
局名 部名

環境農政局 緑政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

※上記以外の職員には、賃金を支出しているかながわ森林塾事業の演習林実習コースの受講者の数を含むた
め、四半期により増減します。

所属

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0506/

所属のホームページ

森林再生課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

第61回全国植樹祭 シンボルマーク

かなりんちゃん

こんにちは、かなりんちゃんです♪

森林再生課では、未来へつなぐ森林を再生するため、かながわ森林再生50

年構想の策定、林業の振興、林業の担い手の育成、林道事業と治山事業の推

進、県産木材の利用促進のための各種補助金の交付などの政策を総合的に

行っています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 27 26 26 26

上記以外の職員 5 25 25 5

計（人） 32 51 51 31

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 978,813 41,834 95,331 63,034 44,610 47,359 292,167

維持管理費 3,758 1,598 2,160 3,758

計 982,571 41,834 96,929 63,034 44,610 49,519 295,926

75,976 50,713 79,099 52,169 257,957

117,810 147,642 142,133 96,779 49,519 553,883

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0506/


Ⅳ　業務実施状況

１　主な補助金の交付状況等について

　①　かながわ認証木材活用促進事業費補助

　　　○

　(千円)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

1,900 1,900 0 0 0 1,900

木材の産地認証とは・・・

　②　県産木材活性化対策事業費補助

○

　(千円)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

1,500 1,500 0 0 △ 357 1,143

　③　苗木安定供給推進事業費補助

○

　(千円)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

12,803 0 0 8,383 0 8,383

※予算額と交付決定額の差4,420千円は、国庫補助金の交付決定減に伴う執行不可能額です。

団体

コンテナ苗の生産現場

　神奈川県産木材の安定供給を図るため、かながわ県産木材産地認証木材の認証事業に対して助
成しています。

団体

　県産木材の普及を図るため、林業・木材関係団体の行う県産木材普及事業に対して助成してい
ます。

項目
当初
予算額

交付決定額　

交付決定額　

　市場に流通する木材が神奈川県産であることを
認証機関（かながわ森林・林材業活性化協議会）
が認証すること。木材でも地産地消の動きが強
まっており、神奈川県では補助金を通じて県産木
材の流通強化に努めています。

団体

当初
予算額

補助先

　無花粉や少花粉のスギ・ヒノキを含む優良種苗の安定供給を図るため、コンテナによる苗木の
生産拡大のための生産施設等の整備に対して助成しています。

項目
当初
予算額

交付決定額　

無花粉、少花粉のスギや

ヒノキなどの生産拡大の

ために県のお金が使われ

ています。



２　県立２１世紀の森の運営について

○

○
○
○

県立２１世紀の森の年間利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50,000 18,127 10,388 7,471 4,154

17,937 10,139 9,910 4,108

３　かながわ森林塾事業について

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　県民のみなさんに緑豊かな森林の中で森林や林業について親しんでいただくための施設とし
て、２１世紀の森を指定管理制度により運営しています。２１世紀の森では、展示室のある森林
館、木工体験のできる木材工芸センターがありますので、ぜひ一度ご利用ください。
　所在地　南足柄市内山2870-5
　ＵＲＬ　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360721/
　連絡先　0465-72-0404

（写真）

素材生産技術コース（10名修了）、流域森林管理士
コース（５名修了）

演習林実習コース（19名修了）、素材生産技術コース
（10名受講中）、流域森林管理士コース（21名受講
中）

演習林実習コース（20名受講中）、素材生産技術コー
ス（10名受講中）、流域森林管理士コース（21名受講
中）

森林体験コース（26名修了）、森林整備基本研修（19
名修了）、素材生産技術コース（10名受講中）、流域
森林管理士コース（21名受講中）

進捗状況

※この事業は「かながわグランドデザイン」実施プロジェクト（【かながわグランドデザイン　実施計画プロジェクト
No.10農林水産④】）に位置づけられている事業です。同プロジェクトでは、数値目標の一つとして、「農林水産業の
新たな就業者数（企業参入・雇用就農を含む）」を掲げており、今年度の目標は130人となっています。
（http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45）

42,094

実習コース 実習コース

森林整備（間伐）の実習状況 苗木の扱い方の実習状況

（前年度実績）

累計

入館者数 40,140

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

２１世紀の森　春の風景

概要

かながわ森林塾事業では、
林業労働力の質的・量的確
保を図るため、林業事業体
への就労希望者向けのコー
ス（森林体験コース及び演
習林実習コース）、林業既
就労者対象コース（素材生
産技術コース及び流域森林
管理士コース）及び森林整
備基本研修を実施していま
す。
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４　県産木材のＰＲイベント等の開催状況について

○

（写真） （写真）

実績・進捗状況

第４四半期

第３四半期

第１四半期

○8月7日（日）西武東戸塚店エコフェア（来場者数250名・パネル展示・間伐材積木
　　　　　　　の配布等）

○5月22日（日）緑の祭典“かながわ未来の森づくり”2016 in おだわら（共催）
○5月28日（土）かながわ家づくりフェア（赤レンガ倉庫）（共催）

第２四半期

　森林再生課では、県産木材の普及のためのＰＲイベントや、県民の方々による森林づくりのた
めのイベントを開催しています。

緑の祭典の様子 県産木材活用推進セミナー

○10月15日（土）かながわ再発見フェア＠イオン茅ヶ崎中央店
○10月16日（日）かながわ再発見フェア＠アピタ長津田店
　　　　　　　（両日ともパネル展示・かながわ県産材積木の配布等）
○11月18日（金）県産木材活用推進セミナー（参加者数15名・伐採現場、貯木場、
　　　　　　　　製材工場、プレカット工場の見学・認証工務店、認証生産者、
　　　　　　　　製品カタログ、木造公共事業事例集等普及啓発資料の配布）

森林再生課では、上記の事業のほか、

多数の補助金事業や森林土木事業（林道

事業・治山事業）を予算計上課として所

管しておりますが、これらの事業の多く

は、自然環境保全センターや各地域県政

総合センターで執行していますので、記

載はしておりません。そのため、各セン

ターの資料も併せてご参照ください。



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

　当課では、森林保全のために、治山事業や林道事業等の公共事業や間
伐材搬出促進事業費補助等の補助金の取りまとめを行っておりますが、
平成28年度の最終四半期を迎え、各種公共事業や各種補助金の完成検査
等が完了したところです。
　今期には、28年度予算の執行を完了させるだけでなく、29年度予算も
３月末に成立しました。森林の保全のための施策は長期的な視点から行
う必要がありますので、来年度以降も引き続き森林の保全のための施策
を継続してまいります。

 今年度は、従来から、間伐材搬出事業への補助に加え、県産木材の流
通から消費までの一体的な支援に取り組んできた結果、年間木材生産量
３万立方メートルという目標を初めて達成することができました。来年
度以降も、引き続き、県産木材の安定的な生産と消費を通じ、森林整備
や林業振興を図ってまいります。

　第２四半期から、かながわ森林塾事業の演習林実習コースがスタート
しました。本県では、林業従事者の高齢化に対応した林業労働力の量的
確保と、多彩な森林づくりや間伐材の搬出促進に応じた林業労働力の質
的確保が必要となっていますので、今年度も林業労働力の育成確保に努
めてまいります。
　また、表には記載していませんが、今期には、秦野市の行う森林環境
教育施設の整備に対する補助金の交付決定を行い、国庫補助金の活用に
よる財源の工夫を図りながら、県民の方々に森林に親しんでいただける
ような取組を進めています（湘南地域県政総合センター執行）。
　その他、林道事業や治山事業を通じて、森林整備の基盤づくりや山地
災害の防止等を図りつつ、公共事業による県内経済の活性化に努めてい
ます（自然環境保全センター、各地域県政総合センター執行）。

045-210-4336連絡先（電話番号）

所属長評価

　県民の方々が植樹等を体験できる「緑の祭典」を５月に開催（隔年開
催）し、多くの方に森林の大切さを実感していただきました。この祭典
では、無花粉スギ等を植樹していただきましたが、神奈川県では、こう
した無花粉の品種の生産事業に対して助成することにより、花粉症対策
を併せて進めております。
　また、第１四半期には、今年度予算を執行するだけでなく、前年度決
算の取りまとめや、来年度予算要求に向けた調整等も行っており、今年
度も予算を適切に執行しながら、県民全体の公共財である森林の保全や
林業の振興を図ってまいります。

　第３四半期には、かながわ森林塾の演習林実習コースの全課程を終了
することができ、19名が修了しました。現在、各県で林業大学校の開校
が相次ぐなど、全国的に林業労働力の育成確保が喫緊の課題となってい
ますが、本県でもこのような課題に対応するため、来年度も引き続き林
業労働力の量と質の両面の確保に尽力してまいります。
　また、神奈川県の森林を守るためには、森林整備や林業労働力を確保
するだけでなく、神奈川県産の木材を家づくりなどに使っていただくこ
とが必要ですので、建築士等を対象とした県産木材活用促進セミナーを
開催し、質の高い県産木材の普及促進に努めております。

森林再生課のページを見

ていただき、ありがとう

ございました♪


