
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

スコリア土壌の森林荒廃対策
（水源の森林づくり事業）

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
森林部

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手
当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

センター名

県西地域県政総合センター

部名

第１号様式 

所属進行表 

 森林部長の内山です。森林部では、森林の持つ多面的な機能を発

揮させるため、地域森林計画等に基づき、水源の森林づくり事業を

はじめ、造林事業、保安林管理などを推進するとともに、山地災害

の防止と水源かん養機能の増進を図るための治山事業や、森林の適

正な管理に欠くことのできない林道事業を実施しています。 
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人件費　（注１）

収支の状況欄については、集約執行している総務部において計上するため、

空欄で表示しています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 40 35 35 35

上記以外の職員 9 17 19 14

計（人） 49 52 54 49

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　間伐材搬出促進事業実施状況

　　　間伐材搬出促進事業補助金の交付

　　　間伐材の集材搬出・運搬等を実施した事業者に対し、補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

10,600 ㎥ 0 1,109 3,867 6,539 0 11,515

148,196千円 0 13,851 50,429 83,916 0 148,196

　　　（間伐材搬出作業の様子）

２　林道事業実施状況

　　林道の開設、改良等に伴う工事を実施しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

20 件 3 10 5 2 0 20

384,157千円 29,703 217,544 85,556 48,819 0 381,622

３　治山事業実施状況

　　災害を受けた森林の復旧や、山地災害の防止を図る治山工事を実施しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

13 件 3 9 0 1 0 13

486,240千円 68,961 320,498 6,054 81,550 4,490 481,553

４　水源の森林づくり事業実施状況

　①　水源林測量委託業務発注件数

　　　水源林を確保するための測量を実施しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

22 件 4 10 6 0 0 20

195,000千円 28,349 69,553 44,351 2,759 0 145,012
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（計画）
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交付決定額（変更）

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：㎥・千円)

契約件数

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

間伐材搬出の実績 

間伐材搬出量 

累計 

(m3) 



　②　水源林整備業務発注件数

　　　水源かん養機能の高い森林づくりを推進するため、間伐等の森林整備を実施しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

34 件 9 17 6 0 0 32

606,951千円 146,922 400,107 47,129 13,153 0 607,311

５　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

契約金額

項目
年間目標
（計画）

契約件数及び契約金額　　　(単位：件・千円)

契約件数

項目 実績・進捗状況

【林業普及指導事業】
　森林所有者等を対象に、森林・林業に関
する知識や技術についての普及、指導を行
うとともに、試験研究機関との連携による
調査研究等を行なっています。

　年度計画作成

　県西地域林業再生推進協議会１回
　施業集約化推進部会３回
　関東・山梨ﾌﾞﾛｯｸ林業ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝｸｰﾙ１回
　親子木工教室の共催１回

　　　　　（親子木工教室の様子）

　施業集約化推進部会１回
　木育の共催１回
　森林経営計画を樹立した森林において作設
する作業道の先進事例に関する研修会１回

　　　　　（研修会の様子）
　県西地域林業再生推進協議会１回
　地域材及び穿孔性害虫被害材の利用促進を
図るための研修会１回

　

　　　　（研修会の様子）
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Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　治山事業、林道事業、公的管理森林の整備事業と、県が広域行政
の視点で直接行う取組と、林業普及指導事業、造林補助事業、間伐
材搬出促進事業など民間の力を引き出していく取組とがあいまっ
て、平成27年度の県西地域における森林･林業行政が推進されたと評
価する。

　治山・林道等の公共事業の上半期執行率は73%と上半期発注に努
め、県西地域の経済のエンジンをまわすことに貢献した。
　また、間伐材搬出促進事業については、約11%の進捗であるが、林
業普及指導事業を通して、着実に目標達成に向け森林所有者等と調
整している。

　治山・林道・水源の森林づくり事業については、上半期70%執行を
目標とし、関係機関等との調整や設計を実施した。
　また、間伐材搬出促進事業や林業普及指導事業については、円滑
な事業推進を図るため森林所有者や関係団体との入念な調整を行っ
た。

　間伐材搬出促進事業は、対前年度比155%の伸びとなり、県西地域
の森林所有者の意識や林業事業体における木材搬出への取組スタン
スが良い方向に転換しつつあることが数値に表れてきている。
　また、治山、林道、森林整備といった基盤整備の取組も概ね計画
どおりに進み、地道で効果発現に時間のかかる取組ではあるが、良
質な水を確保し、山地災害から県民を守るなど、この一年を通して
大きな役割を果たすことができたのではないかと考える。

0465-83-5111（内線321）連絡先（電話番号）

部長評価

　間伐材搬出促進事業については、これまで調整を実施してきた森
林所有者からの合意も得られ、着実に県産材が市場や加工工場に搬
出されるようになった。
　また、水源の森林づくり事業では、県西地域特有のスコリア土壌
の流出対策と一体となって森林整備が実施されるなど、取組みの効
果が現場において実感できるようになった。
　総じて森林部の業務は順調に進行していると評価できる。


