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琵琶湖森林づくり事業の見直しについて 
 

平成 27 年度の琵琶湖森林づくり事業の実績に基づき、琵琶湖森林づくり基本計画に定める指標や数

値目標の達成度や事業の進行状況等を点検し、事業の効果や施策の方向性について、森林審議会から

評価・意見をいただいた。これを踏まえ、次年度施策の見直しを行った。 

 

１ 見直しの経過 

平成 28 年 ７ 月 27 日 第 113 回森林審議会  

琵琶湖森林づくり基本計画の進行状況について点検し、評価・意見をいただいた。 
 

平成 28 年 12 月 20 日 第 114 回森林審議会  

評価・意見に対する対応策について報告、公表。 
 

平成 29 年 ３ 月 17 日 第 115 回森林審議会 

施策の見直しの報告。 

 

２ 見直しの内容 

別紙「琵琶湖森林づくり事業の見直しについて」のとおり。 

（Ｐｌａｎ）

戦略プロジェクト（５年間の重点施策）
　⇒　戦略目標（数値目標）提示

（Ｃｈｅｃｋ） （Ｄｏ）

　　（Ａｃｔｉｏｎ）

◆森林審議会における評価の手順

　　事業効果および施策の方向性チェック

（事業効果を示す指標の達成度　⇒　数値目標達成度　⇒　事業の進捗から見た施策展開方法への意見）

単年度事業計画

事業実施

評価（事業効果）
●森林審議会による評価

５年間累積

県：単年度
の事業目標

審議会：施策展開
方法などへの意見

琵琶湖森林づくり基本計画

評価（事業効果）
●森林審議会による評価

５年間繰り返し
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し
・
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表
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琵琶湖森林づくり基本計画の推進体制  



琵琶湖森林づくり事業の見直しについて(平成28年度・平成29年度対比表)

1 陽光差し込む健康な森林づくり事業 1 陽光差し込む健康な森林づくり事業

1-1 1-1

1-2 1-2

1-3

1-4 1-3

① 放置林防止対策境界明確化事業 ① 放置林防止対策境界明確化事業

② 森林境界情報強化事業 ② 森林境界情報強化事業

1-5 1-4

① 森林づくりのあり方調査研究 ① 森林づくりのあり方調査研究

1-8 1-6

① 水源林保全巡視員の配置 ① 水源林保全対策事業 （拡）

② 水源林公的機能評価事業

２

２

2-1 （新）

2-2 旧1-3

2-3 （新）

３ ３

3-1 3-1

3-2 3-2

① 路網整備 ①

② 機械化促進 ②

４ ４

4-1 4-1

５ ５

① 琵琶湖森林づくり県民税の使途説明 ①

② 協働の森づくりに関する普及啓発 ②

②-(1)地域普及啓発活動 ②-(1)地域普及啓発活動

②-(2)企業の森づくり支援事業

③ 「びわ湖水源のもりの日・月間」普及啓発 ③

６ ６

6-1 6-1

6-2 6-2

6-3 6-3

6-4 （新）

７ ７

7-1 7-1 （拡）

7-2 7-2 （拡）

7-3 7-3

7-4 7-4 （拡）

7-5 7-5

８ ８

8-1 8-1

8-2 8-2 （拡）

8-3 8-3

庁内（琵環センター分）

庁内（自然環境保全課分）

平成28年度事業区分

庁内（自然環境保全課分）

庁内（琵環センター分）

森林環境の調査研究

水源林保全対策

間伐材搬出対策事業

地球温暖化防止対策県産材供給支援事業

間伐材搬出対策事業

次世代の森創生事業（新）

（下記へ移行）

森林境界明確化推進事業

森林環境学習「やまのこ」事業

木の香る淡海の家推進事業

平成29年度事業区分

環境林整備事業

農地漁場水源確保森林整備事業

一部廃止、2-2へ移動

「びわ湖水源のもりの日・月間」普及啓発

環境林整備事業

農地漁場水源確保森林整備事業

森林吸収源確保対策事業

里山防災・緩衝帯整備事業

水源林保全対策

長寿の森奨励事業

森林を育む間伐材利用促進事業

森林境界明確化推進事業

森林環境の調査研究

地球温暖化防止対策県産材供給支援事業

協働の森づくりの啓発事業

みんなの森づくり活動支援事業

県民参加の里山づくり事業（里山協定林）

里山防災・緩衝帯整備事業

協働の森づくりの啓発事業

みんなの森づくり活動支援事業

県民参加の里山づくり事業（里山協定林）

協働の森づくりに関する普及啓発

②-(2)企業の森づくり支援事業

ウッドスタート支援事業

森林環境学習「やまのこ」事業

ウッド・ジョブ体感事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業

木の駅プロジェクト推奨事業

流域森林づくり委員会推進事業

庁内提案事業

森の資源研究開発事業

木質バイオマス利活用促進事業

森林環境学習事業

びわ湖材利用促進事業

庁内提案事業

びわ湖材利用促進事業

森の資源研究開発事業

「びわ湖材」産地証明事業

森林環境学習事業

路網整備

木質バイオマス利活用促進事業

機械化促進

琵琶湖森林づくり県民税の使途説明

里山リニューアル事業

森林を育む間伐材利用促進事業

木の香る淡海の家推進事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業

森林山村多面的機能発揮事業

里山リニューアル事業

木育推進事業

ウッド・ジョブ体感事業

木の駅プロジェクト推奨事業

流域森林づくり委員会推進事業

「びわ湖材」産地証明事業

（完了）

しがの次世代の森整備調査研究事業

次世代森林育成対策事業

森林認証普及拡大事業

①と② 

予算統合 

2017/4/24



◆治山、林道施設の点検 

◆林地開発地の巡視等 

【水源林保全対策事業（拡充）】 

（趣旨） 

車道から離れた奥地における一定まとまった面積の水源林を保有する生産森林組合や地

縁団体等の中には従来から境界の確認等財産管理のための巡回を行っている団体もあるが、

近年の異常気象による豪雨災害やニホンジカ等野生動物による森林被害の増加で、土壌流

亡による災害発生が懸念され、今後琵琶湖の水源林として重要な役割を果たす森林の多面

的機能を保全していくために森林の状況等積極的な巡視活動が必要となっている。 
そこで、地域の水源林の多面的機能の発揮を担う団体が巡視等を行う際に財産管理とし

てだけでなく、気象害や病虫害、獣害等による森林の被害状況や林地の荒廃状況を調査把

握することで、住民自らが琵琶湖の水源林としての重要性を認識し、被害の早期発見によ

る被害拡大防止の対策等地域の水源林の保全活動につなげることを目的とする。なお、得

られたデータは水源林としての機能の維持発揮および災害防止対策を行っていくための基

礎データとして活用していく。 
 

◆地域水源林保全活動支援事業(新規事業・補助事業) 

・実施主体 生産森林組合、地縁団体等 

・事業内容 地域の団体で所有・管理している森林における荒廃状況の把握、気象害や

病虫獣害等における森林被害の実態把握のための巡視および調査に対す

る支援 

・対象森林 地縁団体、生産森林組合が管理・所有している 30ｈａ以上でかつ、車道

から５００ｍ以上離れた森林 

・支援内容 対象森林に 2,000 円／ha 交付。１主体に対し 200,000 円を限度とする。 

・予 算 額 400,000 円 

生産森林組合等による巡視 水源林保全巡視員による巡視 

◆森林の荒廃状況、被害状況の調査・把握 

水源林の巡視 

奥山 
（道から

500m以
上） 

治山 

林道 

林地開発地 

通常の

林地 



次世代の森創生事業  16,668 千円 
 
１ 目的 

滋賀県の森林資源は利用期を迎え充実しつつあるが、森林の適切な更新、林床植生の消失や閉鎖

水系である琵琶湖への流木・流出土砂の発生など、様々な課題を抱えている。これらの課題に対応

し、適切に資源を活用していくため、琵琶湖の保全・再生に資する森林整備指針の策定や森林認証

の取得を進め、水源かん養等の多面的機能の持続的発揮に向けた、新たな世代の森林づくりを行う。 
 
２ 事業内容 
（１）しがの次世代の森整備調査研究事業   

琵琶湖保全再生法第１１条において「琵琶湖の水源の涵養を図るため森林の整備及び保全等」の

規定に基づく、琵琶湖の保全・再生の視点に立った森林整備指針策定とそのための調査を行う（裏

面参照）。具体的には下記３つの視点で検討を行う。 

 
（２）次世代森林育成対策事業   

植栽地でのシカの食害が激しく、森林所有者の植林意欲が低下し、次世代の森林育成ができてい

ないことから、獣害を受ける恐れのある地域で、再造林等の実施に伴う獣害防止施設を設置する森

林所有者に対し支援する。 
 
（３）森林認証普及拡大事業   

持続可能な森林経営を支援する「森林認証」が世界的に進んでおり、日本においても、2020 年東

京オリンピック等において森林認証材の供給が要求されるなど、その必要性が現実的なものとなっ

ている。本県における今後の県産材の森林認証化を推進するために、取得団体へ支援するとともに、

県民に対して森林認証の必要性を普及啓発する。 
 

①水源涵養機能維持等の視点による森林づくり   
シカによる林床植生消失に伴う表土流出対策のための下層植生衰退度調査等 
 

②流木・流出土砂対策の視点による森林づくり   
流木の発生メカニズム調査、渓畔林のモデル検討等 
 

③持続的な資源利用の視点による森林づくり   
低コスト造林技術確立に向けた工程調査、再造林樹種のモニタリング等 

※森林認証制度について 

森林認証制度とは、独立した第三者機関が環境・経済・社会の３つの側面から一定の基準をもとに適切な森林経営が行われている

森林または経営組織などを認証し、その森林から生産され木材・木材製品にラベルを付けて流通させることで、持続可能性に配慮し

た木材についての消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する民間主体の取り組み。 

国際的に普及している FSC、PEFC や、日本では SGEC（『緑の循環』認証会議：人工林が多い日本の実情に対応）がある。 



 
 



1

工務店、住宅メーカー等

森林管理の認証

持続可能な森林経営

境界の明確化
生物多様性の保全
琵琶湖水源林の保全
合法木材の証明
社会的便益 ほか

住宅

公共施設

川上
認証材利用による優遇

＜取得によるメリット＞

環境配慮、合法性、信頼性向上による新
たな流通開拓等のビシネスチャンスへ

原木市場

流通の認証

川中

川下

流通の認証

認証材の分別

認証材の分別

2024滋賀国体

2020東京五輪

県営(有)林

民有林

(2)森林認証取得支援

(1)県営(有)林取得

(4)啓発資材
の作成

(3)シンポジウム
の開催



 地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用など、以下の取組を支援。 

国 

地域協議会：都道府県、市町村、学識経験者、関係団体等で構成 

支援対象となる活動組織の活動内容例  

【交付金】 

活動組織：地域住民、自伐林家等で構成 

〔事業の内容〕 

 森林の有する多面的機能の発揮には、適切な森林整備や計画的な森林資源の利用が不可欠だが、林業の不振、山村地域の過疎
化・高齢化により森林の手入れを行う地域住民が減少し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られる。 

・補助率 : 定額 ・１活動組織当たりの交付上限額 : ５００万円 

森林・山村多面的機能発揮対策（平成２９年度～平成３３年度） 
【平成２９年度概算要求額 ２，３００，０００（２，４６２，１０５）千円】 

背
景 

事
業 

評価検証事業受託者：民間団体 

上記の活動の検証等 
地域協議会、活動組織等を集めた報告・意見交換会 

活動の成果の検証（モニタリング調査等
を含む） 

交付金の管理、森林のマッチング、各種研修等の実施、
資機材貸与等活動組織の持続的な体制を支援 

森林資源利用タイプ 

しいたけ原木などとして 
利用するための伐採活動 

（16万円/ha） 

サイドメニュー（メインメニュー
と組み合わせて実施） 

・教育・研修活動タイプ 
 森林環境教育の実践。 
 5万円/回：年度内の上限12回 
・森林機能強化タイプ 
 路網の補修・機能強化等。 
 1千円/m 
・活動の実施に必要な機材及 
 び資材の整備 
 1/2（一部1/3）以内 

里山林景観を維持 
するための活動 

(16万円/ha) 

侵入竹の 
伐採・除去活動 
（38万円/ha） 

地域環境保全タイプ 

メインメニュー 

【協議】 

協定により活動対象森林や活動内容
の有効性等を市町村が判断  

市町村 

〈採択に係る改善点〉 
１ 現場実態を踏まえた優先順位 
（１） 長期にわたって手入れをされて 
       いない里山林を優先的に採択 
（２） 活動組織が、市町村と事前に協 
       議し、活動内容の有効性等を市町 
   村が確認する仕組みを設定 
 
２ 活動の持続性 
  活動組織は、①会費を徴収するな 
 ど財政的な基盤 があり、②安全研 
 修を計画しているなど一定の安全 
 技術の向上が期待できる組織のみ 
 を採択  
 
〈支援内容の改善点〉 
３ 教育・研修活動タイプ及び森林機 
  能強化タイプは単独では実施せず、 
  地域環境保全タイプ又は森林資源利 
  用タイプと組み合わせて実施 
 
 〈評価に係る改善点〉 
４ 活動組織が設定する成果目標に 
 ついて国がガイドラインを示して客 
 観的・定量的な目標を設定 

【見直しのポイント】 

･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※ 自ら設定する成果目標に基づき活動組織が事業の自己評価を実施 

http://www11.plala.or.jp/satoyama-club/sub/photo/donbi/donbi1-600.jpg


7-1 木の香る淡海の家推進事業

１．目 的
地球温暖化防止の観点から森林の二酸化炭素の固定機能が重視されるなか、

木材輸送に伴い発生する二酸化炭素を考慮すれば、地域で生産された木材を地
域で使う地産地消を進めることが重要である。そこで、びわ湖材を利用して住
宅などを新設、耐震改修または内装木質化を行う工務店等を対象として、その
購入費等の一部を助成することにより、県内におけるびわ湖材の利用を促進す
る。
また、助成対象となった住宅などの建築現場におけるのぼり旗等の設置や、

建築中の構造見学会や竣工後の完成見学会等の開催により、びわ湖材を使った
家づくりをＰＲすることで、びわ湖材の利用に積極的な設計士や工務店等の取
り組みについて情報発信され、一般県民の意識を高めることにつなげる。

■ びわ湖材
合法性が確認できる滋賀県内の森林から伐採された原木と、その原木を
滋賀県内で加工した製材品等の木材をびわ湖材という。
なお、びわ湖材を供給する製材所等は、びわ湖材取扱認定事業体という。

２．事業内容
県内でびわ湖材を使用して住宅などが新設（新築、改築、増築）、耐震改修

または内装木質化される場合、この建築工事を行う県内の工務店等の建築業者
に対して、びわ湖材の使用量に応じ、その購入費等の一部を助成する。

（１）新設（新築、改築、増築）
助成要件◇
対象となる住宅等は、県内で木造軸組工法によって新設等される一戸建て・
の住宅、事務所、店舗であること。

・構造材などにびわ湖材（県産木材）を一定量以上使用すること。
・助成対象となるびわ湖材には、びわ湖材製品を含む。
・びわ湖材の普及ＰＲ用住宅等として活用することに同意すること。
・バリアフリー、耐震等に配慮した住宅であること。
・建築基準法等の法令に適合していること。

助成金額◇

住宅一戸あたりのびわ湖材の使用量 助成金額 備 考区分

㎥ ㎥ ㎥７．５ 以上１５ 未満 ３０万円 構造材に３ 以上利用Ⅰ

㎥ ㎥１５ 以上 ４０万円 構造材に５ 以上利用Ⅱ

助成戸数◇
・１２０戸程度（予算の範囲内で先着順）

（２）耐震改修
提供要件◇
・滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業に採択されていること。
提供部材および提供量◇
・改修工事に必要となる柱材および平角材等 １戸あたり０.９９㎥以内
助成戸数◇
・２戸
※なお、(仮)滋賀県空き家流通促進モデル事業に採択されているものについて
は、出来る限り優先的に採択するものとする。

拡（３）内装木質化
助成要件◇
・対象となる住宅等は、県内の住宅、事務所、店舗であること。
・びわ湖材の内装仕上材を１０ｍ2以上使用すること。
・助成対象となるびわ湖材には、びわ湖材製品を含む。
・びわ湖材の普及ＰＲ用住宅等として活用することに同意すること。
・バリアフリー等に配慮していること。
・建築基準法等の法令に適合していること。



※なお、(仮)滋賀県空き家流通促進モデル事業に採択されているものについて
は、出来る限り優先的に採択するものとする。

助成金額◇
・内装仕上材使用面積１ｍ2あたり３，０００円（補助金上限額２０万円）

助成数量◇
・８５０ｍ2（予算の範囲内で先着順；想定２５戸）

県産木材活用推進協議会◆事業主体
構成員：滋賀県木材協会、滋賀県森林組合連合会、(社)滋賀県建設業協会、

(社)滋賀県建築士会、(一財)滋賀県建築住宅センター、滋賀県建築組合

定額◆補 助 率
ただし、普及宣伝費および協議会開催費等 １／２

４９，４１０千円◆予 算 額

助成の流れ◆

協議会 工務店等 木材供給者

利用計画の募集 見積書の依頼 見積書の作成

利用計画書の作成 見積書の送付

計画書の審査 計画書の提出

利用予定者の決定 納材の打合せ 納材の打合せ

証明材の調達 納材・証明書
産地証明審査 申請書の提出

検査通知 利用状況検査
（上棟・内装完成後）

実績報告

確定通知

請求書

助成金の交付

（担当：森林政策課 県産材流通推進室）



7-2 びわ湖材利用促進事業 

 

１．趣  旨 

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行に対応し、びわ湖材

の利用拡大を推進するため、県内の公共性の高い施設において、構造材や内装材として

使用されるびわ湖材の購入を支援するとともに、小中学校への学習机導入や公共施設等

への木製品設置について支援することにより、地域で生産された木材の良さを見直すき

っかけとします。 

 

２．事業内容     ６４，２７６千円  【内訳】市町等への補助 ６２，７６０千円 

                                              びわ湖を用いたイス・テーブル、ロッカー、 

                       学習机等の導入補助 

                              柱、梁桁、板類等の建築部材の購入等補助 

《市町等への補助》 
 ○事業実施の考え方 
    ①木製品利用促進 
   ・主要構造部にびわ湖材とその加工品を使用した木製品を公共性の高い施設に導入し、

一般県民が自由に利用できる場所に置くこと。 
公共性が高い施設とは、市町等が設置した施設、保育園、幼稚園、小学校、中学校、 
高等学校、大学、老人ホーム、障害者福祉施設、病院および診療所などを指します。 
 

   ・導入した製品にはびわ湖材マークを付すとともに、琵琶湖森林づくり県民税を活用
している製品であることを明示すること。 

 
  ②木の学習机整備 
   ・主要構造部にびわ湖材とその加工品を使用した学習机および椅子のセットまたは学

習机用天板を小中学校等に整備・導入すること。 
小中学校等とは、市町および学校法人が設置する学校、市町および社会福祉法人が設置する 
児童福祉施設、障害者福祉施設などを指します。 
 

   ・導入した学習机と椅子にはびわ湖材マークを付すとともに、琵琶湖森林づくり県民
税を活用していることを明示すること。 

 
  ③木造公共等施設整備 

      ・公共性の高い施設の新築、増築、改築または模様替にあたり、その材料として使わ

れるびわ湖材を用いた部材の購入費を支援する。 

      補助対象のびわ湖材は、びわ湖材取扱認定事業体から直接、購入することとします。 

      仮設資材は、補助の対象としません。 

      補助対象となる事業は、次のとおりです。 

       学校法人、公立大学法人、社会福祉法人、医療法人、市町の整備計画や設置認可に 

       基づいて福祉施設等を整備する者が設置する施設ならびに「公共建築物等における 

       木材の利用の促進に関する法律」第９条に規定される市町村方針を定めて整備される 

       施設であり、市町自らが設置または補助するもの。 

 
 ○補助率その他要件 
    ①木製品利用促進 
   ・事業主体は、公共的施設の設置者であること。 
   ・１事業主体の事業費は 300 千円以上とします。 
   ・補助率は 1/2 以内（補助金上限額 2,500 千円/事業主体）とします。 
 
  ②木の学習机整備 
   ・事業主体は、小中学校等の設置者であること。 
   ・補助率は 1/2 以内（学習机と椅子のセット：補助金上限額 15,000 円/組、 
    学習机用天板：補助金上限額 5,000 円/枚）とします。 
 
  ③木造公共等施設整備 

・補助率は、２／３以内とします。 



・補助金上限額は、１施設あたり１０,０００千円とします。ただし、補助対象経費に

ついて内装等の木質化に係る経費が過半を占める場合にあっては、５,０００千円と

します。 

・琵琶湖森林づくり県民税を活用して整備された施設であることを明示すること。 
 
 ○事業主体 
  ①木製品利用促進 

市町、学校法人、社会福祉法人、医療法人    
 

②木の学習机整備 
市町、学校法人、社会福祉法人 

 
    ③木造公共等施設整備 

    市町、学校法人、公立大学法人、社会福祉法人、医療法人、 

    市町等の整備計画や設置認可等に基づいて福祉施設等を整備する者、 

    市町から補助金の交付を受ける者 

 

拡《びわ湖材魅力発信強化事業委託》  

○事業実施の考え方 

  びわ湖材の魅力を高め、利用拡大を推進するため、びわ湖材製品の募集と優れた製品の

選考およびカタログ冊子の作成などの情報発信を行う。 

①びわ湖材製品の募集・選考 

  びわ湖材製品を幅広く公募し、優れた製品を選考する。 
 

②びわ湖材製品の情報発信 

    びわ湖材優秀製品のカタログ冊子を作成し、消費者に対し、情報発信を行う。 

 

３．導入事例 

    木製遊具（保育園）      木の学習机（小学校）       学習机用天板 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

  

      木構造を用いたホール（幼稚園）           内装の木質化（保育園） 

 

（担当：森林政策課 県産材流通推進室） 



7-4 びわ湖材産地証明事業 
 
１．趣 旨 
  地産地消の観点から、間伐材を主として滋賀県産木材であることを証明する制度を広く普

及させることにより、県内で生産された木材であることを消費者に明示して、地域における

森林資源の循環利用を促進させる。また、ＣＬＴをはじめとするびわ湖材の新たな利用を普

及し、びわ湖材のさらなる利用拡大を図る。 
 
２．事業内容 

拡（１）ＣＬＴ等活用促進事業（県） ３４０千円  

ＣＬＴをはじめとするびわ湖材の新たな利用を推進することにより、本県の林業・木

材産業の振興を図るため、「滋賀県ＣＬＴ等普及促進会議」において、ＣＬＴ等に関す

る情報収集、情報提供および普及促進を行うとともに、びわ湖材の利用を拡大するため

の研修会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

（２）びわ湖材産地証明事業費補助 ３，６４５千円 

木材輸送時に生じる二酸化炭素の低減など地球温暖化防止の観点から、合法性が確認

できる県産木材の利用拡大を図るため、県内の森林から産出された木材であることを証

明する「びわ湖材産地証明制度」を運営する県産木材活用推進協議会に対して、その運

営費用を支援し、消費者に滋賀県産木材であることを明らかにし、信用性の高い産地証

明制度として普及啓発することにより、地産地消の循環型地域社会の創出に貢献する。

また同時に、びわ湖材の品質向上を目指し、建築用材としての信頼性をさらに高めるた

め、日本農林規格の認定取得を支援する。 

◆事業内容詳細（補助） 
①証明制度運営支援  ３，３６６千円 
県産木材活用推進協議会が、びわ湖材産地証明制度要綱などに基づいて証明制度の運

営のために行う、認定事業体の審査・認定・登録および検査・指導などの業務に必要

となる経費に対して補助する 

②品質認定取得支援  ２７９千円 

びわ湖材取扱認定事業体が、県内にある自らの製材事業所において新たに日本農林規

格（ＪＡＳ）に基づく認定を受けて乾燥材を生産する場合、その新規認定に必要とな

る経費に対して補助する。 

 
３．事業主体     
 
 
 
                             
４．補 助 率   
 
 
 
５．予 算 額   ３，９８５千円 
 
 

担当：森林政策課 県産材流通推進室 

（１） 県 

（２）①証明制度運営支援 県産木材活用推進協議会 
②品質認定取得支援 びわ湖材取扱認定事業体 

 

（２）①証明制度運営支援 定額 

②品質認定取得支援 １／２ 

 

 



8-2 木育推進事業 

 
 
１．趣  旨 

適切に管理された森林から伐採された木材を使うことは、森林の整備に貢献するだけで
なく、地球温暖化の防止や大気・水・土壌などの環境の維持に重要である。 

そのため、森林に対する親しみや木の文化への理解を深めるための、年齢や知識に合わ
せて世代ごとに段階的に実施する教育活動「木育」の推進が求められている。 

そこで、木育のスタートとして、乳幼児が木製食器や玩具などの木のぬくもりにふれる
「ウッドスタート」の取り組みを支援することにより、健やかな子どもの成長と地球環境
の維持に役立つ適切な木材利用の推進を図る。 

 
 
２．事業内容     ３，６１８千円 
                  【内訳】市町への補助 ３，４６８千円 
 
【ウッドスタート支援事業】 
 ○事業実施の考え方 
  ・新生児や乳幼児に対して、市町が県産材を使用して製作した食器や玩具をプレゼントす

る事業について、支援を行う。 
 

○補助率その他要件 
・補助対象は、県産材を使用して製作した食器や玩具の購入経費とする。 
・補助率は、1/2 以内とする。 

   
   ４モデル地域  ３,４６８千円 

     個人を対象とするもの    補助金上限額は１個人あたり５千円 
     保育所等を対象とするもの  補助金上限額は乳幼児一人当たり１千円 
 
 ○事業主体 
   市町 
 

拡【木育普及啓発事業】 
 ○事業実施の考え方 
  ・木育に取り組む市町職員や関係者を対象として、木育の専門家を講師として研修会を開

催し、市町職員や関係者の知見を深めてもらい、木育の取組をさらに推進する。 
・イベント等で木育の啓発を行い、木育に係る人材の育成にも取り組む。 

 
３．県内における取組事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

お食い初めセット（多賀町） 木製玩具（長浜市） 



 
 

（担当：森林政策課 県産材流通推進室） 

木育円卓会議 木製玩具で遊ぶ園児 


