
【新】
1

[100104]

森林政策課 H31予算

【地】
2

[100201]

信州の木活用課 H31予算

【新】
3

[100202]

信州の木活用課 H31予算

4

[100202]

信州の木活用課 H31予算

1,026 H30当初 1,028

森林施業の効率化、省力化や需要に応じた木材生産等を可能にする「スマー
ト林業」を実現するため、広葉樹林の森林資源の分析等、ＩＣＴの利活用による
先進的な取組を推進します。

【拡】 ・ICT技術により広葉樹の植生区域を特定し、広葉樹マップを作成
　　　 ・ICT技術を活用して森林施業の効率化を図る人材を育成

*森林調査・計画に必要な労務の2割縮減　(2020年度)

（森林経営管理基金活用事業）

18,135 H30当初 15,830

林業成長産業化と適正な森林の管理を目的とした「新たな森林管理システム」
が始まることに合わせ、新たな森林整備に対応できる林業事業体を育成する
ため、経営改善や安全確保等に向けた支援を行います。

*新たな森林管理システムに対応できる林業事業体18者(2023年度)
（森林経営管理基金活用事業）

7,453 H30当初 0

林務部

事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

林業成長産業化と適正な森林の管理を目的とした「新たな森林管理システム」
に対応するため、市町村の広域的な体制づくりを支援するとともに、森林調査
等の業務を効率化し、円滑なシステムの導入を図ります。

　     ・市町村の広域連携体制の構築を支援
　     ・リモートセンシング技術を活用した境界明確化手法の確立

*流域又は地域振興局単位での市町村支援のための広域的な体制整備（2020年度）

（森林経営管理基金活用事業）

61,893 H30当初 0

◎ 次代の林業を担う組織・人づくり

事　業　名
［事業改善シート番号］

林業大学校の機能強化のあり方について庁内検討を進め、学校形態、施設
等について、目指すべき方向性を検討します。

　　　※ 【新】：新規事業
 　　 　　【創】：しあわせ信州創造経費事業
 　　 　　【地】：地域振興局長の要望・提案反映事業

森林経営管理体制支援
事業費

４　主要事業一覧 （別紙３）

長野県林業大学校グレード
アップ推進事業費

持続的な林業経営の確立
支援事業費

スマート林業構築普及
事業費

◎ 林業の生産性向上



事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

事　業　名
［事業改善シート番号］

5

[100104]

森林政策課 H31予算

6

[100404]

森林づくり推進課 H31予算

【地】
7

[100101]

森林政策課 H31予算

8

[100502]

H31予算

（森林づくり県民税基金活用事業）

35,000 H30当初 7,605

観光地等魅力向上森林
景観整備事業補助金

林業用優良種苗の安定供給と、伐採から植栽までの造林経費の低コスト化を
進めるため、採種園の造成、種苗生産基盤の整備、一貫作業システムの普及
啓発を実施します。
　
　 ・林業種苗法に基づき指定された優良な母樹からの種子採取
　 ・スギミニチュア採種園の造成
　 ・カラマツ採種園の整備・造成
　 ・林業用苗木の生産基盤整備の支援
　 ・低コスト造林一貫作業システムの普及啓発

　

*林業用苗木供給量：69万本(2016年度）→105万本(2019年度）

（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

18,124 H30当初

豊かな森林資源を活かした観光地の魅力向上を図るため、地域の景観に
合致した森林整備等を推進します。

　 ・事業主体　市町村
　 ・補助率　　  9/10

19,324

捕獲した個体を有効活用し、信州ジビエの需要増加や安定的な市場流通を
促進するため、捕獲からジビエ生産・流通・消費につながる体制の強化を図り
ます。

　・食肉処理施設へのジビエ生産設備等の導入支援
　・ジビエの需給動向や販路開拓に関する情報収集

*県内の鹿肉生産・出荷量：26トン（2016年度）→32トン（2021年度）

21,726 H30当初 14,188

林業種苗生産拡大対策
事業費

信州ジビエ総合振興対策
事業費

森林づくり推進課鳥獣対策・ジビエ振興室

◎ 森林の魅力向上

（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

*地域の景観に合致した間伐等実施面積：113ha(2022年度)

国際林業技術交流ネクスト
ステージプロジェクト事業費

林業再生や自立的・持続的な森林管理の実現を図るため、林業等に関する先
進的な取組を行っているフィンランド及びオーストリアと人材育成や技術協力
等の連携を進めます。

*林業就業者一人当たりの木材生産額：477万円/人（2015年）→671万円/人（2021年）

4,526 H30当初 4,526



事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

事　業　名
［事業改善シート番号］

9

[100101]

森林政策課 H31予算

10 森林づくり推進支援金
[100101]

森林政策課 H31予算

11

[100301]

信州の木活用課県産材利用推進室 H31予算

12

[100302]

信州の木活用課県産材利用推進室 H31予算

18,050 H30当初 9,800

*地域固有の課題解決に係る取組：県内全77市町村(2019年度)

（森林づくり県民税基金活用事業）

（森林づくり県民税基金活用事業）

地域固有の課題の解決のため、市町村が行う、きめ細かな森林づくり等の取
組を支援します。

　 ・事業主体　市町村
　 ・補助率      定額

90,000 H30当初 90,000

地域の特徴を活かした木材資源の循環利用の仕組みを構築するため、県産
材の活用拡大に向けた取組を進めます。
　
　１　信州プレミアムカラマツ製材品の販路拡大

　２　オリンピック・パラリンピック選手村ビレッジプラザへの森林認証材提供等
      への支援
 　　 ・事業主体　市町村
 　　 ・補助率　　  1/2

*素材生産量：541千㎥(2017年)→800千㎥(2022年)

（ふるさと信州寄附金基金活用事業）

3,590 H30当初 2,893

県産材利用を促進し、木材産業等の競争力の強化を図るため、県産材の製
材・加工・流通及び木質バイオマスの加工・利用施設等の整備を支援します。
　
　 ・事業主体　市町村、民間事業者
　 ・補助率　　　1/2ほか

*素材生産量：541千㎥(2017年)→800千㎥(2022年)

383,394 H30当初 216,060

里山整備利用地域活動
推進事業補助金

自立的・持続的な森林管理の構築を図るため、長野県ふるさとの森林づくり条
例に基づく「里山整備利用地域」における、地域住民による里山整備利用推
進協議会の立ち上げ及び活動を支援します。

　 ・事業主体　里山整備利用推進協議会
　 ・補助率　　  10/10

県産材活用加速化推進
事業費

木材産業成長産業化促進
対策事業補助金

◎ 県産材の利活用の促進

*里山整備利用地域の認定数：150地域(2022年度)



事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

事　業　名
［事業改善シート番号］

13

[100301]

信州の木活用課県産材利用推進室 H31予算

14

[100403]

森林づくり推進課 H31予算

【地】
15

[100403]

森林づくり推進課 H31予算

16

[100401]

森林づくり推進課 H31予算

（森林づくり県民税基金活用事業）

18,000 H30当初 18,000

8,000 H30当初 7,500

2,231 H30当初 2,965

松くい虫被害の効果的な予防・駆除を進めるため、人工衛星の画像データを
活用し、被害拡大の経過把握や今後の拡大ルートの予測等の対策を推進しま
す。

*対策対象松林の被害発生面積：2013年度被害面積の70%以下（2019年度）

山林に放置され、利用されていない松くい虫枯損木を伐倒し、有効活用する
ため、地域が主体となり、松くい虫枯損木を木質バイオマス発電の燃料（チッ
プ）等に資源化して利活用する取組を支援します。

　 ・事業主体　市町村
　 ・補助率　　  9/10

*取組を行う市町村数：松くい虫被害が確認されている全51市町村（2022年度）

エネルギーの地消地産を推進し、環境貢献度の高い暮らしの実現と地域林業
の活性化を図るため、県内産木質バイオマスの循環利用を普及促進します。
　
　１　木質バイオマスの循環利用に向けた普及啓発

　２　個人向けペレットストーブ等の導入支援を通じた県内産ペレットの消費
　　　拡大
　　　・事業主体  市町村
　　　・補助率      3/4

*素材生産量：541千㎥(2017年)→800千㎥(2022年)
（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

木質バイオマス循環利用
普及促進事業補助金

松くい虫対策の見える化
管理事業費

松くい虫枯損木利活用事業
補助金

森林の強靱化に向けた事
前防災対策推進事業費

◎ 森林病害虫対策の推進

◎ 防災・減災対策の加速化

山地災害による被害を防止・軽減するため、航空レーザ測量データ及び人工
衛星の情報を活用して県内山間地の危険箇所の抽出を行うとともに、危険地
情報を集約した防災カルテを作成し、事前防災計画に活用します。

　・山地災害危険箇所の優先度判定調査の実施
　・表層崩壊危険度調査の実施
　・山地地盤変動モニタリング調査の実施

*治山事業により保全される集落数：40集落(2019年度)
（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業）

60,700 H30当初 20,700



事　　業　　内　　容　及　び　金　額　（千円）
(＊は成果目標）

事　業　名
［事業改善シート番号］

17

[100204][100401][100404]

＾

信州の木活用課
森林づくり推進課 H31予算

18 県単独公共事業費
[100204][100401][100404]

信州の木活用課
森林づくり推進課 H31予算

19 直轄事業負担金

森林づくり推進課 H31予算

防災・減災のための森林整備や、小規模な荒廃山地の復旧などのため、県単
独の予算による事業を行います。

（一部 ふるさと信州寄附金基金活用事業、森林づくり県民税基金活用事業）

601,532 H30当初 549,953

補助公共事業費
（一部再掲）

393,000387,000 H30当初

7,541,608 H30当初 7,888,808

森林の保全や、効率的な木材生産を推進するため、国の予算を活用した補助
公共事業（緊急対策分※を含む）を行います。

※防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（平成30年12月14日閣議決定）に基づく事業

国が進める飯田市松川入地区等における治山施設の整備等について、地元
自治体として負担金を支出します。

千円

千円

千円

千円

造　林

計

区　分

林　道

治　山

601,532

300,184

291,088

10,260

予 算 額

千円

予 算 額区　分

387,000治　山

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

区　分

　林　道 818,007

うち緊急対策分

予 算 額

17,141

894,411

7,541,608

82,000

2,481,092

795,270

4,242,509

うち緊急対策分

うち緊急対策分

うち緊急対策分

　治　山

　造　林

計


