事

務

連

絡

令和元年 11 月 6 日
各都道府県
山村振興対策担当課長 殿
林 野 庁

森 林 利 用 課 長

(公社)国土緑化推進機構 専務理事
令和元年度「森林資源を活用した新たな山村活性化に向けた調査検討事業」

「都道府県による森林の保健機能の増進に関わる支援施策 実態調査」
協力のお願い
日頃より、森林・林業行政の推進に、ご理解、ご協力を賜りまして、ありがとうございます。
(公社)国土緑化推進機構は、平成 30 年度に林野庁補助事業により「森林サービス産業」検討委員会を設
置して、社会経済情勢に合わせた新たな森林空間利用として「森林サービス産業」を提唱したところです。
こうした動きを踏まえ、林野庁では本年度に「森林資源を活用した新たな山村活性化に向けた調査検討事
業」
（委託先：国土緑化推進機構）により、全国レベルや都道府県レベルでの「森林サービス産業」の推進
体制・支援施策のあり方や、モデル地域の創出方法を検討しているところです。
つきましては、各都道府県による支援体制・支援施策等の実態を把握するため、下記のとおり「都道府県
による森林の保険機能の増進に関わる支援施策 実態調査」を実施することと致しました。
お忙しい中、お手数をおかけしますが、ご協力頂きますよう、お願い申し上げます。
記
１．調査対象

都道府県 森林総合利用 担当部署

２．調査内容

(Ⅰ) 保健機能の増進に向けた取組の実施状況
(Ⅱ) 保健機能の増進に向けた支援施策の概要（制度、資金、人材、資材、場所）
(Ⅲ) 市町村・民間等による先進事例等
(Ⅳ) 「森林サービス産業」の推進上の課題・必要な体制等

３．返送期限

令和元年 11 月 20 日（水）

４．返送方法

以下について、E-mail にて「comis@green.or.jp」宛でご返信頂きますよう、お願い致します。
① 調査票
② 本調査の各設問に関連する「森林の保健機能の増進」に関する支援施策・体制等の関連資料
※ 電子データがある場合は、メールに添付するか、ファイル転送サービスで送付下さい。
※ 当該資料が WEB サイトに掲載されている場合は、当該アドレスをご連絡ください。
※ 電子データがない場合は、
「着払い」で以下宛にご返送ください。

以上
【本件に関するお問い合わせ先】

〔調査の実施について〕
林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室（担当：日下部・永田・山下・神藤）
TEL：03-3502-0048
〔調査内容について／返送先〕
(公社)国土緑化推進機構（担当：政策企画部 冨永・木俣・矢島）
TEL：03-3262-8437

FAX：03-3264-3974

E-mail：comis@green.or.jp

様式
都道府県による森林の保健機能の増進に関わる支援施策 実態調査
調査票
※本調査における「保健機能」とは、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法」で掲げられてきた、森林空間を利活用す
るレクリエーション活動、森林浴等の“観光・交流”や“予防・健康づくり”に加えて、企業の健康経営に向けた“ワーケーショ
ン”“社員研修”等としての利活用、地域材の需要拡大や移住促進・地方創生に向けたマーケティング等と一体となった森
林空間の利活用を含むものとし、ハード整備に加えてソフト整備を含む支援施策等を対象とします。
Ⅰ．保健機能の増進の実施概要についてお尋ねします
問1

貴都道府県では、
「森林の保健機能の増進」を推進していますか。
（1つだけ○印）
1．特に推進している

2．推進している

3．あまり推進していない

4．推進していない
↳ 問6へお進み下さい

問2

貴都道府県における「森林・林業政策」全体の中で、
「森林の保健機能の増進」に係る諸施策はどの様
な位置付けにあり、また重要度がありますか。
（1つだけ○印）
1．最重要な施策である

問3

2．重要な施策である

3．補足的・補完的な施策である

貴都道府県における「森林の保健機能の増進」の推進上の目的は何ですか。（1）最も重要な目的（1つ
だけ記入）
、および、
（2）重要な目的（3つまで記入）
、をそれぞれ下記選択肢からお答え下さい。
（1）最も重要な目的（1つだけ記入）
その他（

（2）重要な目的（3つまで記入）
その他（

）

1．森林の公益的機能の普及啓発・PR

8．国内観光需要創出への貢献

2．林業の普及啓発・PR

9. インバウンド等の外国人観光需要への貢献

）

3．後継者の開拓・育成

10.「農泊」等のグリーンツーリズム推進への貢献

4．森林の総合利用の推進

11.「国立公園・自然公園」への来訪促進への貢献

5．都市と山村の共生・交流

12. 地域・都市住民の「予防・健康づくり」への貢献

6．新規産業の創出・雇用の創出

13. 地方創生（交流人口拡大・移住促進）への貢献

7．国民・都道府県民参加の森づくりの推進 14．その他（具体的に：
問4

）

貴都道府県における「林業普及指導実施方針」において、
「森林の保健機能の増進」に係る諸事業はど
の様な位置付けにありますか。
（1つだけ○印）
1．最重要な施策である

2．重要な施策である

3．補足的・補完的な施策である

4．位置づけていない
問5

貴都道府県の出先機関では、
「森林の保健機能の増進」の諸施策は、どの様な位置付けにありますか。
また、５年間の傾向として、その実施体制は、どのようになっていますか（該当するもの１つだけ○印）
【業務の位置付け】 1．最重要な業務である 2．重要な業務である 3．補足的・補完的な業務である
4. 位置づけていない
【出先機関の体制】 1．拡充している

2．変化はない

3．縮小している

（1．または3．の場合は、その理由について、具体的にご記入下さい）

Ⅱ．都道府県による森林の保健機能の増進に係る諸施策の概要についてお尋ねします

＜制度＞
問6

貴都道府県では、
「森林の保健機能の増進」のための独自の条例・計画・指針等はありますか。
（該当す
るもの全てに○印）

1．独自の条例・計画・指針を策定している

2．独自の要領・手引き等を作成している

3．作成していない

4．分からない

（1．や2．がある場合は、具体的な内容が分かる関連資料を添付頂くか、WEBアドレスをご記入下さい）

問7

貴都道府県の「①観光・交流政策」
、
「②医療・保健政策」
「③地方創生政策」では、森林空間を利活用
した“観光・交流”や“予防・健康づくり”
、
“交流人口の拡大・移住促進”に関わる諸施策は位置付け
られていますか。
（いずれか１つに○印）
【①観光・交流政策】1．計画・指針等に位置付けられている
3．位置付けられていない
【②医療・保健政策】1．計画・指針等に位置付けられている
3．位置付けられていない
【③地方創生政策】 1．計画・指針等に位置付けられている
3．位置付けられていない

2．一要素に位置付けられている
4．分からない
2．一要素に位置付けられている
4．分からない
2．一要素に位置付けられている
4．分からない

＜資金＞
問8

貴都道府県では、
「森林の保健機能の増進」の推進のための各種施策は、どのような財源を活用してい
ます。
（該当するもの全てに○印）
1．国庫補助事業

2．国税版森林環境譲与税

3．都道府県一般会計予算

4．府県版森林環境税

5．緑の募金

6．緑と水の森林ファンド

7．企業・団体等の寄付金・募金

8．ふるさと納税

9．その他

（2．や4．がある場合は、具体的な内容が分かる関連資料を添付頂くか、WEBアドレスをご記入下さい）

問9

貴都道府県内で、「国税版森林環境譲与税」を活用して、
「森林の保健機能の増進」を取り組んでいる
（計画を含む）区市町村があれば、自治体名と内容について、ご記入ください。
（具体的な内容が分かる関連資料を添付頂くか、当該事業のWEBアドレスをご記入下さい）

問10

貴都道府県では、
「森林の保健機能の増進」の推進のために、個別の森林総合利用施設や、森林空間を
利活用した取組を行う市町村・民間団体を支援する①ハード面、②ソフト面の補助金等はありますか。
（該当するもの全てに○印）
【① ハード面】1．特化した補助金等がある

2．包括的な補助金等の中で支援

3．支援事業はない

【② ソフト面】1．特化した補助金等がある

2．包括的な補助金等の中で支援

3．支援事業はない
↳ 問12へお進み下さい

（具体的な内容が分かる関連資料を添付頂くか、当該事業のWEBアドレスをご記入下さい）

問11

貴都道府県で取り組んでいる「森林の保健機能の増進」に関わる諸施策について、お尋ねします。
（1）観光・交流分野との連携した施策は、インバウンド等の訪日外国人の来訪者のニーズ等の特徴を、
マーケティング等の調査を実施したり、戦略・計画等を策定したりした上で施策を展開しています
か？（連携する関連部署が実施している場合を含む）
（該当するもの全てに○印）
1．訪日外国人へのマーケティング調査等を実施して施策展開している場合がある

2．訪日外国人の来訪促進に向けた戦略・計画等を策定して施策展開している場合がある
3．特に上記は実施していないが、地域の要請等に応じて施策展開している場合がある
4．インバウンド等の訪日外国人向けの施策展開はしていない
（1．や2．を実施する地域・事業について、具体的な内容が分かる資料を添付頂くか、WEBアドレスをご記入下さい）

（2）医療・保健／働き方改革分野と連携して、
「予防・健康づくり」や「企業の健康経営」
（ワーケ―シ
ョン、社員研修等）を考慮した施策を展開していますか？（関連部署と連携した事業も含む）（該
当するもの全てに○印）
1．
「予防・健康づくり」を考慮したプログラム開発・事業スキームの構築をしている場合がある
2．
「企業の健康経営」を考慮したプログラム開発・事業スキームの構築をしている場合がある
3．特に上記は実施していないが、地域の要請等に応じて施策展開している
4．医療・保健分野と連携した施策展開はしていない
（1．や2．を実施する地域・事業について、具体的な内容が分かる資料を添付頂くか、WEBアドレスをご記入下さい）

（3）林業の成長産業化・地方創生等に向けて、「地域材の需要拡大」と一体となった森林空間の利活用
や、「交流人口の拡大、移住促進」等を考慮した施策を展開していますか？（関連部署と連携した
事業も含む）
（該当するもの全てに○印）
1．
「地域材の需要拡大」を考慮したプログラム開発・事業スキームの構築をしている場合がある
2．
「交流人口の拡大、移住促進」を考慮したプログラム開発・事業スキームの構築をしている場合がある
3．特に上記は実施していないが、地域の要請等に応じて施策展開している
4．林業の成長産業化や地方創生等と連携した施策展開はしていない
（1．や2．を実施する地域・事業について、具体的な内容が分かる資料を添付頂くか、WEBアドレスをご記入下さい）

＜人材＞
問12

貴都道府県では、森林空間を利活用した施策・事業を推進するために、
「①コーディネーター研修」
（地
域で企画・運営等を担う者等の育成）
、「②ガイド研修」
（地域でプログラムを実施する者等の育成）を
実施していますか。
（過去5年間を含めて。1つだけ○印）
【① コーディネーター研修】
1．重点的に実施している

2．実施している

3．関連部署が実施している

4．実施していない

2．実施している

3．関連部署が実施している

4．実施していない

【② ガイド研修】
1．重点的に実施している

↳ 問14へお進み下さい

問13

「コーディネーター研修」
「ガイド研修」の実施上の問題点は何ですか。
（該当するもの全てに○印）
1．研修の基本理念・目的が不明瞭

9．資金不足

2．関係行政機関との連携が不十分

10．カリキュラム（プログラム）が未熟

3．供給側の地域側の事業者等との連携が不十分

11．日程・時間的な制約

4．需要側の都市部の事業者等との連携が不十分

12．施設・機材が不十分

5．参加者確保が難しい

13．受講者への教育的効果が不十分

6．研修場所・施設が不十分

14．研修後の受講者の活動実践が少数

7．指導者の量的不足

15．その他

8．指導者の力量不足

〔

〕

問 14

地域で「森林の保健休養の増進」を図る上で、地域の「コーディネーター」に期待する役割は何です
か？ 下記選択肢からお答え下さい。
（3 つまで○印）
1．地域の役場内での関連部署との調整・推進

5．地域でのプログラム・事業創出の推進（推進役）

2．地域内の事業者間の調整・推進

6．地域内の情報の取りまとめ・公表

3．地域外の事業者等との協働の調整・推進

7．地域外へのマーケティング・プロモーションの推進

4．地域の戦略・計画等の立案（企画役）

8．その他〔

〕

＜資材＞
問15

貴都道府県では、
「森林の保健機能の増進」に係わる手引きや普及啓発資材等（個別施設・地域ではな
く、広く都道府県全域のもの）を作成していますか？（該当するもの全てに〇印）
1．手引書の作成

2．取組の事例集の作成

3．一般向けパンフレット

4. 作成していない

（制作物を掲出しているWEBアドレスをご記入頂くか、データで添付頂くか、現物をご郵送下さい）

＜場所＞
問16

貴都道府県における「森林総合利用施設」
（森林公園・県民の森等）についてお尋ねします。
（1）貴都道府県では、直轄での「森林総合利用施設」を管理・運営していますが。
（該当するもの全て
に○印）
1．直営で管理・運営している

2．市町村に委託して管理・運営している

3．民間事業者等への委託・指定管理により管理・運営している

4．管理・運営していない
↳ 問17へお進み下さい

（2）管理・運営している「森林総合利用施設」では、どのような課題を抱えていますか。
（該当するも
の全てに○印）
1．施設の利用者が減少している

7．イベント・プログラムの訴求力が弱い

2．経営状態（収支）が悪化している

8．プロモーションが不足している

3．施設・設備が老巧化している

9．プロモーションの媒体・内容の訴求力が弱い

4．施設内の森林管理が不足している

10．管理運営主体の企画立案能力が限られている

5．社会のニーズに合った施設・設備が不足している 11．管理運営主体の経営能力が限られている
6．イベント・プログラムが不足している

12．その他〔

〕

（3）今後、PPP/PFI等により、民間企業の資金、経営能力、技術的能力を活用して「森林総合利用施設」
のリノベーション・維持管理・運営等を行うことに関心はありますか。
（いずれかに○印）
1．非常に関心がある

2．関心がある

3．あまり関心はない

4．関心はない

Ⅲ．
「森林サービス産業」の創出に向けた地域の取組事例や今後の意向等についてお尋ねします。
※ 林野庁の来年度概算要求では、
「森林サービス産業」を推進するモデル地域への補助等を検討しており、モデ
ル地域の選定方策の検討の参考としても、情報提供頂けると幸いです。
問17

貴都道府県内の市町村で、
「森林の保健機能の増進」に向けて、特に林務部署と観光・交流部署等が連
携したインバウンド等の訪日外国人の誘客促進、医療・保健部署等が連携して予防・健康づくり等に向
けた取組を充実させている事例があれば、下記にご記入ください。
（区市町村名と取組等についてご記入ください。また、WEBサイト等があれば、アドレスをご記入下さい）

問18

貴都道府県内の市町村等が所管する「森林総合利用施設」において、民間企業の資金、経営能力、技術
的能力を活用して、施設のリノベーション・維持管理・運営や、新たなプログラムの開発、プロモーシ
ョン等を行っている事例があれば、下記にご記入ください。
（施設名と取組等についてご記入ください。また、WEBサイト等があれば、アドレスをご記入下さい）

問19

貴都道府県内で民間が主体となって、森林空間を利活用して、インバウンド等の訪日外国人をはじめ
として観光誘客の促進や、企業の健康経営等とも連携するなどで予防・健康づくり等に向けた取組を充
実させている事例があれば、下記にご記入ください。
（団体名と事業名等をご記入ください。また、WEBサイト等があれば、アドレスをご記入下さい）

問20

「森林サービス産業」の創出に向けた取組を、貴都道府県内で推進していく際には、どのような課題が
あると考えられますか。
（該当するもの全てに○印）
◆プログラム面

◆計画面
1. 地域や組織での戦略・計画の策定

14. 市場調査・マーケティングの実施

2. 地域ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・独自性の確立・差別化

15. 新規ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・既存ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの上質化
◆受入面

◆体制面
3. 中核的な推進体制の構築

16. 情報発信・プロモーションの促進

4. 森林・林業分野の参画や連携・協働の促進

17. 地域内の窓口・仲介機能を担う組織づくり

5. 観光分野の参画や連携・協働の促進

18. 受入施設・設備等の整備・修繕・改修

6. 健康分野の参画や連携・協働の促進

19. 標識・ガイド等の多言語対応
◆情報面

7. 地域住民の参画や連携・協働の促進

20. 地域の相談・仲介窓口等の情報

◆人材面
8. 地域で組織間をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄする人材の確保

21. 地域の施設・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｶﾞｲﾄﾞ等の情報

9. 地域で事業創出を担う人材の確保

22. 各種プログラムのエビデンスの情報

10. 現地ガイド・指導者等の確保

23. 展示会・ｲﾍﾞﾝﾄやﾒﾃﾞｨｱ等での情報発信
◆その他

11. 人材育成の仕組みづくり
12. 地域外の専門家・助言者とのﾈｯﾄﾜｰｸづくり

24. その他

13. 地域外の事業パートナーとのﾈｯﾄﾜｰｸづくり

問21

今後、
「森林サービス産業」の創出に向けて、全国的にはどのような支援策があると良いと思いますか。
（該当するもの全てに○印）
1. 全国規模で推進体制の構築（省庁・業界団体等が連携）

5. 先導モデルの創出に向けた各種支援

2. 事例の収集・紹介

6. 人材確保・育成の仕組みづくり

3. 全国規模のプラットフォームの構築

7. プロモーション促進の仕組みづくり

（幅広い分野の主体間のマッチング促進等）

8. その他

4. 地域レベルの推進体制・プラットフォームの構築支援

問22

「森林サービス産業」の推進に関して、ご意見、課題、ご要望等がございましたら、ご記入下さい。

～お忙しい中ご協力頂き、誠にありがとうございました～
※その他、本調査票に関連する「森林サービス産業」「森林の保健機能の増進」に関する支援施策・体制に関する資料等がござ
いましたら、併せて添付頂くか、当該事業の WEB サイトのアドレスを、問 22 欄にご記入頂きますよう、お願い致します。

