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（資料１）

森林づくりに関する意見交換会における費用負担に関する主な意見等

１ 意見交換会の開催状況

①６月 日～６月 日19 29

各地域振興局および大津林業事務所管内ごとに８カ所で実施

②７月３１日 大津市ふれあいプラザ

③８月 １日 彦根勤労福祉会館

２ 参加者からの主な意見等

（１）費用負担に賛成する意見

① 琵琶湖という全国一の湖を有している滋賀県は、水に対しては力を入れていると感じるが、そ

の水の源である森林ということで、県条例を制定した。高知県では５００円の森林税を県民から

取っている。滋賀県もたとえ５００円でも３００円でも県民から集めるべきである。

② 県民がお金を出すことに賛成である。金額は別として、県民全部が出すことになれば、それだ

け森に対する関心が都市の住民に持ってもらえるのではないか。

③ お金をとるのは賛成である。森林を守るために使うのではなくて、森林の重要性等について皆

んなに気づかすために使うべきである。

④ 森林の多面的機能を維持するため、その費用の一部を全国民で負担することは当然である。そ

のための費用を税として徴収し、全額森林の手入れに使うとよい。

⑤環境税的なものを作ってはどうか。費用負担する必要がある。

⑥ 森林所有者ではないが、山を守るにしても水を守るにしてもある程度住民負担は必要であり、

やむを得ないと考える。

⑦ 森林組合としては、県民の方に費用負担をいただけるよう是非とも進めていただきたい。

新たな負担で、山がきれいになったと県民の皆さんにアピールできるような事業を、県民の皆さ

んの目につく里山などから進めるべき。

（２）費用負担に慎重な取り扱いを求める意見、および条件付きで賛成する意見

① 市民からお金を集めて、森林税というものに頼るのではなくて、自立的に経済的に成り立つ仕

組みを創ることの方が大事である。

② お金を出したら、終わりみたいになってきたら困る。１軒に１つずつ木を机に変えようという
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くらいの意識、グリーン購入の意識が育った方が、税金を払ったから山はなんとかせよというこ

とより大事である。山のものを使う、山の木で家を建てるという意識の浸透の方を最優先しても

らいたい。

③ 新たな財源を作ることに安直ではないか、もっと考える必要がある。

④ 県民負担するとしても、どうして県民負担が必要なのかということを筋道をたてて説明する必

要がある。

⑤ 費用負担に当たっては、県は、全体的にどういうイメージで森林づくりをみんなの協働でやっ

ていこうと考えているのか明確にすべき。

⑥負担を課される場合はその使用目的を明確にし、誰でもわかるようにすべき。

⑦ 森林づくりに費用がかかるのはわかるが、費用負担ありきではなく、どういう森林づくりをし

たいから費用が必要なのか。

基本計画や条例をプロジェクトにして進めていこうとすると、体制づくり、仕組みづくり、組

織づくりなどに時間と費用がかかるが、どの部分を優先的にやろうとして費用負担を求めている

のか、明確にすべき。

⑧費用負担の金額は数字としてはっきりと示すべき。

⑨ 森林税は必要だが、使途がはっきりしていないなかで一方的に決まりましたではなく、県民み

んなが認識できるようにすべき。

県民だけではなくて、二酸化炭素を出している企業や一般の商店など、滋賀県にいる限り公平

に負担をしてもらうべき。

水源のかん養ということでもダムに使うべきではない。

（３）下流域の負担に関する意見

① 県民全体が森林づくりに取り組み、下流の大都会の方々からもできればある程度の費用負担し

てもらうべき。

② 環境と言うことであれば、下流の負担を考えてもよいのではないか。

（４）その他の費用負担に関する意見

① 木材輸入の自由化などにより木材価格が低迷し、ビジネスにならない。生産価値がないのでサ

ラリーマン化し、山間部では超高齢化社会になる。国家戦略が必要ではないか。
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② 日本は人件費が高い。安い外国人労働力を入れて林業を守っていくくらいの発想の転換が必要

③ 年から日本の人口は減少し、ますます高齢化社会になっていく。 年先には８千万人く2007 50

らいになるので、 年先をにらんだことを考えていくべき。どういうことを国家戦略で持って50

行くのか、その中でできるだけ山林を守ると言うことを考えながら、費用負担を考えるべき。

④ 造林公社の多額の借金があるということだが、その返済も考えながら、県民の合意を得て費用

負担するのはやぶさかではない。

⑤ 滋賀県の森林の３割ほどが手入れができていないと聞いた。琵琶湖から見ると水源地が危機と

言うことだと思うが、水源地危険マップ的なものが必要ではないか。

⑥ 森林づくりを進めてきているなかで、どこがよくなってきたのか、何が足りないのか見えるよ

うに示して欲しい。

⑦ 環境に配慮した森林づくりの趣旨はよくわかるが、個人所有の民有林について、県民の負担で

森林整備を行うことに関して、所有者との関係をどのように考えているのか。

⑧ 環境に配慮した森林づくりは、木材生産にもつながり、県民の負担で整備をした木は森林所有

者のものになるがどのように整理するのか。

⑨ 森林だけを捉えるのではなく、森林と里山、棚田の連携のとれた施策を推進すべきである。

⑩ 農産物の産地直送の宅配をしている。生産者のところへ出かけて行って消費者と生産者との産

地交流会をするが、あの人が生産したものを私たちは食べさせてもらっているという感謝の気持

ちが出てくる。

森林も原点は同じで、森林の保全のための費用を負担させられているというのではなくて、県

民が家族で森林へ出かけて森林の状況や森林組合・森林所有者がどういう状況に置かれているの

か、どこが問題なのかがわかるとよい。県民が森林へ行ける企画をすべき。
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（資料２）

新たな費用負担による森林づくりの事業展開について

－第３回懇話会の主な意見・提案を踏まえた考え方の整理について－

１ 環境に配慮した森林づくりの推進

（１）里山の環境林整備について

① 里山はかつては、地域住民等が農業の肥料となる落ち葉の採取や燃料となる薪の採取など暮ら

しとの関わりの中で整備・保全

②人々の生活様式の変化などに伴い里山が利用されなくなり、放置され荒廃

↓

③ 里山保全は、市町村との連携により、地域住民等で組織する里山保全ｸﾞﾙｰﾌﾟなどの協働による

自発的な森林整備と多面的な利用を促進することにより行うことを基本

④ 里山の環境林整備は、里山保全ｸﾞﾙｰﾌﾟによる里山保全活動の一環として推進し、新たな負担に

より支援

（２）間伐材の搬出・利用の促進について

①間伐材の搬出・利用促進対策の手法

（案１）間伐循環券の交付 （イメージ図 ８ページ参照）

・森林所有者が自ら間伐材を森林組合に持ち込んだ場合

・森林所有者から委託を受けた森林組合が間伐材を取りに行った場合

↓

・その材積に応じて、間伐材の搬出・利用による環境貢献効果を化石燃料の代替効果相当額

に換算して「間伐循環券」を交付

（案２）間伐材の直接買取 （イメージ図 ９ページ参照）

・森林所有者または森林所有者から委託を受けた森林組合が間伐材を県に持ち込んだ場合、

その材積に応じて環境貢献効果を化石燃料代替効果相当額に換算し、間伐材の市場価格に

上乗せして買取

②間伐循環券のメリット・デメリット

(ｱ) メリット

○ 間伐材の搬出により交付を受けた間伐循環券は、その次の間伐作業等の森林整備費用の一部

として利用することにより、一過性ではなく継続的な森林整備につながる仕組みとして機能

○ 森林ボランティアに対する謝礼に利用することにより、ボランティア活動の促進

○間伐材の流通は、従来のシステムのなかで行われるため、県としては大きな経費は不要 など
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(ｲ) デメリット

○仕組みが直接買取に比べて複雑になりわかりにくい。

○間伐循環券の利用範囲が限定されているため、利用しにくい。

○間伐循環券には有効期限を設定するので、使い忘れが出てくる。 など

③直接買取制度のメリット・デメリット

(ｱ) メリット

○直接買取のため森林所有者の間伐材搬出意欲を一層高め、環境に配慮した森林整備に資する。

○直接買取の方が間伐循環券よりも森林所有者の間伐材搬出促進効果は高い。

○間伐材の直接買取であり、仕組みがわかりやすい。

○県産間伐材の情報の一元化が容易に図れる。 など

(ｲ) デメリット

○直接買取であるためその場限りとなり、次の森林整備に当然にはつながっていかない。

○制度を運用するための体制整備、ストックヤードの確保、在庫管理など多くの経費が必要

○県産間伐材の新たな流通システムを構築する必要がある。

○森林組合が自ら利用する場合でも、県から別途購入しないと利用できなくなる。

○県が間伐材を利用者に売却する場合は、原則入札を行う必要があり手続きが煩雑 など

④対応策

○両者それぞれメリット・デメリットがあり、実施に当たっては検討すべき課題がある。

○「間伐材の搬出・有効利用の促進」対策は、環境重視の森林づくりの一環として、新たな費用

負担の使途の重要な項目に位置づけており、具体的な手法については２つの案を基に引き続き

検討

２ 県民参加のシステムづくりについて

（１）流域森林づくり委員会の組織化の可能性、財源の必要性について

①流域森林づくり委員会の機能、組織化の可能性

・地域の森林づくりのあり方や進め方について、構成員である地域住民や森林所有者、ＮＰＯ

等が議論し行政に意見・提案

・ワークショップ等の開催により地域の意見を集約し行政に意見・提案

・地域の様々なｸﾞﾙｰﾌﾟの森林整備活動に対して情報提供や助言

・地域住民等が主体的に運営し、地域における県民参加の森林づくりの中核的組織として設置

するものであり有効に機能する。

②県、市町村の政策立案を主目的にした組織（付属機関的なもの）としては設置しない。

③流域森林づくり委員会から提案された意見は、森林づくり施策に反映
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④ 流域森林づくり委員会が、地域における県民参加の森林づくりの中核的な組織として機能する

よう新たな負担で必要な支援

（事務局運営費、会議費、情報提供・広報啓発費、アドバイザー派遣費等）

（２）県民参加を促進するための公的支援のあり方について

・里山保全ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動資金の確保

・県の補助事業形式ではなく、地域の要望に柔軟に対応できるよう基金を設置し助成す

る仕組みの創設

① 県民参加の森林づくりの推進は大事な課題であり、その中で里山保全グループは大きな役割を

果たすもの。

↓

市町村による面的な広がりを持った里山の森林整備と連携した里山保全ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動に対し

て、その活動が円滑に推進されるよう新たな負担で必要な支援

② 活動支援に当たっては、透明性、公平性、効率性等の観点からどのような手法を採るか課題

③基金を設置して支援することも有効な手法の一つ

・基金に積み立てることにより、県民参加に対する活動支援に充当することが明確になる。

・一定の予算枠が確保できる。

・民間の活動に対する支援ということから、柔軟にその時々の必要性に応じて活用できる。

など

（３）普及啓発事業について

○ 県民の森林の重要性に対する認識がまだまだ低いと考えられる中で、びわ湖水源のもりの日・

月間における集中的なＰＲや、森林環境学習の充実など普及啓発は非常に重要であると考えてお

り、新たな費用負担の使途の重点項目の一つとして位置づけ

３ 事業費の精査について

①森林整備にかかる事業内容については、２本の柱と６項目の重点項目に精査して整理。

②事業費については、２本柱のバランスや琵琶湖森林づくり基本計画の戦略プロジェクトの内容を

踏まえ今後さらに精査

４ 負担構造について

（１）森林の問題として森林だけで考えるか、琵琶湖の問題として考えるかの整理について

①琵琶湖を保全するための重要な取り組みの一つとして森林づくりを位置づけ

② 今回の検討に当たっては、琵琶湖森林づくり条例に基づく新たな森林づくりの費用負担に絞っ

て議論をするという整理
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（２）負担構造面での事業の優先順位の組み替えの可能性について

① 本県財政は、財政構造の硬直化が進んでおり極めて厳しい状況

○ 長引く不況による県税収入の低迷や、数次にわたる国の経済対策に呼応した経済対策の実施

等による県債の大量発行により、年々県債残高が増加

○ 県債の返済に当たる公債費や、生活保護費・老人医療費等の扶助費の増加等により義務的な

経費が増加しその他の政策的経費を圧迫

② 平成 年度以降、財政の健全性・弾力性を保持し、自立的に運営することができる行財政体10

質を早期に確立するため、徹底した行財政改革の推進

③ 今後３年間の収支見通しによると、歳入面では県税収入が 年前の水準に激減し、大幅な回15

復の兆しがないこと、歳出面では、扶助費、公債費、人件費等が着実に増加すること、また、国

の三位一体の改革による地方交付税の削減の影響などにより、３年間では、 億円もの財源1,340

不足が見込まれ危機的状況が予想される。

④ かつての右肩上がりの経済成長で行ってきた県民の要望に広く応え、行政サービスを拡大する

と言った行財政運営を続けることは不可能であるばかりか、これまでの施策やサービスを維持す

ることすら困難

⑤ 本県では、全ての事務事業について抜本的な見直しに取り組んでいるところであり、他からの

予算の組み替えは困難

⑥ 森林・林業関係予算の中での優先順位については、これまでの施策の効果を踏まえて絶えず見

直しを実施

予算全体が減少する中で、森林整備に対する予算の充実に努めている。

・補助公共事業費（森林整備、林道整備、治山）の当初予算額 → 約 減少H14 H16 20%

・うち森林整備費の当初予算額 → 約 減少H14 H16 12%

・補助公共事業費に占める森林整備費の割合 約 ( )→約 ( )40% H14 44% H16



※単年度事業費合計　　３億円～６億円

琵琶湖森林づくり
　

新たな費用による事業展開

環境に配慮した
森林づくりの推

進

新たな県民参加
のシステムづくり

　針広混交林への転換

　森林づくりへの参画の体制づくり

　森林づくりに関わる場づくり

　森林の大切さの普及啓発

　間伐材の搬出と利用

　長伐期林への誘導

しがの森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させるため
に次の事業を展開します。

○事業効果が広く県民に及ぶ事業であること
○事業内容が県民にはっきり見えること
○県民の森林に対する理解や意識の高揚に資する事業であること
○県民の参加や協働で取り組む事業であること
○新たな視点に立った事業であること

事業展開の留意点
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森林所有者

市　町　村

森　林　組　合

　
　 ・20年間非皆伐
 　・40%以上の強度間伐
　 ・環境学習の場等に提供

計画的な施業の実施

施業委託

公的関与による環境重視の森林づくり

○市町村森林整備計画の水土保全林
○間伐が実施されず、荒廃が進み多面
　 的機能が衰えている森林

 

　
　　○事業主体
　　　　・市 町 村
　　　　・森林組合
　　　　（三者協定）
　　○全額公費負担

　協定の締結 環境財としての森林

現況調査に基づき
森林所有者への
整備はたらきかけ

所有者に
よる整備
困難

針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林へ転換するための強度間伐の実
施

①森林の現況調査、森林所有者への森林整備の働きかけ

②強度間伐（40%以上）の実施経費

新たな負担を充当する経費

○森林の現況調査に基づき森林所有者に対する森林整備のはたらきかけ
○森林所有者、市町村、森林組合との協定締結(20年間非皆伐、40％以上の強度間伐　等）
○強度間伐（40％以上）を２回実施し広葉樹の導入促進
○環境財として私的利用が制限されるため、費用は公費負担

　事業の展開
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琵琶湖の保全

水環境の保全

森林の多面的機能
の持続的発揮

●森林土壌の長期安定
●下草の繁茂する森林

保育期間の延長

水源かん養機能の
高度発揮

長伐期林へ
の誘導

人工林の間伐促進

●森林の現状把握
●施業計画の策定
●市町村との長伐期施業
協定の締結
●施業区域の明確化作業
●森林の管理状況の報告

　　　　　　　新規の制度
公益的機能の高い長伐期林の推進
補助金の交付

環境に配慮

●樹木の根系の発達
●水を貯留する土壌層の発達
●伐採延期による土壌攪乱の回避

長伐期林推進事業

●水源かん養等の環境に配
慮した長伐期施業を行う森林
に対する支援
●長伐期林設定と高齢級間
伐実施計画のための基礎作
業に対する助成

高齢級間伐の実施

●長伐期施業を計画に明示
●補助事業による間伐実施

○長伐期林へ誘導するための推進事業費
　　　 ・市町村長と長伐期施業について協定を締結した森林所有者が、以下の事業を行った場合に助成
　　　　　　森林の現況調査、施業計画の策定、施業区域の明確化作業、歩道の整備等、森林の管理状況の報告

 新たな負担を充当する経費

●所有者へのはたらきかけ

●補助事業による間伐実施

長伐期林へ誘導するための高齢級間伐の推進

○森林所有者と市町村との協定締結し、市町村森林整備計画、森林施業計画への長伐期明示
○保育期間が長くなることから、高齢級（46～60年生）森林の適切な手入れ（間伐）の促進
○森林所有者の計画的な森林施業の実施に必要な地域活動等に対して支援

　事業の展開
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森林所有者

県

ボラアンティア

森林組合

間伐材

間伐製品

間伐材

ボランティア活動

製品

間伐
循環券

循環券

産地証明

間伐材の搬出間伐の実施

活動

間伐循環券の流れ図

製品

間伐循環券
　○間伐材の持ち込みで配布
　○利用の範囲
　　・森林整備の負担金
　　・木製品の購入
　　・ボランティアへの謝礼
　　・木材に加工料

間伐委託料

循環券

循環券

循環券

循環券

間伐の実施

間  伐  循  環  券  の  交  付

間伐材の搬出（森林組合まで）
○間伐材の有効利用
○循環型社会の構築に寄与
　　・木質バイオマスエネルギーとしての利用
　　・間伐材の製品化（CO2の長期固定）

○多面的機能の高度発揮
○下草の繁茂している森林
○災害や病虫害に強い森林

①間伐循環券の発行・交換に要する経費（循環券の印刷費、森林組合の事務費など）

②間伐循環券が利用された場合に、その金額の精算（森林組合の請求により県が間伐循環券の利用相当額を森林組合に交付）

③県産間伐材の利用促進のための産地証明制度の運用経費

新たな負担を充当する経費

⑤

森林の適切な管理で伐採される間伐材の有効利用の促進

①
②

④

③

③

券の発行・交換

○森林所有者が自ら間伐材を森林組合へ持ちこんだ場合、または、森林所有者から委託を受けた森林組合が間伐材を取りに
　　いった場合に、その材積に応じて森林所有者に「間伐循環券」を交付
　
○間伐材の公共事業等への有効利用
　　　→地球温暖化防止対策の一環として期待、適切な間伐の実施により公益的機能の高い森林の確保

　事業の展開

公共事業などで
有効利用

間
伐
材
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①間伐材買取事務委託
②間伐材の持ち込み
③間伐材代金、上乗せ買取金申請書をとりまとめ県へ提出
④間伐材代金、上乗せ買取金の配分
⑤間伐材代金、上乗せ買取金の支払い
⑥ストックヤードへの間伐材運搬、管理（県が森林組合等に委託）

森　林　所　有　者

滋　賀　県

森　林　組　合

・間伐材の所有権の取得

①

②

③ ④

⑤

⑥

設置

・公共事業の原材料の供給
・森林組合等利用者への売払

ストックヤード
　(3～5カ所)

間伐材

①県から森林組合への間伐材買取事務委託経費

②買取に伴う体制整備、ストックヤードの設置・管理、在庫管理経費　　など

③間伐材の買取資金（環境対策上乗せ分のみ）

新たな負担を充当する経費

間伐材直接買取の仕組み
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①流域森林づくり委員会運営費（事務局費、会議費、情報収集提供費、フォーラム・ワークショップ等の開催費など）

②県・市町村による支援費（アドバイザー派遣、普及啓発費など）

新たな負担を充当する経費

森林組合

森林所有者 ＮＰＯ

一般県民企業・事業体

研究機関

（仮称）流域森林づくり委員会

役割
○新たな森林づくりへ意見提案
○ワークショップ等開催
○森林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟへの指導・助言
　

アドバイザー

県
・
市
町
村

意見・提案

ＮＰＯ活動

森林ボランティア
活動

里山保全グループ
活動

協働

森林整備グループ

流域の森林づくりに関する組織

活
動
支
援

県民が森林づくりに参画できる体制づくり

○情報提供、
○アドバイザー派遣
○広報活動等の支援

○地元住民、NPO、研究機関、森林所有者等で「（仮称）流域森林づくり委員会」を組織し、地域の特性に応じた森林
づくりのあり方や進め方等について意見・提案を行う
　
○里山の保全・整備をNPOや森林ボランティア、地域の住民等の上下流協働で進める里山保全グループを育成する
　
○森林ボランティア等に関する情報や森林の情報を一元化する情報ネットワークセンター機能を整備する

事業の展開
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○森林所有者と市町村が借地契約を締結後、里山保全グループにより森林整備や森林管理を行う
　
○里山を森林環境学習の場や上下流交流の場として活用する

事業の展開

里山保全
グループに
よる整備

里山保全
グループに
よる整備

里山保全
グループに
よる整備

県・市町村による
面的な森林整備
（公共事業）

集落・里地

集落・里地

里山の活用と管理は
里山保全グループが行う。

○里山保全グループの森林整備や森林管理などの活動助成
○枯損木除去等県民が利用するための里山の環境整備

里山の森林整備の展開

○環境教育や環境学習、上下流交流のフィールドとして活用
○森林公園など地域の憩いの場として活用
○里山のルールを設定し、山菜やタケノコなど山の幸を楽しむことのできる場として活用
○間伐材の利用や加工、ものづくりが体験できる場として活用

里山の活用

里山保全グループの構成員
○地元住民
○森林所有者
○NPO・森林ボランティア
○研究機関等

県民自らが森林づくりに関わる場づくり

①市町村と森林所有者との協定締結に要する経費（里山保全を実施する森林の確保）

②里山保全グループの里山整備・保全活動に要する経費
　　　（計画作成、広報、保全・活用事業、森林整備等に要する道具類の整備など）

③枯損木除去等県民が利用するための里山の環境整備費

新たな負担を充当する経費
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○「びわ湖水源のもりの日・月間」等における啓発
　　・テレビ番組等の制作、新聞広告掲載、啓発ビデオ作成費、啓発事業の実施経費　など
　
○森林環境学習
　  ・一般県民を対象に、県有林や市町村有林を活用した森林体験学習の開催費
　  ・学校が県内の施設を利用して森林体験学習を実施するため、関係施設への指導者の設置、学習教材費、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定費、講師派遣費　など

○木の良さの体感できる機会の提供
　  ・市町村が小中学校に県産材で製作された学習机の導入経費
　  ・県産材で住宅を建設する場合の柱材の提供に要する経費（柱材の調達、広報・募集・審査・確認、県産材の良さの普及啓発、再造林）

新たな負担を充当する経費

「もりの日」等の啓発

○「びわ湖水源のもりの日」　　　　　　１０月１日
○「びわ湖水源のもりづくり月間」　　　１０月 集中的に普及・啓発

●テレビ・ラジオ・新聞等での啓発
●ビデオ等の制作や配布による啓発

○森林の大切さについて県民の理解
○県民との協働による新たな森林づくりを推進

森林体験学習の推進

木の学習机の整備

学校等での推進

生涯学習での推進

地産地消による家づくり

○県有林や市町村有林などを体験学習の場に設定
○体験学習の指導する体制を整備

○県内の小学校から高校までを対象に既存の施設を利用し、森林体験学習ができる場を整備
○各施設に体験学習の指導する体制を整備
○各学校等に対し森林環境情報の提供、モデルプログラムへの作成応援、ゲストティーチャー派遣な
どへの支援

木の良さを体感できる機会の提供

○市町村が小中学校に県産材で製作された学習机を導入する場合に支援

○県産材柱の無償提供により県産材の温もりを体感し県産材に対する理解と関心を深め、地産地
消の取組を推進

森林の大切さの普及啓発
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（資料３）

新たな費用負担の形式について
１．検討の視点

費用負担の目的は何か。①

費用負担は、新たな森林づくり施策を支える財源を確保することを目的とするのか、

新たな負担によって環境への負荷を抑制することを目的とするのか。

誰が負担するのか。②

新たな費用を負担する者は、環境を汚染する者、施策によって利益を受ける者など、

特定の者とするのか、または、幅広い環境施策によって恩恵を受ける不特定多数とす

るのか。

③負担の程度はどうするのか。

負担の程度は、平等性を重視して、同額の負担が適当なのか、公平性を重視して、受

益の程度に応じた負担とすることが適当なのか。

２．負担の性格

原因者負担 ・環境への負荷を与える原因となった当事者を、環境施策の費用の負

担者とする考え方。

・具体的な費用負担の方法としては、課徴金や環境悪化を抑制するた

めのインセンティブ税制などが考えられる。

受益者負担 ・環境施策の実施により利益を受ける者を費用の負担者とする考え方

で、受益と負担の関係は明確である。

・具体的な費用負担の方法としては、使用料や手数料、分担金などが

考えられる。

共 同 負 担 ・環境施策等、幅広い一般行政経費の費用を住民全体で、税により共

、 。同して負担するという考え方で 受益と負担の関係は特定されない

３．負担の手法

①【使用料】

使用料とは、行政財産の目的外使用又は公の施設の利用に対しその反対給付と

して徴収される公法的性質を有する負担である。

同一の使用又は利用に関し、所得等の差による応能的な差を設けることは適当

でないこととされている。

（地方自治法第２２５条）

「普通地方公共団体は、第２３８条の４第４項の規定による許可を受けてする行

政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる 」。

［滋賀県における具体例］

・県立高等学校等授業料

・公営住宅家賃
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③【分担金】

分担金とは、一般的に、地方公共団体が行う特定の事業に要する経費に充てる

ため、その事業に特別の関係のある者に対して課する金銭給付義務をいう。

分担金が公権力に基づき徴収される金銭という点では税と相違はないが、税が

負担能力に応じて徴収されるのに対し、分担金は受益の程度に応じて徴収される

点で大きな違いがある。

分担金は、不特定多数人や地方公共団体の全体に利する場合は、徴収すること

はできないこととされている。

（地方自治法第２２４条）

「普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団

体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件

により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収するこ

とができる 」。

政令（地方自治法施行令第１５３条）

「地方税法第７条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の

一部に課税をし、又は同法第７０３条の規定により水利地益税を課し、若しくは

同法第７０３条の２の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し

分担金を徴収することができない 」。

［滋賀県における具体例］

・土地改良事業費分担金

②【手数料】

手数料とは、地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、人的役

務の利用に対する反対給付として徴収される公法的性質を有する負担である。

同一の役務に対する手数料は、所得等の差による応能的な差を設けることはで

きないとされている。

(地方自治法第２２７条）

「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにする

ものにつき、手数料を徴収することができる 」。

［滋賀県における具体例］

・県立高等学校等入学考査手数料

・自動車運転免許証交付手数料



- 3 -

④【寄附金】

寄附金は、住民がその自発的意思に基づき、地方公共団体の行政活動に資

するため特定の負担をするものである。

一般財源の不足を寄附金に求め、これを住民に割り当て強制的に徴収する

ようなことはしてはならない。

（地方財政法第４条の５）

「地方公共団体は、他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接

であるとを問わず、寄附金（これに相当する物品等を含む ）を割り当てて。

強制的に徴収（これに相当する行為を含む ）するようなことをしてはなら。

ない 」。

［具体例］

・緑の募金

・赤い羽根共同募金

⑤【 税 】

税は、国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてでは

なく、その活動に要する経費を賄う目的で一般国民または住民から強制的に

徴収する金銭ということができる。

租税がその収入目的をよく達成できるためには、①収入が十分であること

②納税者の負担の公平が図られていること③徴税コストが経済的であること

が要求される。

さらに地方税については、①地方団体の経費は経常的な性質のものが多い

ことから安定的な収入であることが望ましい②地方団体は地域共同体である

から、より広い範囲の住民がその団体の経費を分担することが望ましい。

近時の税制は、伝統的な財源調達を目的とするに止まらず、環境政策を実

現するための一手法として用いられる場合もある。



森林に関する環境税導入事例

高知県 岡山県 鳥取県 鹿児島県 香川県 愛媛県 島根県 神奈川県

森林環境税
おかやま森づくり県民

税
森林環境保全税 森林環境税

水環境保全税
（仮称）

森林環境税
（仮称）

水と緑の森づくり税
（仮称）

水源環境保全税
（仮称）

水源のかん養をはじめ山
地災害の防止、気候の緩
和、生態系の多様性の確
保等県民のだれもが享受
している森林の公益的機
能の低下を予防し、県民
の理解と協力のもと、森
林環境の保全に取り組む

県土の保全、水源のかん
養等すべての県民が享受
している森林の有する公
益的機能の重要性にかん
がみ、県民の理解と協力
の下に、森林の保全に関
する施策の一層の推進を
図る必要があることから、
当該施策に要する経費の
財源を確保する

県民全体が享受している
水源かん養や県度保全な
どの森林の公益的機能を
持続的に発揮させるた
め、県民の広く薄く偏りの
ない負担により森林の保
全を行い、県民共通の財
産である森林を県民みん
なで守り育てる意識の醸
成を図る

県土の保全，水源のかん
養など森林の有する多面
的かつ公益的な機能の重
要性にかんがみ，森林環
境の保全及び森林をすべ
ての県民で守り育てる意
識の醸成を図る

水環境の保全と創出を促
進するため、その恩恵を
受けている県民に広く負
担を求めるとともに、その
負担を通じて県民に水環
境の大切さを知ってもら
い、県民が一体となって
水環境の保全と創出にと
取り組むことを目指す

多様な公益的機能を有す
る森林について、その恩
恵を受けている県民にそ
のた大切さを知ってもら
い、広く負担を求めて、県
民参加により森林環境の
保全に取り組む

広く県民が享受している
森林の公益的機能を再生
し、水を育む緑豊かな森
をつくり次の世代に引き
継ぐため、県民のアイデ
アと参加を得て新たな取
り組みを推進する

良質な水の安定的確保

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

県民税均等割
超過課税方式

個人県民税
均等割・所得割
超過課税方式

個人 500円 500円 300円 500円 2,400円 500円 500円
1,000円（均等割）

+0.1％（所得割700万以
下）

法人 500円
5％相当

（1,000円-40,000円）
3％相当

（600円-24,000円）
5％相当

（1,000円-40,000円）
15％相当

（3,000円-120,000円）
5％相当

（1,000円-40,000円）
5％相当

（1,000円-40,000円）
-

1億4千万円 4億5千万円 8.6千万円 3億8千万円 10億円 3億1千万円 1億6千万円 100億円

平成15年4月1日 平成16年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日

条例提案
（可決）時期

H15.2月議会
（可決）

H15.11月議会
（可決）

H16.2月議会
（可決）

H16.6月議会
（可決）

-
(H16.2公表)

-
(H16.6公表)

-
(H16.7公表)

H16.6月議会
（報告）

５年 ５年 ３年 ５年 ５年 ５年 ５年

基金設置で使途明確化
（高知県森林環境保全基金）

基金設置で使途明確化
（おかやま森づくり県民基金）

基金設置で使途明確化
（鳥取県森林環境保全基金）

税収使途を明確にするため
の方策を講じる

基金を設置し、使途を明確化 基金を設置し、使途を明確化 基金を設置し、使途を明確化 Ｈ16.9月議会再報告

生計同一妻に
対する課税
（H17～）

500円
（軽減なし）

200円
（1/2：H17のみ）

300円
（軽減なし）

500円
（軽減なし）

－ － － －

施行時期

その他

県　　名

方　　式

名　　称

税
率
等

税収規模
（年間　約）

目　　的

期間
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