取組

・三浦地域振興施設〈始神テラス〉内備昂類を地域産ヒノキ材を用いて
木質化し、ヒノキの薫る安らぎ、のある空間を来場者に提供します。

く〉事業内容：フードコート内テーブル大2台＠中6台＠小3台、

椅子30脚、ベンチ12脚、衝立3台、物販コーナー内

ディスプレイ棚5台、力ウンターテーブル1台。

く〉実施主体：紀北町

く〉事業費： 8. 591千円（うち交的金： 8, 591千円〉

整備前 整備後

～地域の身近な水や緑の環境づくり～
川越町の取組

＠北部保育所の国庭を芝生化することで、幼少期から緑に親しむ環境づく
りを進めまレた。

。事業内容：芝生化面積203m2、自動散水システム1式、

刈払機2台

。実施主体：川越町

。事業費： 3, 981千円〈うち交付金： 2, 555千円〉

整備前の状涜 整備後の状況
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