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「しずくちゃん」

【個人県民税の超過課税による水源環境保全・再生への取組み】
　県は、平成19年度から個人県民税の超過課税を、納税者一人当たり平均して年額約950円ご負担いただき、これに
よって、森林の保全・再生のほか、河川や地下水の保全・再生、ダム集水域での生活排水対策など「かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画」（計画期間：平成19～23年度、事業費約190億円）に位置付けた12の特別対策事業を推
進しています。

市民事業専門委員会委員長　沼尾波子

"水源環境保全税"を活用した市民事業支援制度の成果と課題について
　県では「もり・みず市民事業支援補助金」を平成20年度に導入し、水源環境の保全・再生に取り組
む市民事業を支援しています。平成22年度の見込額を含めると、3か年で延べ114の事業に対し、約2,
559万円の支援・助成を行っています。その財源は、個人県民税の超過課税（通称：水源環境保全
税）により調達されています。
　水源環境保全・再生かながわ県民会議では、これまでも、補助対象事業の選定や市民事業支援のあ
り方について、県に対して提言を行ってきましたが、平成22年8～9月にかけて、市民事業に対する支
援の成果や課題を知り、よりよい制度のあり方について検討するため、支援制度を活用する団体の活
動拠点を訪問しました。
　現地訪問を通じて、森林整備、里山の保全・再生、登山道の整備、水質検査や体験教室に取り組む
団体の方々の想いに触れ、その成果を間近で感じることができました。
　活動エリアの森林や里山の多くが、気持ちよく整備されていました。また、支援制度を通じて「活
動に広がりや深まりが出た」「県の補助を通じて、地元で信用や理解が得られるようになった」とい
うお話もいただきました。他方で、その周辺を含めた森林や里山が、相当程度にまで荒廃している様
子には衝撃を受けました。「若者の参加が難しい」「森の手入れには高度な技術が要請される」など、
担い手の確保と育成に苦労する様子もうかがえました。広報活動の支援や、安全性の確保に向けた講
習などの課題も浮かび上がってきました。

今年度実施した市民事業交流会について
　平成22年11月7日（日）プロミティあつぎにて、市民事業の
中間報告会を兼ねた交流会が開催されました。　　　
　当日は、支援制度を活用する団体の方々からの活動報告の
あと、グループワークを通じて、市民事業の支援のあり方に
ついて、多くのご意見、ご提案をいただきました。県内各地
で活動する団体の方々の情報交換や連携のきっかけをさらに
増やしていきたいと考えています。

　それぞれのところで提起されたご意見をもとに、次期の市
民事業支援制度のあり方を検討しており、今年度末に提言を
まとめる予定です。（県のHPに公表されます。） 市民事業交流会の様子
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問　合　せ　神奈川県 環境農政局 水・緑部　水源環境保全課 調整グループ
　　　　　　横浜市中区日本大通１　TEL（０４５）２１０－４３５２（直通）
ホームページ　かながわの水源環境の保全・再生をめざして
　　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/0517/suigenkankyo/index.html

皆さんのご意見・ご感想をお待ちしております

かながわ 水源環境保全 検　索

　神奈川県がとりまとめた「第２期　かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素案）」に対
して、県民の皆さまのご意見をお寄せください！提出されたご意見は、県が「第２期 かながわ水
源環境保全・再生実行５か年計画」を作成する上での参考とされます。
　
　■意見募集期日　平成23年２月10日（木）　※郵送の場合は当日消印有効

　■ご意見の提出方法　
　タイトル名「第２期 かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素案）」及びご意見の対
象ページを明記の上、下記のいずれかの方法により提出してください。

　　　【郵　　　送】　〒231-8588　神奈川県環境農政局水・緑部水源環境保全課（住所省略可）
　　　【ファクシミリ】　０４５－２１０－８８４９
　　　【フォームメール】　http://pref.kanagawa.jp/sosiki/kannou/0517/index.html

※素案は、県政情報センター、各地域県政情報コーナー、水源環境保全課、及び県ホームページにて配布・掲載しております。

　■問い合わせ先　神奈川県環境農政局水・緑部水源環境保全課　　（０４５）２１０－４３５２

　県では、水源環境の保全・再生に取り組む市民団体の皆様を支援するため、平成20年度
から「もり・みず（水源環境保全・再生）市民事業支援補助金」制度をスタートしています。
　このたび、平成23年度の補助対象事業を募集します。

●募集期間　平成23年１月6日（木）～平成23年１月27日（木）

●対象要件　
　　・　５人以上で構成されている団体であること
　　・　団体規約等を有し、活動に係る会計処理が明確化されていること
　　　　（NPO法人でなくても可。企業は対象外）
　　・　神奈川県から補助金等を受けていないこと、神奈川県が構成員となっていないことなど

●対象経費
　　事業の実施に直接的に必要となる経費（参加者の交通費や弁当代も対象）

●対象事業、補助率及び補助上限額

　※上限額は整備面積によって異なります。

●募集の詳しい情報等は、県のホームページ、県政情報センター又は各地域県政情報コーナーに配
架されている募集案内をご覧ください。
　　⇒この補助金は、県議会における県予算の議決に基づき、正式に交付決定されます。

「第２期 かながわ水源環境保全・再生
実行５か年計画（素案）」にご意見を！
「第２期 かながわ水源環境保全・再生
実行５か年計画（素案）」にご意見を！

もり・みず市民事業支援補助金
平成23年度補助事業を募集します！！

対象事業区分
森林の保全・再生事業
森林の保全・再生以外の事業
上記の事業に要する資機材購入

植樹・間伐・枝打ち・下草刈り作業など
河川浄化対策、地下水かん養対策など
チェーンソー・資材倉庫等の購入費
植樹体験、川の自然観察会、水源環境教育など
水質調査、河川生物調査、樹林地調査など
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❷海老名里山づくりボランティア 山仕事の会
　HP：http://homepage3.nifty.com/ebina-yamashigoto/index.html
（海老名市、　　　20,21,22年度）
　上今泉4丁目山林と杉久保地区で、
主に間伐・高枝切り・下草刈・小枝の
チップ化・林道整備などによる活動を
行っています。

❸河川生物研究クラブ
（相模原市、　　　20,21年度）
　川の生き物と水質について、小学校
での出前授業を行っています。学習後
は、生き物捕りをし、川の大切さ、水源
環境の重要性についての普及啓発活
動を実施しています。

❻NPO法人 北丹沢山岳センター
　HP：http://www.justmystage.com/home/northtanzawa/
（相模原市、　　　20,21年度）
　津久井町の北丹沢山岳地域で、主に
山小屋経営、植林活動、シカ柵設置、
登山道整備活動等、幅広い活動を行っ
ています。

❽きれいな中津川菁莪の会
（厚木市、　　　21,22年度）
　中津川に架かる才戸橋周辺で草刈な
どを行いながら、昔ながらのレキ河原
の再生に取り組んでいます。

11NPO法人 篠原の里
（相模原市、　　　20,21,22年度）

12NPO法人 自遊クラブ
（相模原市、　　　20,21,22年度、　　　20,22年度）

16なかい里山研究会
（中井町、　　・　　　21,22年度）

17七沢里山づくりの会
（厚木市、　　　20,21年度、　　　20年度）
　七沢地区で、昔の里山景観を取り戻す
ことを目的に、間伐作業や下草刈りを行
うほか、里山整備により発生する間伐材
を炭に焼いたり、椎茸栽培等の活動も行
っています。

18日本の竹ファンクラブ
　HP：http://homepage3.nifty.com/TaKe-Funclub/
（中井町・愛川町、　　　20,21,22年度）

20NPO法人 ふじの森のがるでんセンター
　HP：http://garuden.at.webry.info/
（相模原市、　　・　　　22年度）

●22NPO法人 ふれあいの郷
　HP：http://fureainosato.wcsjp.com/index.htm
（相模原市・伊勢原市、　　　21,22年度）

●23NPO法人 緑のダム北相模
　HP：http://midorinodam.jp/
（相模原市、　　　22年度）

【県央・県北地域】

❶NPO法人 伊勢原森林里山研究会
　HP：http://www.iif-isehara.com/
（伊勢原市、　　　20,21,22年度、　　　20,21年度）
　地域と公募市民を巻き込み、（1）農山村
地域と都市の交流、(2)木質資源を活用した
循環型地域づくり、(3)混交林の延長化によ
る鳥獣被害対策を実施しています。

❺金目川水系流域ネットワーク
（平塚市、　　　22年度）
　HP：http://www.asahigs.co.jp/kaname-net/index.html

❾NPO法人 四十八瀬川自然村
　HP：http://48se-mura.com/
（秦野市、　　・　　　21,22年度、
　　　・　　　22年度）
　秦野市西部を流れる四十八瀬川
（シジュウハッセガワ)・酒匂川支流
周辺の自然環境の保全、改善に取
り組んでいます。

19NPO法人 ファームパーク湘南
（伊勢原市、　　　20,21,22年度）
　HP：http://fp-shonan.com/web/index.php

●24NPO法人 みろく山の会（秦野市、　　　20,22年度）
　HP：http://www.mirokuyamanokai.org/

●26NPO法人 山崎・谷戸の会
　HP：http://www1.ocn.ne.jp/̃ya-yato/
（鎌倉市、　　　22年度）

【横須賀・三浦地域】

【湘南地域】

❹NPO法人 かながわ森林インストラクターの会
　HP：http://www.forest-kanagawa.jp/
（箱根町、　　　22年度）

❼共和地域振興会
（山北町、　　　20,21,22年度）
　枝打ちや間伐などの森林整備や、大野山の景
観整備事業など、将来の共和地域のために取り
組んでいます。

10NPO法人 しのくぼ
（大井町、　　　20,21,22年度、　　　22年度、　　　20,21年度）
　中山間地の里山の荒廃した環境
を改善させ、この地を訪れる人に
安らぎを与える「ふるさとづく
り」を目指して、「環境の保全」
を中心に実践活動、行政への提
言、環境に関する調査研究、環境
問題に関する普及啓発活動を行っ
ています。

13湘南二宮・ふるさと炭焼き会
（小田原市、　　　22年度）

14丹沢森林環境研究所
　HP：http://www6.ocn.ne.jp/̃no-seki/
（山北町、　　　22年度、　　　20,21年度）
　酒匂川上・中流域で水質調査を、毎月1回、
12地点で実施しています。

15NPO法人 丹沢森の仲間たち
　HP：http://www.asahi-net.or.jp/̃xq3m-kwmt/
（南足柄市、　　　21,22年度、　　　20,21年度）

●21ふれあい環境整備SSG
（山北町、　　　21,22年度）

●25森のなかま
（小田原市、　　　22年度）

【県西地域】

【活動区分について】

特森　特別対策事業（森林の保全・再生事業）
枝打ち、間伐などの森林整備活動を実施。

特以　特別対策事業（森林の保全・再生以外の事業）
河川整備や丹沢大山の保全活動などを実施。

普及　普及啓発・教育事業
学生や都市地域の住民へ水源環境の重要性を普及。

調査　調査・研究事業
水生生物と水質の関係などについて調査。
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興味のある活動がありましたら、みなさんも
ぜひご参加ください！

県HPには、各団体の詳細情報を掲載しています♪
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/05/0517/sui
genkankyo/shiminkatsudo/group_list.html


