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－平成24年度 とちぎ「森の楽校」事業－

▼特集
①税事業の見直しに関する検討会による第2次報告書について

②税事業評価委員会による評価報告書について

③企業等の森づくり推進事業について

▼部会だより
普及・啓発部会、森づくり推進部会、木づかい推進部会の活動



－ とちぎの元気な森づくり県民税事業の見直しに

関する検討会が第２次報告書を知事宛て提出 －

検討会では、県民税条例の規定に基づき、平成25年度

から見直しが必要な事項について、1月から6回の検討会

を開催し検討を進めてきました。そして、12月4日に開

催された第11回検討会において、これまでの検討内容を

取りまとめた「第2次報告書」が承認・決定されました。

報告書では、事業は着実に実施されており、今後も現在

の条例の目的に沿って進めることとされた一方、個別の事

業について一部見直すべきとされました。

第11回検討会の状況（県公館大会議室）

「第２次報告書（骨子）」
①元気で安全な奥山林の整備について

・間伐全体計画を税財源のみで実施できる面積に見直すこと

・獣害対策の期間を延長し全体計画を見直すとともに、植栽木への対策を検討すること

②明るく安全な里山林の整備について

・地域の要望を踏まえた事業内容に再編し、全体計画も再設定すること

・整備後の維持管理について、地域の実情を踏まえ弾力的な運用も検討すること

③森を育む人づくり（ソフト事業）について

・地域の特性に合わせた事業の実施が可能となる仕組を検討すること

④新たな課題への対応について

・森林資源の利活用（再生可能エネルギー）や間伐材の用途拡大については、今後の動向を見

極めた上で改めて判断すること

特集①

「とちぎの元気な森づくり県民税事業の見直し

に関する検討会（座長：須賀英之 宇都宮共和大学

学長）は、12月4日、これまでの県民税事業の実

施状況や、県民税事業導入以後の社会情勢の変化

等を踏まえ、平成25年度以降の県民税事業につ

いて見直しをすべき事項をまとめた「とちぎの元

気な森づくり県民税事業の見直しに関する第2次

報告書」を知事宛て提出しました。

報告書の決定後、検討会から第2次報告書が福田知事に

提出されました。報告書の提出を受け、福田知事からは

「検討会の設立以後、11回にわたり活発な御議論を重ね

て頂いたことに感謝申し上げる、提出頂いた報告書につい

ては、県民税事業をよりよい事業とするため、十分反映さ

せていきたい。」との言葉を頂きました。

今後、県では平成25年度予算編成作業の中で、報告書

を踏まえ見直しの具体的検討を進めていくこととなります。
報告書提出後、知事と懇談
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とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会において、平

成23年度とちぎの元気な森づくり県民税事業の実施状況等につ

いて検証・評価が行われ、その結果が報告書として取りまとめ

られました。

委員の皆様には、平成24年7月より調査、検討を重ね、様々

な視点から検証していただきました。

取りまとめられた総合評価は以下のとおりであり、「平成23

年度に実施された全ての事業について概ね適正に執行されてい

るものと認められる」と評価されました。

なお、詳しい評価内容は、以下に記載されているURLからご

覧いただけます。

平成23年度評価報告書

－評価委員会について詳しくは県ホームページを御覧ください－

（栃木県HP）ホーム ＞ くらし・環境 ＞ 自然・動植物 ＞ 森づくり

＞ とちぎの元気な森づくり県民税（とちぎの元気な森づくり県民税事業）

＞ とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/shinrin/zenpan/moridukurihyoukaiinkai.html

－ホームページ「とちぎの森づくり」でもご覧いただけます－

http://mori.ecomori-

特集②
－ とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会

による評価報告書がまとまる －

○ 県民への広報について、インターネットを活用するなど、より効果的な方法

を検討すること。

○ 平成２３年度に実施された、奥山林整備、里山林整備、森を育む人づくりの

すべての事業について、概ね効果的、効率的に執行されているものと認められ

る。

引き続き、「有効性」、「効率性」、「進ちょく度」に十分配慮し、事業の

適正な執行に努めること。

評 価

個 別 の 課 題 ・ 改 善 点

◆とちぎの元気な森づくり県民広報事業について
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デクセリアルズ㈱社員、(福)希望の家利

用者、及びその家族など300名が参加し、

落葉拾い、歩道整備、間伐、間伐材を利

用したチップ敷き等の活動を行いました。

また、森づくり活動の記念としてイロ

ハモミジ2本を植樹しました。

参加者には、デクセリアルズ㈱がさく

ら市喜連川で実施している企業等の森づ

くり推進事業「創造の森」で間伐した材

木を利用した「とちまるくんグッズ」が

配付されました。

－ 企業等との協働による森づくりを実施しています －

豊かな森林を守り育てるためには、県民や企業・団体の皆さんなど、さまざまな力を結集して

森づくり活動を進めることが大切です。

そこで、県では平成21年度から県民やボランティア、NPO、企業、行政などが連携・協力し

た森づくり「企業等の森づくり推進事業」を進めています。

この事業は、企業や団体の皆様から、社会貢献活動として費用や労力を提供していただき、健

全な森づくりを進めるものです。

今回は、デクセリアルズ株式会社、社会福祉法人希望の家、栃木県、鹿沼市の4者で実施した

「希望と創造の森」づくりについてご紹介いたします。（文中の敬称は略させていただきます。）

協定締結式の状況（(福)希望の家会議室）

（１）「希望と創造の森」協定締結式 平成24年11月6日(火）

特集③

【協定締結者】デクセリアルズ(株)、(福)希望の家、県、鹿沼市の4者

【整備する森林の名称】希望と創造の森

【協定期間】平成24年11月6日から平成30年3月31日まで

【活動場所】鹿沼市栃窪 生きがいの森地内 2.52ha

（２）「希望と創造の森」づくり 平成24年12月9日（日）
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－ とちまるショップにとちもりくんが初登場 －

今話題の東京スカイツリー(R)を中心とした東京スカイ

ツリータウンの商業施設である「東京ソラマチ(R)」内に

栃木県のアンテナショップ「とちまるショップ」が出店し

ています。

こちらでは、栃木県産品の販売を行っており、ソラマ

チ内の他の店舗との差別化を図った特色のある品揃えで、

オープンから約4ヶ月で来店者数が100万人を突破する

など、人気を博しています。

とちもりくん・とちまるくんと一緒に

とちぎの元気な森づくりをPR中

県の特産品を使用した

雰囲気のある店舗

平成24年11月13日、この「とちまる

ショップ」の一角をお借りして、とちぎの元気

な森づくりをPRしました！

平日にもかかわらず、多くの方々が足を止め

てとちぎの元気な森づくりについての説明を聞

いてくださいました。

また、お客様の中には、茨城県、群馬県から

来られた方もいらっしゃって、

『北関東3県で協力して盛り上げていこう！

o(・`ω´・)○』

などのお声も掛けていただきました。

当日は、とちまるくんも登場！

登場するやいなや、「かわいー」の声がかか

り、大人気！皆さん、列を作って記念写真を撮

影されていました。

また、ソラマチ初登場のとちもりくんのPRも

行い、かな～り知名度も上がったハズ！

今回のイベントで、県内外のたくさんのお客

様にPRすることができ、とちぎの元気な森の有

効性とその取り組みについて知っていただくこ

とができました。

とちまるくんは子供たちに人気！

普及・啓発部会

元気な森づくり県民会議

部会だより
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実施日 イベント名等

８月25日（土）
県林業センター公開デー
（宇都宮市）

９月29日（土）
ベルモール
（宇都宮市）

10月６日（土）

　～７日（日）

10月27日（土）
イオンモール小山
（小山市）

エコ・もりフェア2012
（宇都宮市）

「栃木県林業センター公開デー」及び

「エコ・もりフェア2012」のイベント

会場や、大型商業施設「ベルモール」及

び「イオンモール小山」において、とち

ぎの元気な森づくりの取組に関するパネ

ルの展示、元気な森づくりの日PRリーフ

レット・ノベルティの配布やクイズを実

施し、とちぎの元気な森づくりをＰＲし

ました。

各イベントとも、多くの皆様にお越し

いただきました。

パネルを見ながらクイズに挑戦！

（県林業センター公開デー）

箱の中の木の実は何かな？

（エコ・もりフェア2012）

ベルモールやイオンモール小山での活動には、宇都宮大学農学部森林科学科の女子学生に

より結成された「林業女子会＠栃木」に協力いただき、女子会おすすめの森林・林業スポッ

トの紹介など女性の視点で作ったパネルで、とちぎの森林や林業の魅力をPRしました。

－ 「エコ・もりフェア２０１２」等において元気な森づくりをＰＲ －

クイズでは、木の実の名前や「元気な森づくりの日」、森林・林業に関する問題など、楽

しみながらとちぎの元気な森づくりに対する理解を深めていただきました。

女子会おすすめのスポットを紹介

（ベルモール）
元気な森づくりの日はいつかな？

（イオンモール小山）

森づくり推進部会
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－ 第３７回全国児童・生徒木工工作コンクールの審査結果について －

子どもたちの木づかい活動を広く普及する、第５回子どもたちの木工工作コンクール

（第３７回全国児童・生徒木工工作コンクール栃木県大会）を開催し、応募作品３９２

点の中から、入賞作品２５点を決定しましたのでその一部を御紹介します。

金賞：栃木県 知事賞

○小学校低学年の部 ○小学校高学年の部 ○中学校の部

「 大かんらんしゃ

ジェットコースター 」 「おかえりなさい はやぶさ」 「百年椅子２０１２」

那須塩原市立稲村小学校 栃木市立栃木第三小学校 那須塩原市立黒磯中学校

３年 髙秀 匠さん ５年 小倉 渥史さん ２年 荒井 翼さん

金賞：栃木県 教育委員会教育長賞

○小学校低学年の部 ○小学校高学年の部 ○中学校の部

「カマキリ 」 「木のアスレチック」 「Ｇｅｔｔｅｒ３（ゲッタースリー）」

大田原市立宇田川小学校 那須町立美野沢小学校 那須塩原市立高林中学校

４年 山下 航平さん ６年 薄葉 翔吾さん ３年 鎌形 颯さん

３年 人見 竜之介さん

３年 道明 永亮さん

木づかい推進部会

- 7 -



▼問合せ・申込先

（公社）とちぎ環境・みどり推進機構 (028)643-6801

URL http://www12.ocn.ne.jp/~t-green/

伝言板
＊ とちぎ「森の楽校」の講座が開催されます ＊

●●● 奮って御参加ください ●●●

＊ ご利用ください！！

森づくり活動のポータルサイト「とちぎの森づくり」 ＊

栃木県の森林・林業に対する取組や各種報告書などの行政情報をはじめ、イベント・講座

のお知らせや活動団体の情報、指導者等の人材情報などを一元的に提供しています。

どなたでもサイトを御覧いただくことができます。

また、会員登録をしていただくと、活動団体や県民の皆さんが、直接、イベント等のお知

らせや活動団体情報などをサイトに掲載することができ、情報発信や相互交流の場としても

ご活用いただけます。

県民の皆さんをはじめ、森づくりやみどりづくりに取り組む学校、森林環境学習関連施設、

地域で活動する団体・企業などの森づくり活動を応援するためのサイトです。

ぜひご活用ください。

これまで発行してきましたVOL.1～24までのバックナンバーをホームページに

掲載しましたので、ご覧ください。

＊ とちぎの元気な森づくりＮＥＷＳの

バックナンバーを掲載しました ＊

（栃木県HP）ホーム ＞ くらし・環境 ＞ 自然・動植物 ＞ 森づくり

＞ とちぎの元気な森づくり（とちぎの元気な森づくり県民税事業）

＞とちぎの元気な森づくりNEWS

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/shinrin/zenpan/1202345320422.html

★QRコードはこちら★続きはWebで♪

http://mori.ecomori-tochigi.jp/

開　催　日 場　所 プログラム 概　要

　１月１２日（土） 宇都宮大学船生演習林（塩谷町） グリーンスタッフ養成講座 人工林のなりたちと手入れ方法

　１月２６日（土） どんぐりの杜（宇都宮市） 森の手入れ（里山） 里山林の手入れ作業体験

「とちぎの森づくりNEWS」は、「とちぎの元気な森づくり県民税」により発行されています。


