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１．森林環境譲与税の概要
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（１）森林環境税及び森林環境譲与税の経緯

○ 森林整備のための財源確保については、昭和60年代の「水源税構想」の議論に始まる。

○ 平成３年に「森林交付税」の創設が提唱。「森林交付税創設促進連盟」等が全国規模で運動を展開。

○ 林野庁は、平成16年から、森林吸収源対策の財源となる税の創設を要望。平成30年度税制改正で、平成
31年度に森林環境税・森林環境譲与税を創設することが決定。

【水源税構想】
・昭和60年に、林野庁は、森林の水源涵養機能を確保するため、「水源税」の導入を要望。各界の賛否が分かれ、見送り。
・昭和61年に、林野庁要望の水源税構想と建設省要望の流水占用料改正を一本化した「森林・河川緊急整備税」の導入を要望。再び、見送り。

【森林交付税構想】
・平成３年に、和歌山県本宮町長は、地方交付税の枠外に「森林交付税」を創設することを提唱（一般財源又は地方交付税の組み換えを想定）。以
後、構想に賛同する市町村と市町村議会議員は「森林交付税創設促進連盟」等を結成して、全国規模で運動を展開。

【全国森林環境税構想】
・平成15年に、森林交付税構想を推進してきた市町村は、「全国森林環境・水源税」（水や二酸化炭素排出源への課税を想定）の創設を求める方向
に、運動方針を転換。

・平成18年に、「全国森林環境・水源税」の名称から「水源」を削除して、以後、「全国森林環境税」の創設を求める運動を展開。

【都道府県の独自課税】
・平成15年に、高知県は、都道府県で初めて「森林環境税」を導入。
・平成28年までに、37府県が森林整備を主な目的とする独自課税を導入。

【森林吸収源対策のための財源の確保に関する検討】
・林野庁は、平成16年以降、平成17年に発効した「京都議定書」に基づき、温室効果ガスの排出削減に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐
等を推進するため、森林吸収源対策のための財源となる税の創設を継続的に要望。

・平成24年度に、「地球温暖化対策税」が導入されたが、森林吸収源対策は、使途に含まれず。
・林野庁は、平成25年度以降、「森林環境税」の創設を継続的に要望。
・平成30年度与党税制改正大綱で、「平成31年度税制改正において、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設する」ことが決定。

資料：遠藤真弘 (2015) 森林環境税. 調査と情報, No.875, 林野庁 (2018) 平成29年度森林・林業白書. 3



パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備

等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

納税義務者等：国内に住所を有する個人に対して

課する国税

税 率：1,000円（年額）

賦 課 徴 収：市町村が個人住民税と併せて

賦課徴収

国への払込み：都道府県を経由して全額を国の

譲与税特別会計に払込み

そ の 他：個人住民税に準じて非課税の範囲、

減免、納付・納入、罰則等に関して

所要の措置

１．森林環境税 ［令和６年度から課税］ ２．森林環境譲与税 ［令和元年度から譲与］

譲 与 総 額：森林環境税の収入額（全額）に相当する額

譲 与 団 体：市町村 及び 都道府県

使 途：

(市 町 村) 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や

普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

(都道府県) 森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用

譲 与 基 準：

(市 町 村) 総額の９割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、

林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分

※私有林人工林面積については、林野率により補正

(都道府県) 総額の１割に相当する額を市町村と同様の基準で按分

使 途 の公 表：インターネットの利用等の方法により公表

３．経過措置

○ 令和５年度までの譲与税財源は､暫定的に譲与税特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税

の税収を充てることとしていたが、令和２年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するた

め、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わない

こととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとした。

○ 制度創設当初は、都道府県への譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。

（２）森林環境税及び森林環境譲与税の概要
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２０％ ： 林業就業者数

３０％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

（※以下のとおり林野率による補正）

林野率 補正の方法

８５％以上の市町村 １．５倍に割増し

７５％以上８５％未満の市町村 １．３倍に割増し

○ 市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定。

○ 令和６年度までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用。

○ 森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
（制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。）

【譲与基準】

森林環境税課税
（年額：1,000円）

（※）東日本大震災を教訓として全国で実施する防災施策対応分として引上げ

個人住民税均等割引上げ（年額：1,000円）

初年度
約300億円

平年度
約600億円

300機構準備金活用
により償還

譲与税特別会計
における借入金

機構準備金を活用（2,300億円）

（３）森林環境譲与税の譲与額と譲与基準

5



（趣旨）
第⼀条 この法律は、森林（森林法（昭和⼆⼗六年法律第⼆百四⼗九号）第⼆条第⼀項に規定する森林
をいう。以下この条及び第三⼗四条第⼀項において同じ。）の有する公益的機能の維持増進の重要性
に鑑み、市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関
する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の⼿続及びその
納税義務の適正な履⾏を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収⼊額に相当する額を森林
環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

（森林環境譲与税の使途）
第三⼗四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費⽤に充てなけ
ればならない。
⼀ 森林の整備に関する施策
⼆ 森林の整備を担うべき⼈材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、⽊材の
利⽤（脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律
（平成⼆⼗⼆年法律第三⼗六号）第⼆条第三項に規定する⽊材の利⽤をいう。）の促進その他の
森林の整備の促進に関する施策

２ 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費⽤に充てなければな
らない。
⼀ 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の⽀援に関する施策
⼆ 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第⼀号に掲げる施策の円滑な実施に資するための
同号に掲げる施策

三 前項第⼆号に掲げる施策
３ 市町村及び都道府県の⻑は、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。

（４）「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」における使途
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（５）森林環境譲与税の実績①

○ 令和３年度に間伐等の森林整備関係に取り組んだ市町村の割合は77％、人材育成は30％、木材利
用・普及啓発は41％となりました。森林整備関係の取組を中心として、取組市町村数は増加。

○ 特に、私有林人工林１千ha以上の市町村では、森林整備関係へ取り組む割合は95％と高い状況。

○ 基金への全額積立の市町村は減少しており、全体で14％。
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■ 森林環境譲与税の取組市町村数（令和元年度～３年度）

※ 総務省・林野庁調べ、1,741市町村から回答。項目は複数選択可。
※ グラフ内の実数は市町村数。割合は、上枠の【 】内の市町村数に対するものを表示。
※ 私有林人工林面積による市町村の区分は、令和元年度及び２年度は「森林資源現況調査(平成29年３月31日現在)」、令和３年度は「農林業センサス2020」の数値に基づくも

のであり、私有林人工林1,000ha以上及び未満のグラフ中の割合は、令和元年度及び２年度分については、それぞれ981市町村、760市町村を母数として算出。

全 体
【1,741市町村】

私有林人工林1,000ha以上
【977市町村】

私有林人工林1,000ha未満
【764市町村】

（市町村） （市町村） （市町村）

53％

13％

22％

23％

38％

35％

20％

71％

21％

23％

26％

91％

37％

39％

7％
54％

21％

2％

45％

5％

29％

36％

30％
71％

令和２年度

令和３年度

77％ 95％ 53％

14％ 4％ 27％

30％ 46％ 9％

41％ 46％ 35％

令和元年度
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○ 森林環境譲与税による市町村の主な取組実績は、ほとんどの項目で毎年増加。

○ 例えば、令和３年度の森林整備面積は、令和元年度の約５倍となるなど、着実に取組は進展。

8

（５）森林環境譲与税の実績②

区分 主な取組実績 令和元年度 令和２年度 令和３年度

間伐等の森林整備関係

意向調査実施面積 約１２．５万ha 約２１．６万ha 約１８．０万ha

森林整備面積

（うち間伐面積）

約５．９千ha

（約３．６千ha）

約１７．９千ha

（約１０．３千ha）

約３０．８千ha

（約１４．２千ha）

森林作業道の整備 約８９千m 約２３３千m 約４０６千m

林道・林業専用道の整備 約１千m 約５千m 約１４千m

人材の育成・担い手の確保 研修等の参加者数 約６．５千人 約５．０千人 約６．４千人

木材利用・普及啓発

木材利用量 約５．４千m3 約１３．４千m3 約２２．５千m3

イベント、講習会等 約９００回 約１０００回 約１８００回

参加者等 約８８千人 約５６千人 約１２５千人

■ 森林環境譲与税の市町村における主な取組実績（令和元年度～３年度）



○ 市町村における森林環境譲与税の活用額は、令和元年度の65億円、令和２年度の163億円、令和３年度
の217億円と着実に増加。譲与額の53％が執行される一方、47％が基金積立。

○ 令和６年度から森林環境税の徴税が始まる中、譲与税の執行率を高めることが急務。
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（５）森林環境譲与税の実績③

Ｒ１決算 Ｒ２決算 Ｒ３決算 （Ｒ４予定）

市町村

活用額 65億円 163億円 217億円 （405億円）

譲与額 160億円 340億円 340億円 （440億円）

都道府県

活用額 31億円 47億円 53億円 （68億円）

譲与額 40億円 60億円 60億円 （60億円）

合計

活用額 96億円 210億円 270億円 （472億円）

譲与額 200億円 400億円 400億円 （500億円）

※ Ｒ４予定の金額については、令和４年９月時点で自治体への聞き取り結果をとりまとめたもの

■ 森林環境譲与税の活用額（令和元年度～３年度は実績、令和４年度は予定）



２．森林環境譲与税の活用促進
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（１）森林環境譲与税の取組状況に関する報道（令和４年１月以降の主なもの）

１月31日 共同通信
「森林資金、５割超未支出 19～20年度、271億円 人口考慮で都市優遇 制度変更要求の可能性も」

２月１日 日本農業新聞
「５割超が未支出 用途決まらず積み立て 19、20年度森林環境譲与税」

２月５日 日本農業新聞
「森林譲与税５割未支出 市町村など聴取へ 自民党PT」

３月12日 朝日新聞
「森林環境税 とっても余る？ 別財源で先行配分 使ったのは５割弱・228億円」

３月28日 朝日新聞
「森林環境税 国民の理解得られるか」

1. ５月22日 読売新聞
「森林環境税 見直し案 先行制度 配分５割使われず」

６月10日 東京新聞
「森林環境税 実効性高める工夫を」

９月６日 日本経済新聞
「森林財源、持て余す都市部」

11月６日 共同通信
「森林整備の資金、山間部を増額 政府与党、24年度にも」

12月27日 日本経済新聞
「復興税、森とミサイルに変身 理屈より『取りやすさ』優先」

12月29日 共同通信
「森林資金なお47％未消化 19～21年度、市区町村分」 11



林野庁及び総務省は、譲与税の活用をより一層進めるため、自治体にしっかりと寄り添い、国が主体と
なって、関係機関等と連携を図りながら、下記について速やかに実行に移されたい。

記

１ 山側の市町村から、必要な森林整備を実施するためには、予定されている以上の財源が必要であるとの
声が多いことを踏まえ、譲与税の創設経緯や目的にかんがみ、譲与税が森林整備に一層活用されるよう、
森林が多い山間地の市町村に譲与税の配分を抜本的に強化するなど、譲与基準の在り方について検討する
こと。

２ 譲与税の使途について、特に、地拵え・再造林の実施、林道の整備・維持修繕、林業事業体の従業員の
新規就労支援、市役所や役場の新たな林政担当職員の雇用など、できる限り具体的に整理したポジティブ
リストを作成して市町村に分かりやすく示すとともに、相談窓口を設置するなどの対応を徹底すること。

３ 山間部・都市部それぞれの特徴に応じ、基金積立としている理由など各自治体の意向を十分に尊重しな
がら、具体的な課題を能動的かつ体系的に聞き取る体制を整備することなどにより、今後の活用方法につ
いて計画的に取組が進むよう丁寧に助言、指導を行うこと。

４ 体制が不十分な市町村に対して、国と都道府県が連携しながら責任を持って市町村職員の研修の実施や
地域林政アドバイザーの活用促進等の支援に取り組むとともに、都道府県や森林組合によるサポートの好
事例について、これらの団体とも連携しつつ、積極的に横展開を図ること。

５ 譲与税が更に効率的かつ効果的に活用されるための方策について、全国各地の多様な地域の実情を踏ま
え、現場での取組が円滑に進み譲与税の導入目的が達成されることに主眼を置いて、前例踏襲主義を排し、
柔軟な発想で検討を継続すること。また、譲与税の趣旨や取組の効果を広く国民に示すとともに、国産材
の利用拡大の意義等も含め譲与税に対する理解の醸成を図るための教育や広報等の取組を推進すること。

（２）森林環境譲与税の活用促進等に向けた提言（抜粋）

（令和４年5月13日 自民党 地球温暖化防止のための森林吸収源対策プロジェクトチーム）
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※ これらの例示以外でも、各地域の実情に応じた創意工夫による取組を実施いただくことが可能です。
※ 森林環境税は国民の皆様の協力のもと創設されたものであり、国民の皆様の理解が得られるかという点についても

留意して、取組を進めるようお願いします。

○ 国で、譲与税を活用して実施可能な取組例のリストを作成し、都道府県・市町村へ提供。

森林整備

○森林経営管理制度等に基づき、市町村が発注者となって実施する、間伐、地拵え、造林、下刈り等の
森林整備

○所有者や森林組合等が実施する、間伐、地拵え、造林、下刈り等の森林整備への補助（上乗せを含む）
○所有者への意向調査、所有者探索、境界測量の実施
○林道や作業道の開設や維持修繕
○里山林や竹林の整備
○植栽箇所における防獣ネットの設置
○松くい虫被害木の伐倒・薬剤散布
○台風により発生した風倒木の搬出処理
○友好都市や上下流の関係にある他自治体の森林整備の費用を負担 等

人材育成

○ 新規就業者等の人材育成研修や技術指導、資格取得に係る経費の補助
○ 高性能林業機械の借り上げ又は購入経費の補助
○ 林業大学校等の研修生への交通費、資格取得、実習等への支援
○ 林業技術者を養成するアカデミーの運営や技術研修会の実施
○ 森林経営管理制度等の円滑実施のために、新たに林務担当の職員やアドバイザーを雇用 等

木材利用
○ 公共施設の木造化・木質化、木製什器の設置
○ 多数の者が利用する民間建設物の木造・木質化への補助
○ 地域産の木材を使った小物を記念品として贈呈 等

普及啓発
○ 森林に関する市民講座、シンポジウム、木育イベント等の開催
○ 都市部自治体の住民を対象とした山村部への林業体験ツアー等の開催
○ 山村部自治体における、森林環境教育プログラムやパンフレットの作成、受け入れ体制の整備 等

（３）森林環境譲与税を活用して実施可能な取組の例について

【森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例について（令和４年６月）より抜粋】
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（４）森林環境譲与税を活用した取組事例のご紹介①

○ 林野庁のホームページにおいて、森林環境譲与税を活用した森林整備等の取組事例を紹介。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

ここをクリック！
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（４）森林環境譲与税を活用した取組事例のご紹介②

○ 令和３年度の取組事例集には、市町村の事例として93事例、都道府県の事例として102事例を掲載。

○ 使途別・都道府県別検索のための索引や、事例集全体の概要解説のページを追加。

15

■ 掲載事例

市町村 ： 93事例

（森林整備：58事例、人材育成・確保：15事例、木材利用・普及啓発：20事例）

都道府県 ： 102事例

（市町村支援：59事例、人材育成・確保：28事例、木材利用・普及啓発：15事例）

■ 使途別の索引

■ 掲載事例の概要の解説



①間伐等の実施

【鹿児島県姶良市】
＜森林経営管理制度に基づく市町村による間伐の実施等＞

姶良市では、所有者の不在や⾼齢化等により
⼿⼊れ不⾜の⼈⼯林が増えており、森林環境
譲与税を財源として、経済ベースで成り⽴た
ない森林の経営管理を市が進めていく⽅針。
令和３年度は、前年度までに経営管理権集積
計画を策定した森林3.59haにおいて間伐や巡
視を実施するとともに、市が経営管理を⾏う
箇所であることを⽰すため、県産材を使⽤し
た看板を設置。

①令和３年度譲与額 31,208千円

②私有林人工林面積 6,631ha

③林野率 66.4％

④人口 76,348人

⑤林業就業者数 85人

◇ 基礎データ

〈間伐後の状況〉 〈⽊製看板の設置〉

【事 業 費】
間伐：1,172千円

（全額譲与税）

あいら

【愛媛県内子町】
＜独自の補助制度による間伐や路網整備の実施＞

①令和３年度譲与額 52,014千円

②私有林人工林面積 12,327ha

③林野率 77.0％

④人口 15,322人

⑤林業就業者数 112人

◇ 基礎データ
〈間伐後の状況〉 〈路網補修後の状況〉

【事 業 費】
間伐：16,576千円
（うち譲与税16,570千円）
林道等補修：5,533千円
（うち譲与税5,530千円）

内⼦町では、所有者の不在や⾼齢化等により
⼗分に管理されない⼈⼯林や路網が増えてい
ることから、森林環境譲与税により、森林組
合による間伐等への補助（16.87〜25.94万円
/ha）や、豪⾬等で損傷した林道等の補修への
補助（事業費の85％以内等）を実施。
令和３年度は、条件不利森林等の除間伐への
補助により、64.7haの間伐等を⽀援するとと
もに、10路線の路⾯整備等を⽀援。

うちこちょう
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②再造林等の実施

①令和３年度譲与額 64,716千円

②私有林人工林面積 13,021ha

③林野率 89.5％

④人口 28,502人

⑤林業就業者数 141人

◇ 基礎データ【事 業 費】
再造林等：1,603千円
未利⽤材搬出：17,021千円
作業道補修： 15,203千円

（いずれも全額譲与税）

【秋田県大館市】
＜林業経営者への再委託の推進や再造林支援＞

⼤館市では、森林経営管理制度等の創設を機
に市の体制を充実させ、森林整備やその促進
に関する幅広い取組を推進。
令和３年度は、78.6haの森林で新たに経営管
理権集積計画を策定、1.2haを林業経営者に
再委託したほか、ドローン活⽤による現況調
査を実施。
また、皆伐後の再造林を実施する森林所有者
への補助（150千円/ha）による⽀援を実施。

①令和３年度譲与額 63,123千円

②私有林人工林面積 12,096ha

③林野率 79.2％

④人口 69,237人

⑤林業就業者数 181人

◇ 基礎データ
〈ドローンによる現況調査〉〈再造林⽀援のパンフレット〉

【事 業 費】
集積計画策定、再造林等

：2,332千円
（全額譲与税）

おおだて

【長崎県対馬市】
＜独自の補助制度による再造林や未利用材搬出等の支援＞

〈未利⽤材の搬出⽀援〉

対⾺市では、森林環境譲与税を活⽤して私有
林整備の推進を図るため、森林資源の循環や
森林環境の保全につながる取組に対し、補助
メニューを創設し⽀援。
令和３年度は、伐採後の再造林や防⿅ネット
の設置（1.58ha）、未利⽤の林地残材の搬出
（約1.1万t）、森林施業と⼀体的に⾏う森林
作業道の補修（約3.6万m）への⽀援を実施。

つしま

〈植栽・防⿅ネット設置作業〉
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③様々な森林整備の推進

【宮崎県都城市】
＜所有者への啓発や下刈作業の省力化に向けた取組＞

都城市では、伐採跡地への再造林が、作業員
不⾜や森林所有者の認識不⾜等により⼗分に
進んでいないことから、森林環境譲与税を活
⽤して、所有者への啓発や植林・育林作業の
省⼒化に取り組んでいく⽅針。
令和３年度は、森林経営管理制度に基づく意
向調査（30.61ha）や、伐採跡地の所有者へ
の再造林啓発チラシの配布、防草シートによ
る下刈りの省⼒化実証実験（6.14ha）を実施。

①令和３年度譲与額 71,253千円

②私有林人工林面積 11,650ha

③林野率 55.5％

④人口 160,640人

⑤林業就業者数 281人

◇ 基礎データ【事 業 費】
意向調査・所有者啓発

：6,766千円
実証実験：3,090千円

（全額譲与税）

〈所有者への啓発チラシ） 〈防草シート設置状況〉

【茨城県神栖市】
＜市民と一体となった海岸防災林の再生・保全＞

神栖市では、市⺠の⽣活を⾶砂及び潮害から
守ってきた海岸防災林が、近年、松くい⾍等
による被害により機能が失われつつあるため、
森林環境譲与税を活⽤し、市⺠と⼀体となっ
て海岸防災林の再⽣・保全を進める⽅針。
令和３年度は、地元企業及び市⺠団体により
植栽イベント（参加者約500名、マツ苗植栽
約3,000本）を開催するとともに、堆砂垣等
の設置⼯事等を⾏った。

①令和３年度譲与額 9,175千円

②私有林人工林面積 279ha

③林野率 3.6％

④人口 95,454人

⑤林業就業者数 8人

◇ 基礎データ【事 業 費】
植栽イベント・
堆砂垣等設置

：14,491千円
（うち譲与税9,175千円）

〈植栽イベントの開催〉 〈市⺠による植栽の様⼦〉
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④担い手確保・人材育成

【新潟県柏崎市】
＜新規就業者の雇用促進・定着に向けた支援＞

①令和３年度譲与額 25,014千円

②私有林人工林面積 6,170ha

③林野率 65.1％

④人口 81,526人

⑤林業就業者数 31人

◇ 基礎データ【事 業 費】
新規就業者⽀援

：5,184千円
作業員定着⽀援

：1,800千円
（全額譲与税）

〈新規就業者研修（追切り確認）〉〈新規就業者研修（下刈り）〉

【高知県仁淀川町】
＜地域外からの新たな担い手の受け入れ・育成＞

①令和３年度譲与額 74,738千円

②私有林人工林面積 17,564ha

③林野率 88.7％

④人口 4,827人

⑤林業就業者数 99人

◇ 基礎データ【事 業 費】
林業研修：25,205千円

（全額譲与税）

〈林業研修⽣募集パンフレット〉 〈林業研修の様⼦〉

によどがわちょう

仁淀川町では、町の林業を⽀えてきた⾃伐林
家を含め、町内の⾼齢化が著しいことにより、
担い⼿の確保が困難な状況になっていること
から、森林環境譲与税を活⽤し、全国から移
住希望者を募集して、町内の林業事業体に配
属し、実際の現場で間伐や再造林等の作業を
⾏う実践研修をすることで、担い⼿の育成を
図っていく⽅針。
令和３年度は、8名が研修を開始するととも
に、４名が町内林業事業体へ就業した。

柏崎市では、森林整備の中⼼的な担い⼿であ
る森林組合の新規雇⽤の促進と定着率の向上
を図るため、森林環境譲与税を活⽤して、新
規就業者の雇⽤に係る費⽤や市外からの新規
就業者に住宅費への⽀援（最⻑２年）、林業
従事者に⽀給する現場⼿当・安全衛⽣⼿当な
どの特殊⼿当等への⽀援を実施。
令和３年度は、２名の新規の新規就業者と10
名の林業従事者への⽀援を実施し、雇⽤の促
進が図られた。

かしわざき
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⑤木材利用・普及啓発

①令和３年度譲与額 15,279千円

②私有林人工林面積 2ha

③林野率 3.6％

④人口 190,435人

⑤林業就業者数 1人

◇ 基礎データ

〈体育館のエントランス〉 〈体育館のアリーナ〉

【東京都日野市】
＜地域材を活用した公共建築物の木質化＞

※譲与税は、多摩産材活⽤部分に充当

⽇野市では、公共施設の整備に当たり多摩地
域産の⽊材を活⽤することで、⽊材の利⽤促
進を図る⽅針としている。
令和３年度は、令和２年度から開始した「南
平体育館」建設⼯事において、森林環境譲与
税を財源として、多摩産材（約37.5㎥）を活
⽤した、体育館のアリーナやエントランスな
どの⽊質化を実施した。

【事 業 費】
南平体育館整備経費

（建設⼯事費）
：2,419,307千円

（うち譲与税15,279千円）

ひの

【愛知県安城市】
＜子供たちが木に触れて遊ぶ機会を創出＞

安城市では、上流域の⻑野県根⽻村との繋が
りを通じた森林環境保全の啓発の取組に、森
林環境譲与税を充てていく⽅針。
令和３年度は、前年度に続き、⼩学⽣の⼦を
持つ親⼦をメインターゲットとした「あつま
れ ねばの森inアンフォーレ」を開催。根⽻
村の⽊材を使⽤した⽊箱、表札、スプーン等
を制作するワークショップの実施や、⽊のお
もちゃの展⽰により、⼦供たちが⽊に触れて
遊ぶ機会を創出。

①令和３年度譲与額 15,089千円

②私有林人工林面積 0ha

③林野率 0％

④人口 187,990人

⑤林業就業者数 1人

◇ 基礎データ【事 業 費】
イベント開催：4,000千円
（うち譲与税3,974千円）

〈表札づくり〉〈⽊箱づくり〉

あんじょう
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⑥上下流連携体制の構築

【奈良県内「上下流連携による木材利用等促進コンソーシアム」】
＜自治体間連携の枠組みづくり＞

コンソーシアムに参画する⽥原本町と川上村は、
令和４年２⽉に「森林整備等の実施に関する連携
協定」を締結。

同協定は、⽥原本町が川上村所有の森林を整備及
びその森林を活⽤した付帯事業を実施することに
関して相互に連携・協⼒することを定めており、
⼆酸化炭素の排出量を森林整備による吸収量で相
殺する「カーボンオフセット」を具体化。

また、⽥原本町⺠が現地を訪れて森林環境に関す
る理解を深めることや、川上村が間伐材を加⼯し
た⽊製品を提供することが盛り込まれている。

〈協定締結式の様子〉

コンソーシアムをきっかけとした連携の創出

～田原本町・川上村～

 奈良県では、サプライチェーン上の川下に当
たる平野部２市３町（活⽤団体）と、川上に
当たる吉野郡３町８村（協⼒団体）、２関連
組合連合会（協⼒関係団体）が連携し、令和
３年５⽉に「上下流連携による⽊材利⽤等促
進コンソーシアム」を設⽴。

 同枠組みを通じて、⽊材製品の購⼊や森林体
験活動の実施等における連携を図ることで、
森林環境譲与税を活⽤した⽊材利⽤等を促進。
【役員】会⻑：橿原市⻑

副会⻑：⽥原本町⻑（事務局）
監事：⼤和⾼⽥市⻑

大和高田市
橿原市

川西町

三宅町 田原本町

協力団体
吉野郡町村会（3町8村）

協力関係団体
奈良県森林組合連合会

奈良県木材協同組合連合会

連携

活用団体

木材製品の購入や
市民の森造成等相談

事業者斡旋や森林資源活
用等支援

田原本町 川上村

①令和３年度
譲与額

2,531千円 64,410千円

②私有林人工林
面積

０ha 15,981ha

③林野率 ０％ 95.0％

④人口 31,177人 1,156人

⑤林業就業者数 ０人 59人

◇ 基礎データ

たわらもとちょう かわかみむら
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13(1%) 46(4%)

318

(28%)

759

(67%)

29(6%)
27(6%)

87

(18%)

341

(70%)

（参考）森林環境譲与税の活用事業における都市・山村連携に関するアンケート調査の結果（概要）①

 調査期間：令和４年９月29日～12月９日
 調査対象：1,741市町村
 回答数：1,594市町村（都市部：484市町村、山村部：1,136市町村）

※都市部か山村部かは、回答市町村が選択

○都市・山村連携の取組への関心について、「現在、連携の取組を行っている」と回答があったのは、都市部は29市町村、
山村部は13市町村。

○「現在、連携の取組を行っており連携先をさらに増やしたい」又は「取組を行っていないが、関心がある」と回答があったの
は、都市部は114市町村、山村部は364市町村。

○ 林野庁では、森林環境譲与税を活用した都市・山村連携を促進するため、令和４年９～12月に市町村への連携ニーズに関
するアンケート調査を実施しました。

○ アンケートでは、都市部、山村部の市町村それぞれに対して、現在の連携の取組状況や今後の取組意向を聞き取りました。

【調査概要】

１．都市・山村連携を実施している又は関心のある市町村の数

【都市部の市町村】

山村部の市町村との連携状況

【山村部の市町村】

都市部の市町村との連携状況

〔n=484〕 〔n=1,136〕

≪参考：現在連携の取組を行っている市町村の取組例≫

・ 都市部と山村部の市町村とで森林の育成・保全に関する協定を
締結し、都市部の市町村が森林の整備に要する費用を負担

・ 都市部の住民を対象とした、植樹ツアーの実施
・ 山村部の木材を利用した積み木を、都市部の新生児へプレゼント

等

現在、連携の取組を行っており（又は具体的な予定があり）、
連携先をさらに増やしたい

現在、連携の取組を行っていない（又は具体的な予定がない）
が、関心がある

現在、連携の取組を行っておらず、今後の予定も未定

現在、連携の取組を行っている（又は具体的な予定がある）

114市町村 364市町村



（参考）森林環境譲与税の活用事業における都市・山村連携に関するアンケート調査の結果（概要）②

○ 「連携の取組を行っており連携先を増やしたい」又は「連携の取組を行っていないが関心がある」と回答のあった都市部の
114市町村では、

・ 「木材利用」の取組に関心を持つ市町村が最も多く（「とても関心がある」「少し関心がある」を合わせて103市町村（90％））、
次いで「普及啓発」（同82市町村（72％））、「森林整備」（同54市町村（47％））の順。

・ 連携先の地域としては、 「森林・林業関係で特色のある取組を行っている地域」 、「上下流の関係にある地域」、 「相互の
交通アクセスがよい地域」 に関心があるとの回答がそれぞれ約70市町村（60％程度）。

２．都市部市町村における連携内容や連携先の地域に関するニーズ

【都市部の市町村】 取組分野への関心 【都市部の市町村】 連携先の地域への関心

（市町村）

（市町村）

20

23

32

34

59

71

26

17

6

18

5

1

13

6

2

0 20 40 60 80 100 120

森林整備

普及啓発

木材利用

〔n=114〕

（111）

25

16

20

24

33

53

51

48

30

29

26

27

13

9

11

7

8

2

4

2

0 20 40 60 80 100 120

上下流の関係にある地域

姉妹都市、友好都市等の
既存の関係性がある地域

相互の交通アクセスがよい地域

森林・林業関係で特色ある
取組を行っている地域

（112）

（110）

〔n=114〕

（112）

（109）

（109）

（108）

とても関心がある 少し関心がある どちらでもない あまり関心がない 関心がない

103市町村

82市町村

54市町村

72市町村

71市町村

69市町村

58市町村



（参考）森林環境譲与税の活用事業における都市・山村連携に関するアンケート調査の結果（概要）③

○ 「連携の取組を行っており連携先を増やしたい」又は「連携の取組を行っていないが関心がある」と回答のあった山村部の
364市町村では、森林整備、木材利用、普及啓発のいずれの分野についても、６割以上の市町村が「コンテンツを提供可能」
と回答。

○ 具体的なコンテンツとしては、森林整備のフィールド提供や、地元産木材を使った製品等の提供、森林体験プログラムの提
供、木育イベント等の共催などが挙げられた。

３．山村部市町村におけるシーズ（提供可能なコンテンツ）

【山村部の市町村】 連携提供可能なコンテンツ（複数回答可）

（市町村）

≪森林整備の具体的なコンテンツ≫

・ 森林整備のフィールド提供
・ 森林整備によるJ－クレジット、 カーボンオフセットの取組
・ 林業に関心が高い人向けの森林施業体験

等

≪木材利用の具体的なコンテンツ≫

・ 地元産材を使った木製什器・小物、木のおもちゃなどの提供
・ 公共建築物の木造化・木質化への地域産材の提供
・ 薪、チップ等の提供

等

≪普及啓発の具体的なコンテンツ≫

・ 植栽体験や森林散策等の森林体験プログラムの提供
・ 木育イベント等の共催
・ 森林環境学習の実施

・ 修学旅行の受け入れ（木育学習、森林体験実習などのプロ
グラムの提供）

・ 森林施業・木材共販市・製材工場の見学受入れ
等

〔n=364〕

7

5

240

236

228

0 50 100 150 200 250 300

回答なし

今後検討したい

普及啓発

木材利用

森林整備



令和５年度税制改正要望（抜粋）

第４ 森林・林業施策の推進

１ 農林漁業用軽油に対する石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例による上乗せ分）の還付措置
の３年延長（石油石炭税）（再掲）

２ 農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置（0.4％→0.15％）の２年延長（登録免
許税）（再掲）

３ 農業協同組合等が一定の資金の貸付けを受けて取得した共同利用施設に係る課税標準の特例措置（取得
価格のうち貸付金相当分を控除、上限1/2）の２年延長（不動産取得税）（再掲）

４ 農業協同組合等が一定の資金の貸付けを受けて取得した共同利用機械等に係る課税標準の特例措置（３
年間、課税標準1/2控除）の２年延長（固定資産税）（再掲）

５ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却（30％）又は税額控除（７％）［中小企業投資促進税制］
の２年延長（所得税・法人税）（再掲） 【経産省等４省共管】

６ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除（10％、資本金３千万円
超の法人は７％）［中小企業経営強化税制］の２年延長等（所得税・法人税）（再掲） 【経産省等４省共管】

７ 森林吸収源対策を一層推進するための森林環境譲与税に係る所要の見直しの検討（森林環境譲与税）

（参考）森林環境譲与税に係る税制改正要望について
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第一 令和５年度税制改正の基本的考え方等

２．経済のグローバル化・デジタル化・グリーン化への対応

（５）森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能

を維持・増進するために創設され、令和６年度に課税が開始される。全国の地方公共団体において、

譲与税を森林整備や木材利用等に一層有効に活用し、国民の理解を深めていくことが重要である

ことを踏まえ、各地域における取組みの進展状況や地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備

をはじめとする必要な施策の推進につながる方策を検討する。

○令和５年度税制改正大綱（抜粋）（自民党・公明党 令和４年12月16日）

（参考）令和５年度税制改正大綱
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市町村の皆様にお願いしたいこと

27

 「森林環境譲与税」の活⽤状況について、令和元年度・２年度の市町村の執⾏が
約５割（228億円）となっていることについて、各⽅⾯から注⽬が集まっている
中、令和３年度実績や、４年度予算においては、活⽤が増加している。
しかしながら、単年度の活⽤割合は100％には届いておらず、⼀層の活⽤促進

が必要。

 森林環境税は国⺠に新たに負担を求める税であり、特に、課税が開始される令和
６年度に向けて、その成果を国⺠にしっかりと⽰せるようにしていくことが重要。

 森林環境譲与税は、森林・林業に関係する皆様の⻑年の声が実現した、森林整備
等のための安定的な財源でありますので、令和６年度からの徴税開始に向け、本
税の意義が広く国⺠に⽰せるよう、ぜひ、積極的且つ効果的な活⽤を進めていた
だきますようお願いします。
また、取組の成果や効果について、⼀般の皆様へ積極的にPRいただきますよう
お願いします。

令和４年度予算の確実な執行と、
令和５年度予算が譲与額の100％を大きく超え、基金残額が減少すること



北海道池田町 熊本県熊本市

各自治体のホームページにおいて、取組内容を写真付きで丁寧に説明する、成果のデータを示す、基本方針や
補助事業の要綱などを網羅的に掲載する、などの工夫を行っている例があります。

【URL：https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kanko-sangyo/ringyo/shinrinkankyozei.html】 【URL：https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=37349】
28

（５）広報の取組の例（ホームページの工夫）



各自治体の広報誌において、森林環境税・森林環境譲与税の仕組みや森林環境譲与税を活用した取組内容を、
写真や図を使って分かりやすく説明する、などの工夫を行っている例があります。

栃木県那須塩原市 大分県日田市

広報なすしおばら２０２２年６月号（那須塩原市HP）
【URL：https://www.city.nasushiobara.lg.jp/material/files/group/1/20220520full.pdf】

広報ひた２０２２年６月号（日田市HP）
【URL：https://www.city.hita.oita.jp/material/files/group/1/20220801002.pdf】

29

（５）広報の取組の例（自治体広報誌の活用）



森林環境譲与税の取組内容について、オリジナルの事例資料を作成している例があります。

岐阜県下呂市

静岡県浜松市

北海道

東京都

【URL：https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/15/17612.html】

【URL：https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/97325/r31018_r2hpkouhyou.pdf】

【URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/77975.html】

【URL：https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/cff169ee62f4031bea272ac21f7b4193.pdf】

30

（５）広報の取組の例（オリジナルの事例資料の作成）



森林環境譲与税を活用した取組である旨を、事業地や施設等へ表示している例があります。

導入した木製品に、
森林環境譲与税を活用
している旨の説明を表示

北海道小樽市群馬県前橋市 静岡県菊川市

森林整備の事業実施箇所で、事業概要に加え、
森林環境譲与税を活用している旨の説明を表示

松くい虫被害林の再生事業
（令和2年度）における例

重要インフラ施設の保全に向けた
モデル林整備事業（令和3年度）

における例
公園への木製ベンチの設置

（令和3年度）における例

31

（５）広報の取組の例（事業地や施設・製品等への譲与税活用の旨の表示）



３．森林・林業行政における市町村の役割

32



○ 市町村は、森林・林業行政において、主に、①地域の森林のビジョン策定、②森林所有者に対する森林施業の指導・助言、
③地域の財産管理を担当。

○ かつて、地域における森林・林業行政は、主に都道府県が担当。地方分権の動きにより、平成10年度に、都道府県の権
限を市町村に移譲。以後、新たな施策により、市町村の担当する業務は拡大する傾向。

〇 令和元年度からは、市町村を中心とする森林整備の手段として、森林経営管理制度が開始。同時に、その財源として、森
林環境譲与税の譲与も開始。

33森林・林業行政における都道府県と市町村の役割分担

（１）森林・林業政策における市町村の役割

都道府県 市町村

森林計画 地域森林計画の策定

市町村森林整備計画の策定（H10～策定義務付け）
森林経営計画の認定（H10～都道府県から移管）

新たな森林所有者の届出（H24～）
林地台帳の整備（R1～）

森林整備
造林補助金の執行

林道の開設
伐採・造林届の受付（H10～都道府県から移管）

林道の開設・維持修繕

森林保全
保安林の指定

治山事業の実施
林地開発許可制度の運用

－

財産管理 都道府県有林の管理 市町村有林、財産区有林の管理

森林経営管理制度 － 私有林の集積（R1～）



＜全市町村（1,741）＞ ＜私有⼈⼯林1,000ha以上の市町村（977）＞

資料：総務省「地方公共団体定員管理調査」（R3）等

（２）市町村の森林・林業担当職員の現状

○ 市町村の森林・林業担当職員は全国で3,000人程度。専ら林務を担当する職員数が０人の市町村が４割を占めるなど、体
制が十分でない市町村が多い。

○ 私有林人工林が1,000ha以上の市町村（我が国の私有林人工林面積の97%を占める）では、一定の職員数を確保している
市町村が多いが、職員数０人の市町村も約１割存在する。

34市町村における森林・林業担当職員数

0⼈
110市町村
（11％）

1⼈
275市町村
（28%）

2⼈
204市町村
（21%）

3〜5⼈
259市町村
（27％）

6〜10⼈
94市町村
（10%）

11⼈〜
35市町村
（4%）

0⼈
690市町村
（40%）

1⼈
407市町村
（23%）

2⼈
238市町村
（14％）

3〜5⼈
276市町村
（16％）

6〜10⼈
95市町村
（5％）

11⼈〜
35市町村
（2%）



① 市町村又は都道府県から委嘱状の交付等による委
嘱を受けて地域林政支援活動に従事する者又は法
人に在籍して市町村又は都道府県からの委託業務と
して地域林政支援活動に従事する者であること。

② 以下のいずれかに該当する者であること。

• 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資
格試験合格者（林業改良指導員及び林業専門技
術員を含む。）

• 技術士（森林部門）
• 林業技士
• 認定森林施業プランナー
• 認定森林経営プランナー

• 地域に精通する者等であって、林野庁が実施する
研修を受講する者又はそれに準ずると林野庁が
認める研修を受講する者

対象者の要件
【地域林政アドバイザー活⽤実績】

年度 都道府県 市町村 計

平成29年度
0

（0）
36

（38）
36

（38）

平成30年度
1

（5）
63

（67）
64

（72）

令和元年度
5

（14）
120

（155）
125

（169）

令和２年度
７

（21）
149

（207）
156

（228）

令和３年度
８

（32）
166

（226）
174

（258）

上段：自治体数
下段：（人数）

（３）地域林政アドバイザー制度

○ 「地域林政アドバイザー制度」は、市町村・都道府県による、森林・林業の知識・経験を有する技術者の雇
用又は技術者が所属する法人等への事務委託を通じて、市町村の森林・林業行政の体制支援を図る制度。

○ 地域林政アドバイザーを雇用や委託した場合の経費は、特別交付税措置の対象。（措置率：都道府県0.5、
市町村0.7、対象経費：１人当たり500万円が上限）

35



（４）市町村によるビジョンの策定（例）

○ 静岡県掛川市では、令和元年度に、委員10名（関連事業者、学識経験者、市民代表、教育関係者等）か
ら成る「森林経営管理推進協議会」を設置して、森林経営管理制度の運用や譲与税の使途について議論。
令和２年度に、市長に「掛川市森林環境譲与税活用ガイドライン」を提言。

○ 和歌山県田辺市は、令和４年３月に「田辺市森づくり構想」を策定。同構想では、市の森林の将来像、基
本方針、森林のエリアデザインを提示した上で、個別の施策と関連する財源を提示。青森県七戸町も、令
和４年３月に「七戸町森林ビジョン」を策定。

36掛川市森林経営管理推進協議会の活動
（静岡県事例集より）

和歌山県田辺市の「森づくり構想」



○ 森林環境譲与税は、あくまで、政策の手段。

○ まずは、各市町村において、幅広い関係者の参画の下、おける森林・林業の課題を明らか
にした上で、将来の目標を設定し、目標達成のための方針（＝政策、ポリシー）を策定して頂
きたい。
（森林経営管理制度、森林環境譲与税は、その中のパーツとなるはず。）

○ ただし、令和６年度からの徴税開始に向けて、課税開始までに譲与された森林環境譲与
税を十分かつ有効に活用することは、緊急の課題。令和４年度予算の確実な執行と、令
和５年度予算の予算において、当年度譲与額の100％を大きく上回るような事業化に
取り組んで頂くようご協力願いたい。
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