
琵琶湖森林づくり条例（平成16年4月施行）

全ての県民が、森林づくりに主体的に参画し、長期的な展望に立ち、その多面的機能が持続的に発揮されるよう、緑
豊かな森林を守り育て、琵琶湖と人びとの暮らしを支えるかけがえのない滋賀の森林を健全な姿で未来へ引き継ぐこと
を決意し、「琵琶湖森林づくり条例」を施行。

目的
森林の多面的機能(水源かん養、県土の保全、木材等の供
給など森林の有する多面にわたる機能）の持続的発揮

琵琶湖の保全および県民の健康で文
化的な生活の確保に寄与

琵琶湖森林づくり基本計画（平成17年度～平成32年度）

条例の理念の実現に向け、50年、100年先も展望しつつ、施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本
的な計画として、“琵琶湖と人びとの暮らしを支える森林づくりの推進”を基本方向とする「琵琶湖森林づくり基本
計画」を策定。

基本方向 琵琶湖と人びとの暮らしを支える森林づくりの推進

基本
施策

基本方針

○森林の多面的機能の持続的発揮に重点をお
いた森林づくり

○県民全体で支える森林づくり

１）環境に配慮した森林づくりの推進

２）県民の協働による森林づくりの推進
３）森林資源の循環利用の促進
４）次代の森林を支える人づくりの推進

滋賀の森林づくり

琵琶湖森林づくり条例の理念と、琵琶湖森林づくり基本計画に基づき、次の2つの事業によって森林づくりを展開。

「環境重視」「県民協働」という新たな視
点に立つ

・従来からの木材生産を中心とする林業
振興
・治山等の防災事業、病虫獣害対策

従来事業で実施
琵琶湖森林づくり県民税を

活用して実施

琵琶湖森林づくり事業

両輪で展開する森林づくり

琵琶湖森林づくり事業の考え方について 
 

１ 琵琶湖森林づくり事業の位置づけについて 

琵琶湖森林づくり事業は、琵琶湖森林づくり基本計画の目標を達成するため、森林と琵琶湖との関

係を重視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた「環境を重視した森林づくり」と、広く県

民が森林に対する理解と関心を深める「県民協働による森林づくり」を推進するため、平成 18年度か

ら実施している事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 琵琶湖森林づくり事業の概要について 

琵琶湖森林づくり事業は、「環境を重視した森林づくり」と「県民協働による森林づくり」を推進す

るための８つの事業から構成されています。 

（H18～） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、これらの事業の進捗状況については、滋賀県森林審議会において、基本計画の進捗管理の中

で毎年度点検を行い、事業効果や使途の妥当性、施策の方向性を評価しています。 

さらに県では、森林づくりの状況や県の森林づくりに関する施策の実施状況を、毎年度、県広報誌

やホームページなどを通じて県民に広く公表しています。 

 

３ 琵琶湖森林づくり県民税の使途について 

平成 27 年８月に基本計画の見直しとあわせて、県民税の使途について森林審議会で議論され、下記

のとおり「琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え方等についての意見」が付されたことから、

これに基づき事業の創設や拡充を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境を重視した 

森林づくり 

県民協働による 

森林づくり 

１ 陽光差し込む健康な森林づくり事業 

２ 次世代の森創生事業 

３ 森林を育む間伐材利用促進事業 

４ 里山リニューアル事業 

５ 協働の森づくりの啓発事業 

６ みんなの森づくり活動支援事業 

７ 未来へつなぐ木の良さ体感事業 

８ 森林環境学習事業 

１ 県民税を活用した事業については、当審議会で毎年点検・評価を行い、全体として着実な成果を

上げつつあるものと判断しており、今後も継続して取り組んでいくことが必要と考える。 

２ 森林・林業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため、現行税制度の考え方を基本としなが

ら、県民税の使途を見直すことについては、必要と考える。 

３ 県民税事業の見直しにあたっては、当初に県民税を導入した哲学を踏まえることが基本であり、

事業の必要性や効果性、公益性が説明できることが不可欠であり、単に財源不足を理由に県民税を

充当する事業を拡充すべきではないと考える。 

４ 基本計画の諸施策の推進・進捗を図るために事業を拡大する際には、県民税事業の趣旨に合致し

たものとするとともに、県民税事業全体の規模とバランスを考慮するなど取り扱いに注意したうえ

で、引き続き取り組んでいくことは妥当と考える。 



平成 30年度の琵琶湖森林づくり事業（案）について 
県では、琵琶湖森林づくり基本計画の柔軟かつ適切な推進を図るため、琵琶湖森林づくり条例に基

づき、「ＰＤＣＡ型行政運営システム（計画(Plan)－実施(Do)－評価(Check)－反映(Action)）」による

進行管理を行い、公表しています。 

具体的には、指標や数値目標の達成度や事業の進行状況等を点検するとともに、事業の効果や施策

の方向性について評価し、それらの結果を施策の改善に反映することとしています。 

評価する機関は滋賀県森林審議会とし、毎年実施します。 

 

【本年度の経過】 

平成 29 年 ７ 月 25 日 第 116 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、評価 
 

平成 29 年 12 月 19 日 第 117 回森林審議会  

評価・意見に対する対応策について報告 
 

平成 30 年 ３ 月 16 日 第 118 回森林審議会 

評価・意見を反映した施策について報告 

 

○評価・意見を反映した施策について 
基本施策 評価・意見 評価・意見への対応 

環境に配慮した森

林づくりの推進 

・境界明確化は、素材生産など林業

成長産業化全般に影響するので、

取組を強化することが必要。 

・「森林境界明確化事業」における面積要件を

緩和し、境界明確化の一層の推進を図る。      

【事業の拡充】 

県民の協働による

森林づくりの推進 

・びわ湖水源の森づくり月間の森林

づくりについて、集客の確保を検

討する必要がある。 

・「森林と人との共生事業」を創設し、集客の

確保を図るため、山門水源の森をモデルと

してイベント等の実施に取り組む。 

            【新規事業の創設】 

森林資源の循環利

用の促進 

・県産材について、公共建築物での

積極的な活用や県内での需要創

出を図る必要がある。 

・「びわ湖材利用促進事業」において、市町が

整備する木造公共施設等整備の補助上限を

引き上げることにより、公共建築物での県

産材の活用を推進し、県内での需要創出を

図っていく。 

              【事業の拡充】 

次代の森林を支え

る人づくりの促進 

・木育について、幅広い世代へ理解

が深まるよう取組を実行する必

要がある。 

・「木育推進事業」において、県産材玩具等の

導入支援だけでなく市町による普及啓発に

併せて取り組むことにより、県産材利用へ

の理解が深まるよう取組を進める。 

【事業の拡充】 

 

○重点施策への対応について 
【全国植樹祭関連の新規事業】 

平成３３年開催予定の全国植樹祭において、県民の森林づくりへの理解を深め、県民の主体的な森

林づくりを発信するため、「滋賀の林業・森林文化等変遷調査事業」、「苗木のホームステイ」を創設す

る。 



平成３０年度琵琶湖森林づくり事業（案）について(平成29年度・平成30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 1-3 （拡）

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

1-4 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

1-6 1-6

① 水源林保全対策事業 ① 水源林保全対策事業

２ ２

2-1 2-1

2-2 2-2

2-3 2-3

３ ３

3-1 3-1

3-2 3-2

① ①

② ②

４ ４

4-1 4-1

５ ５

5-1 5-1

5-2 5-2

① 地域普及啓発活動 ① 地域普及啓発活動

② ②

③ 滋賀の林業・森林文化等変遷調査事業 （新）

④ 自然と人との共生事業 （新）

5-3 5-3

６ ６

6-1 6-1

① 県民参加の里山づくり事業（里山協定林） ① 県民参加の里山づくり事業（里山協定林）

② 苗木のホームステイ （新）

6-2 6-2

6-3 6-3

6-4 6-4

７ ７

7-1 7-1

7-2 7-2 （拡）

7-3 7-3

7-4 7-4

7-5 7-5

８ ８

8-1 8-1

8-2 8-2 （拡）

8-3 8-3 ウッド・ジョブ体感事業

庁内提案事業

庁内（自然環境保全課分）

庁内（琵環センター分）

木育推進事業

みんなの森づくり活動支援事業

琵琶湖森林づくり県民税の使途説明

協働の森づくりに関する普及啓発

「びわ湖水源のもりの日・月間」普及啓発

森林環境学習「やまのこ」事業

県民参加の里山づくり事業（里山協定林）

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

森林山村多面的機能発揮事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業

木の香る淡海の家推進事業

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

木質バイオマス利活用促進事業

森林環境学習事業

機械化促進

里山リニューアル事業

里山防災・緩衝帯整備事業

協働の森づくりの啓発事業

企業の森づくり支援事業

森林を育む間伐材利用促進事業

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

路網整備

水源林保全対策

次世代の森創生事業

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

平成30年度事業区分（案）

環境林整備事業

農地漁場水源確保森林整備事業

森林境界明確化推進事業

森林環境の調査研究

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

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

路網整備

機械化促進

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

森林山村多面的機能発揮事業

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）

企業の森づくり支援事業

里山リニューアル事業

森林を育む間伐材利用促進事業

森の資源研究開発事業

木質バイオマス利活用促進事業

庁内（琵環センター分）

庁内（自然環境保全課分）

森林環境の調査研究

水源林保全対策

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

「びわ湖水源のもりの日・月間」普及啓発

琵琶湖森林づくり県民税の使途説明

協働の森づくりに関する普及啓発

次世代の森創生事業

庁内提案事業

森林環境学習事業

木育推進事業

びわ湖材利用促進事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業

ウッド・ジョブ体感事業
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＜参考資料＞ 

森林境界明確化推進事業（拡） 

 

① 放置林防止対策境界明確化事業             
１ 事業内容 

森林組合等が一定のまとまった区域において所有者の明確化や境界の明確化等を行うために

かかる経費に対して支援を行う。 

    ◆採択条件 

国補事業で実施できない森林。ただし、公的管理森林は除く。 

３年以内に測量まで完了可能であること。（災害等の場合は要件を緩和） 

    ◆補助対象行為 

① 事前調査（集落会議、不在村者立会、登記簿・公図等による調査等）  

② 現地調査（所有者の現場立会、境界仮杭の設置等）            

③ 測量（境界杭の設置、GPS 測量の実施等）  

◆補助金交付単価 

① 対象面積 ～5ha 未満：25,000 円、5～10ha 未満：50,000 円、10～15ha 未満：100,000 円、 

15～20ha 未満 150,000 円、以下同様に 5ha ごとに 50,000 円追加   

（ただし、登記簿等の証明書類は実費） 

② 対象面積 ～5ha 未満：30,000 円、5～10ha 未満：75,000 円、10～15ha 未満：150,000 円、 

15～20ha 未満 225,000 円、以下同様に 5ha ごとに 75,000 円追加  

（ただし③の測量と同時にする場合は、15,000 円/ha） 

③ 20,000 円/ha 

 

２ 事業主体   市町、森林組合等 

 

② 森林境界情報強化事業 
１ 事業内容 

林業経営のみならず災害対策や地域の基盤づくりなど、適正な森林管理を行うため、県・市町

による森林の基礎情報を強化するため手法を検討する。 

① 森林境界明確化推進協議会の開催（１回）【県】   

講師謝金、費用弁償、会議室借り上げ代等 

② 研修会の開催（２回）【県】                                  

 講師謝金、費用弁償、現地視察経費等 

③ 地方検討会の開催（５地域）【県】 

 委員謝金、費用弁償等 

④ 基本調査支援【市町】                                     

市町による境界情報の収集・整理等（基本調査の仕組みづくりを検討） 

＜積算根拠＞ 

・対象経費（収集・整理、素図作成等） 

 

２ 事業主体   県、市町 

 

                                                       （森林政策課 森林計画係） 



＜参考資料＞ 

滋賀の林業、森林文化等変遷調査事業（新） 
 

１ 事業の趣旨 
過去から現代の琵琶湖森林づくり事業に至る森林づくりの取組を「植樹祭」等で発信していくこと

により、森林づくりへの県民の理解を深め、主体的な参画を促進する。 

 

２ 事業の背景 
地域に残る伝統的な林業技術や森林文化は、琵琶湖の森林を守り育て、また農業や漁業、集落の文

化とともに、地域の自然環境を育んできた歴史的な遺産というべきものであり、過去から現代の琵琶

湖森林づくり事業に至る取組を体系的にまとめ、先人の努力や知恵を後世に伝えていく必要がある。 

 

３ 事業内容［コンサルタント会社へ委託］ 
（１）林業・森林文化等変遷調査 

琵琶湖の水源を守り育てた林業や森林文化について、過去から現代の琵琶湖森林づくり事業に至る

取組を文献や聴き取りなどで調査するとともに、現地での取組状況を画像や映像に記録する。 

（２）情報発信資料の作成 

記録した画像・映像を編集し、ホームページやフェイスブック、ビジネスメッセや「ここ滋賀」な

どで発信、また植樹際で活用するための資料（プロモーション映像等）を作成する。 

 

４ 事業のスケジュール 
平成３０年度 主に北部地域で調査、画像・映像の記録、情報発信資料の作成、琵琶湖森林づくり事

業のこれまでの取組記録の作成、随時情報の発信 

平成３１年度 主に南部地域で調査、画像・映像の記録、情報発信資料の作成、琵琶湖森林づくり事

業のこれまでの取組記録の作成、随時情報の発信、ＰＲ用冊子の作成 

（平成３２年度 植樹祭実行委員会へ映像資料等を提供） 

 

５ 事業のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

林業技術や森林文化の継承 

琵琶湖の水源林を守り支える意識の醸成 

琵琶湖森林づくり事業への理解の促進 

朽木 

都へ木材を供給する安曇川

の水運の無事を祈る「しこ

ぶち」信仰 

谷口林業 

択伐林施業と自家養苗苗の

樹下植栽による長伐期良材

生産 

甲賀 

都の造成など行った技術者

集団「甲賀杣」発祥 

比叡山延暦寺 

世界文化遺産、宗教と強く

結びついた森林施業 

 良材産地と林業技術、形成された美林 

 水源地保全や土砂災害の歴史 

 地域の生活と結びついた森林文化 

 現代における先進的な生産活動 

 琵琶湖森林づくり事業の取組 

永源寺 

木材利用の文化を拓いた

「木地師」発祥の地 
SNS 等で随時情報発信 

植樹祭での発信 

県下各地の残る遺産的価値のある 

林業技術や森林文化の事例 
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小中学校 

連携 

自然と人の共生事業（新）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琵琶湖の源流部に位置し、生物多様性に富む自然豊かな「奥びわ湖・山門水源の森」を中心に、

区域内の森林を水源林として保全・管理するとともに、一方では森林資源を活用した経済活動

や地域活動が持続的に展開される生活圏を指向して、山村地域の振興モデルとなりうる取り組

みを展開する。 

活用区域 
保全区域 

生活圏 

調査、観察 

環境学習 

奥びわ湖・山門水源の森 

連携 

JR 永原駅、近江塩津駅 

連携 

道の駅 連携 

販売 

集合拠点 

体験活動 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等 

受入れ 

来訪者受入れ 

現地交流会 

森林の整備 散策路の整備 

森林散策 

自治会 

◆事業内容◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事業執行◆ 

地域に精通した法人へ委託 

エリア設定 

保全区域(希少種生存域) 

活用区域(ﾊﾞｯﾌｧｿﾞｰﾝ) 

生活圏(旧西浅井町) 
 

保全区域での活動 

・希少種の保護 

・獣害対策の実施 

・シカ等の捕獲 

活用区域での活動 

・年間 5,000 人の来訪者の受入れ 

・環境学習の実施 

・体験活動の指導 

・現地交流会の企画、実施 

・森林の整備 

・散策路の整備 

 

生活圏との連携 

・自治会、道の駅、小中学校、JRとの連携 

 



＜参考資料＞ 

 

苗木のホームステイ等推進事業（新） 

 

 

１ 目 的 

平成 33 年度（2021 年度）に滋賀県で開催される第 72 回全国植樹祭で使用する苗

木を、小・中学校や一般家庭、企業、団体等に協力してもらいながら育成し、利用する

ことにより、県民総ぐるみで全国植樹祭を盛り上げるとともに、この取組を契機として

滋賀の森づくりに対する意識の高揚を図る。 

 

２ 内 容 

（１） 苗木のホームステイ 

県内在住の方や企業、団体等を対象に、苗木を育てていただけるボランティアを募集

し、応募された方に種子（どんぐり等）または苗木を配布する。育てていただいた苗木

を平成 33 年春に回収し、全国植樹祭や県内各地域での植樹イベント等に活用する。 

 

（２） 苗木のスクールステイ 

県内の小・中学校を対象に、苗木を育てていただける学校を

募集し、応募された学校に種子（どんぐり等）または苗木を配

布する。育てていただいた苗木を平成 33 年春に回収し、全国

植樹祭や県内各地域での植樹イベント等に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配布物】 

育苗セット：苗木または種子、生分解性ポット、育苗トレイ、木製プランター、培養土、肥料等 

 

■「苗木のホームステイ・スクールステイ」の流れ 

① 募集・決定 

【平成 30 年】 

（６月～８月） 

② 苗木等の配布 

【平成 30 年】 

（１０月頃） 

③ 苗木の回収 

【平成 3２年】（４月頃） 

【平成３３年】（４月頃） 

各地域プレ植樹祭 

【平成 3２年】（５月頃） 

第 72 回全国植樹祭 

【平成 33 年】（５月頃） 

苗木の育成（１年半～２年） 

※募集については、平成３１年度にも追加で実施 
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びわ湖材利用促進事業（拡） 

 

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     ６１，２２６千円  【内訳】市町等への補助 ６０，５００千円 

                                              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。 



＜参考資料＞ 

・補助金上限額は、１施設あたり１０,０００千円とします。ただし、一定規模以上か

つ材工分離発注により、びわ湖材を用いて市町が整備する木造施設については、１

施設あたり２０，０００千円（ただし、単年度上限額１０，０００千円）とする。

なお、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 

 

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） 



木育推進事業（拡） 

 
 
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、乳幼児等が木のぬくもりにふれる木育活動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     ２，６１８千円 
                  【内訳】市町への補助 ２，４５０千円 
 
【木育普及啓発事業】 
 ○事業実施の考え方 

 ・木育に取り組む幅広い人材の育成を図るとともに、木製玩具等の木製品の活用を通じて
県産材の利用拡大を進める。 

 
○事業内容 

  ・保育所等の施設関係者や保護者、木製玩具等の木製品製作者等を対象として、セミナー
の開催や意見交換会の実施、イベントを活用した魅力ある木製玩具等木製品の普及啓発、
ワークショップの開催、情報の発信を行う。 

 
 ○事業主体 
   県 
 
【木育活動支援事業】 
 ○事業実施の考え方 
  ・市町の中期的なビジョンに基づき、市町が取り組む県産材を活用した木育活動について

支援を行う。 
 

○事業内容 
・次の取組を併せて行う場合に補助対象経費とする。 
 ①乳幼児等を対象とした県産材玩具等の購入・活用 
 ②地域の木育活動に関する情報発信、モニタリング、木育体験イベント、普及啓発 
・補助率は、1/2 以内とする（補助金上限額１,000 千円/事業主体）。 

 
 ○事業主体 
   市町 
 
 
３．県内における取組事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

（担当：森林政策課 県産材流通推進室） 

木育シンポジウムの開催（滋賀県） 木育体験イベント（長浜市） 


