
令和２年度 森林環境譲与税に関する決算状況表

 意向調査 森林所有者に対する意向調査 0 0 0 0

前年度の意向調査の経過を踏まえ、関係機関
（森林組合）と協議検討を行い、森林所有者
（2名）の山林売却等の意向を確認し、売却等
希望山林の隣接者への接触（斡旋等）を実施。
次年度以降も継続した協議検討とする。

 私有林整備 人工林保育事業補助金 1,870 1,870 0 0

私有林の下草刈事業に対する定額補助を実
施。（ha/5,000円）実績346.32ha

 私有林整備 除間伐緊急対策事業 1,020 1,020 0 0

私有林の下草刈事業に対する定額補助を実
施。（ha/16,000円）実績59.03ha

 林道・林専道
の整備等

川流布小笠原線改修工事 8,745 8,745 0 0

大雨等により崩壊し通行不能であった林道
の改修工事を実施。改修延⻑74ｍ

 林道・林専道
の整備等

うらほろ森林公園遊歩道等補修工事 9,790 9,790 0 0

森林公園内の遊歩道の補修を実施。

 林道・林専道
の整備等

うらほろ森林公園内河川補修調査測量設
計委託業務 2,277 2,277 0 0

森林公園内施設の調査測量設計を実施。河
川補修

   本町における令和元年度の森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第３項に基づき、次のとおり公表します。

浦幌町森林環境譲与税に係る使途の公表について

（関係法令）森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項市町村および都道府県の⻑は、地⽅⾃治法第⼆百三⼗三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞な
く、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な⽅法により公表しなければならない。

 浦幌町は、豊富な森林資源を有している
ことから、本税を活用し森林・林業に関す
る啓蒙普及や木育及び森林環境教育など積
極的な取り組みを行う。また、現状の森林
整備の水準を維持し、森林の公益的機能の
発揮に努め、取組むものとしたい。
残額については、次年度以降の円滑な事業
実施に向けた財源として基金に積立てを行
うこととする。
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 その他（森林
整備）

うらほろ森林公園作業道等改修 1,348 1,348 0 0

森林公園内の森林整備等に必要な作業道の
改修を実施。

 森林・林業・
木材普及活動
等

梦の森グランドデザイン外委託 4,015 4,015 0 0

出産記念品の木製品の製作。木工体験会の
開催。うらほろ森林公園のグランドデザイ
ンを策定するためのワークショップ開催な
どを実施。

 森林・林業・
木材普及活動
等

浦幌の森ＰＲ事業 2,965 1,565 1,400 0

首都圏にて浦幌町の森林映像使いデジタル
森林浴体験会を開催しＰＲ活動を実施。開
催地：東京都3回 157名

 その他（木
材・普及啓発
関係）

木育・森林普及啓発活動拠点整備 11,935 6,135 5,800 0

廃校舎を改修し、デジタル森林浴等の映像
素材を投影できる室内空間を整備し木育・
森林普及啓発等の活動拠点するため。

 その他（木
材・普及啓発
関係）

木材利用普及啓発原材料費 957 957 0 0

木育・森林普及啓発活動拠点整備及び木工
体験会等に必要な資材の購入費用。

 基金積立（森
林整備等）

森林環境譲与税基金 8,620 8,620 0 0

 基金積立（木
材利用等）

森林環境譲与税基金 6,000 6,000 0 0

59,542 52,342 7,200 0



□ 事業内容
１ 調査設計委託

• 降雨等により、破損した林道を改修工事を実施。
【事 業 費】8,745千円（全額譲与税）
【実 績】8,745千円

 浦幌町では、森林環境税譲与税を活⽤して、「町⺠の理解と参画による森林づくり」「公益的機能を重視した森林づくり」「資源の循
環利⽤による森林づくり」「森林を守り育む次代の人づくり」の視点から、森林づくりにつながる取組を推進する。
令和２年度においては、以下の取組を行った。

• 浦幌町が管理する「林道川流布小笠原線」の降雨等により要改修となり、令和元年度に改修工事に係る調査設計を実施し、令和2年度
に改修工事を完成し林産物の搬出が可能なり、間伐等の整備を実施した。

北海道 浦幌町（林道・林専道等の整備）

□ 事業スキーム

• 雨水の以外に破損箇所から湧水が発生していたことから法面の内部に暗渠（約80m）
を施工することとした。

• 張芝の上に「ラス」を張り野生動物（エゾシカ）侵入を抑制し、法面の損傷を防ぐこ
とを目的として施工することとした。

（林道破損状況）

（林道改修工事完成状況）

町 町内建設事業者

（林道破損状況）

主な取り組み事例



□ 事業内容
１ 下草刈・除伐・切捨間伐作業の施工。

• ⼀般⺠有林の森林の維持管理のため、人工林保育作業を行った森林
所有者に対し補助金（定額）を交付する。

【事 業 費】2,890千円（全額譲与税）
【実 績】下草刈 346.32ha 除伐等 59.03ha

 浦幌町では、森林環境税譲与税を活⽤して、「資源の循環利⽤による森林づくり」の視点から、⺠有林地の森林資源の充実と森林の公
益的機能等の発揮を図るため人工林の保育作業を行った者に対して補助金を交付し森林づくりにつながる取組を推進。

・伐採後に植林を行った箇所の下草刈作業に対し、１ヘクタール当たり5,000円を交付。(公共補助事業との併⽤)
・植林地において木材の搬出を伴わない切捨て間伐を行った箇所に対し、１ヘクタール当たり16,000円を交付。(公共補助事業と併⽤)

北海道 浦幌町（私有林の整備）

（人工林整備の作業状況）

□ 事業スキーム

人工林の保育作業に対する補助事業
森林の適切な維持管理育成を目的とした事業の取組み

森林所有者 町内
林業事業体等

植栽後の下草刈作業
（カラマツ植林地）

人工林の保育間伐作業
（カラマツ）

主な取り組み事例



□ 事業内容
１ 浦幌の森林を体感し林業の普及とPR

• 森林・林業への理解や興味を深め、森を守り育む人材の育成を推進。
【事 業 費】12,892千円
【実 績】12,892千円（うち譲与税 7,092千円）

 浦幌町では、森林環境税譲与税を活⽤して、「町⺠の理解と参画による森林づくり」「森林を守り育む次代の人づくり」の視点から、
森林づくりにつながる取組を推進する。

• 森林をより身近にものと感じてもらうため、ITやデジタル技術を駆使した「デジタル森林浴」を体験できる施設を整備。森林・自然
環境・林業への理解を醸成するため、木育活動等の拠点となるよう廃校跡の図書室を改修。直接、森林へ出向くことのできない高齢
者や家族連れなど幅広い層に森林を体感してもらえるような施設の展開を目指す。

北海道 浦幌町（ 森林環境教育・木育フィールドの整備等）

□ 事業スキーム

町
町内
建築
会社

旧小学校（図書室）の改修工事状況

町内IT企業
(映像・技

術)無償提供
トコムロ
ラボ施設

森林環境啓発施設
デジタル森林浴
３００インチ マルチスクリーン
（正面・左・右・後方・天井の５面）

※映像・技術提供：フォレストデジタル㈱

主な取り組み事例



北海道 浦幌町（町産材を活用した木材利用普及啓発）
 浦幌町では、森林環境税譲与税を活⽤して、「町⺠の理解と参画による森林づくり」「森林を守り育む次代の人づくり」の視点から、

森林づくりにつながる取組を推進する。

• 浦幌から産出される木材を活⽤し、大人向けの木工教室「DIY体験会」の開催や「森の輪」を通して赤ちゃんとその保護者が木の温も
りや木の良さを肌で感じてもらい木材利⽤の推進に努める。また、梦の森グランドデザインとして、各世代・各職種とのワーク
ショップやリサーチを行い、未来の浦幌の特徴となるべき森林空間や公園等の整備を推進する。また、首都圏においてデジタル森林
翌を活⽤し、「浦幌の森」として、浦幌町のPR活動を実施した。

□ 事業内容
１ 町産木材使用による木製品のPR。

• 木材の良さや木材利⽤を喚起するための普及・ＰＲへの取組。
【事 業 費】6,980千円
【実 績】6,980千円（うち譲与税 5,580千円）

森の輪プロジェクト
ロゴデザインコンセプト

浦幌町の木：ナナカマドの花言葉は、
「I watch over you」「わたしはあなた
を見守る」です。

それは、親から子への愛情を示したメッ
セージのようです。その思いを表現し
ようとナナカマドをモチーフにロゴを
デザインし、輪っこの袋にシルクスク
リーンで印刷しました。

浦幌産の木で作られた輪っこが、浦幌の
子どもたちに届くことを嬉しく思いま
す。

浦幌町地域おこし協力隊
林業担い手担当 垰田ななみ

町産カラマツ材を →
使⽤したDIY体験会

↓

森の輪プロジェクト（町産ミズナラ材）

梦の森グランドデザイン・ワークショップ
（森林公園構想アイデア）

主な取り組み事例


