
緑の保全と創造について

森林や里山、公園や街路の樹木などの「緑」は、災害の防止、地球温暖化の防止、安ら

ぎの空間創出など、様々な機能を有しており、私たちの生活に密接にかかわっています。

そのため、兵庫県では、豊かな緑を次の世代に引き継いでいくため、災害に強い森づくり

や、防災・環境改善のための都市緑化を進めています。

今回は、緑の保全と創造に向けたより効果的な取り組みを検討するため、県民モニターの

皆さんのご意見をいただくこととしました。

《参考までに、県ホームページ内の関連施策をご案内します》

●参考資料 1：新ひょうごの森づくり【森林管理 100%作戦、里山林の再生、森林ボランテ

ィア 1万人作戦】

●参考資料 2：災害に強い森づくり～県民緑税の活用～

●参考資料 3：兵庫県の都市緑化

（１） 森林保全関係

［森林の持つ公益的機能の重要度］

Ｑ１

森林の持つ公益的機能で特に重要だと思われるものはどれですか。（３つまで選択）

１ 土砂崩れや洪水を防ぐ働き 
２ 雨水を蓄える働き

３ 大気を浄化する働き

４ 地球温暖化を防ぐ働き 
５ 野生動物の成育の場としての働き

６ 心身のいやしや安らぎの場としての働き 
７ 自然に親しむ場、自然を学ぶ場としての働き

［森林の現状の認知度］

Ｑ２

森林はあなたの生活に影響を及ぼしていると思いますか。（１つ選択）

１ 非常に影響がある

２ ある程度影響がある

３ あまり影響はない

４ 全く影響はない

５ わからない

［森林整備の必要性］

Ｑ３

森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるため、県内の森林にはまだまだ対策が必

要だと思いますか。（１つ選択）

１ 大いに必要だと思う

２ ある程度必要だと思う 
３ あまり必要ではないと思う 
４ 全く必要ではないと思う 
５ わからない



［必要な取り組み］

Ｑ４

森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるために必要なことだと思われるのはどれ

ですか。（いくつでも選択）

１ 間伐など人工林の手入れを進める

２ 人工林を部分的に広葉樹に代えていく

３ 野生動物が生息できる森林環境を整備する

４ 集落周辺の里山林整備を進める

５ 自然観察や森林浴が楽しめるよう遊歩道や東屋の整備を進める

６ 高齢人工林を伐採、植林して若い森林を増やす

７ 林道や作業道の整備を進めて森林を管理しやすくする

８ 木材利用を進め、資源の循環利用を図る 
９ 特に手入れをせず自然に任せる

（２） 都市緑化関係

［都市の緑の持つ公益的機能の重要度］
Ｑ５

都市の緑の持つ機能で特に重要だと思われるものは何ですか（いくつでも選択）
１ 景観を美しくする
２ 見る人の心をなごませる
３ 火災の延焼防止など災害を防ぐ 
４ 夏季に涼しさを感じさせる
５ 周りの騒音を小さくする
６ 二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止する
７ 都市の気温上昇（ヒートアイランド現象）をおさえる
８ その他（ ）

［都市緑化の必要性］
Ｑ６ 

都市の緑はもっと増やす必要があると思いますか（一つ選択）
１ 大いに必要だと思う 
２ ある程度必要だと思う 
３ あまり必要ではないと思う
４ 全く必要ではないと思う 
５ わからない

［都市の緑の創出］
Ｑ７ 

都市の緑を増やすためには、どのようなことをすれば良いと思いますか（いくつ
でも選択）
１ 家の庭や生垣の緑を増やす
２ 街路樹など沿道の緑を増やす
３ 工場、事業所、商業施設などの敷地内を緑化する
４ 集合住宅やオフィスビルなどの屋上や壁面を緑化する
５ アスファルト舗装等の駐車場を芝生化する
６ 学校、幼稚園、保育園などの校庭・園庭を芝生化したり木を植える
７ 公園の緑を増やす
８ 官公庁など公共施設の緑を増やす
９ その他（ ）



［県に期待する役割（都市緑化関連）］
Ｑ８ 

あなたは、都市の緑を守り増やしていくために、兵庫県にどのような取組を望ん
でいますか（いくつでも選択）
１ 県民の緑化活動に対し、指導・助言を行う
２ 県民の緑化活動に対し、緑化資材の提供や資金面での支援を行う 
３ 企業やボランティア団体などの緑化活動に対し、緑化資材の提供や資金面で
の支援を行う 

４ 緑を守り育てる活動を行う人材の育成を行う 
５ 緑化に関するイベントや広報活動を積極的に行う 
６ 優れた緑化活動に対し表彰を行う 
７ 法律や条例により開発を制限する

８ その他（ ）



ホーム＞食・農林水産＞環境整備＞森林 ＞新ひょうごの森づくり【森林管理100％作戦、里山林の再生、森林ボランティア育成1万人作戦】

“森林は県民共有の財産である”との理解のもと、「森林整備への公的関与の充実」・「県民総参加の森づくりの推進」を基本方針に、保全のみではなく

森の回復と再生を目指し、平成14年度から10ヵ年計画で「新ひょうごの森づくり」を進めています。

1 計画の理念

開発が優先された20世紀の社会にあって、自然や緑は社会の発展や生活の豊かさの犠牲として常に危険に

さらされてきました。

こうした森林破壊への反省や緑の重要性の認識が高まる中、本県では平成6年度に「ひょうご豊かな森づくり

憲章」を提唱し、森林を県民共有の財産としてとらえ、県民総参加の森づくりによる森林の保全を推進してき

ました。

しかしながら、21世紀を迎え、社会構造が経済合理主義に基づく「成長社会」から、ゆとり・うるおい・安全を

重視した「成熟社会」へと転換しつつあり、人々の価値観やライフスタイルが多様化するなかで、人と自然が

調和した持続可能な社会の構築が求められています。

本計画では、環境に配慮した従来の保全から一歩進めて、森林所有者と県民が知恵や労力等を合わせる

ことにより、多様な兵庫の地域特性を生かした森の回復、再生への方策を創造していくこととします。

2 基本方針

1、森林整備への公的関与の充実

(1)森林管理100％作戦

(2)里山林の再生

2、県民総参加の森づくりの推進

(1) 森への理解と関心を高める普及啓発

(2) 森林ボランティア育成1万人作戦

3 計画期間

平成14年度～平成23年度（10年間）

4 具体的施策

1、公的関与による森林整備

(1)森林管理100％作戦

人工林のうち間伐が必要な45年生以下のスギ・ヒノキ林について、市町と連携して公的管理の充実により、間伐実施率100％を目指して、森林の持つ

多面的機能の高度発揮に努めています。

(2)里山林の再生

自然とのふれあいや学習体験の場として、また、生物の多様性など、生態学的な視点からも里山林の重要性が再認識されるようになってきました。環

境保全はもとより、レクリエーション、景観、森林学習体験といった文化機能を重視した森として里山林の整備を行っています。

2、県民総参加の森づくり

(1)森への理解と関心を高める普及啓発

森林・林業に対する正しい理解を深め、森づくりの大切さを知ってもらうため、学校や地域で森林学習体験の機会づくりを進めています。

(2)森林ボランティア育成1万人作戦

県民が様々な形で森林に親しみ、森づくり活動を通じて森林の大切さや保全の必要性を理解してもらうため、森林ボランティア講座の開催や、森林ボラ

ンティア団体の活動支援などを行っています。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

環境整備

森林 更新日：2008年7月14日

樹木の写真

新ひょうごの森づくり【森林管理100％作戦、里山林の再生、森林ボランティア育成1万人作戦】
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質問：このページの情報は役に立ちましたか？

1：役に立った 2：ふつう 3：役に立たなかった

質問：このページの情報は見つけやすかったですか？

1：見つけやすかった 2：ふつう 3：見つけにくかった

このページの掲載内容に関するお問い合わせ

部署名：農政環境部環境創造局豊かな森づくり課

電話：078-362-3144（直通）

FAX：078-362-3954

Eメール：yutakanamorizukuri@pref.hyogo.lg.jp

このページのトップへ

nmlkj nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj nmlkj

送信

｜リンク集｜県ホームページについて｜ 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話078-341-7711（代表） 地図はこちらへ
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ホーム＞食・農林水産＞環境整備＞森林 ＞災害に強い森づくり～県民緑税の活用～

1 計画の理念

平成16年の一連の台風は洪水や山崩れ、風倒木等の甚大な被害をもたらし、私たちに森林をはじめとする

「緑」を整備することの必要性を改めて強く認識させました。

森林や里山、公園や街路の樹木などの「緑」は洪水・渇水防止、土砂の流出防止をはじめ、温暖化防止、気

候緩和や大気の浄化、火災の延焼防止、安らぎの空間の創出など多様な公益的機能を有しており、私たち

の生活に密接にかかわっています。

社会経済環境の変化に伴って、森林と生活とのかかわりが薄れる中で、森林の荒廃が進み、都市地域では

都市化の進展でアスファルト等の人工的な土地利用等が広がり、緑が大きく損なわれてきました。その結

果、「緑」が持つ多様な公益的機能の発揮に支障が生じています。

「緑」、特に樹木が公益的機能を十分発揮するためには、多くの労力と長い年月が必要であり、必要としたと

きにすぐにつくり出すことはできません。

そして、今、「緑」の保全・再生は、これまでのように森林所有者等の一部の人々の活動では進めがたい状況になっています。

そこで兵庫県では、豊かな「緑」を次の世代に引き継いでいくため、県民共有の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む

仕組みとして平成18年度から「県民緑税」（県民税均等割の超過課税）を導入し、「災害に強い森づくり」や「防災・環境改善のための都市の緑化」を進

めます。

2 基本方針

平成16年に生じた一連の台風による森林被害を踏まえ、｢新ひょうごの森づくり｣などに加え、防災面での機能を高める｢災害に強い森づくり｣に取り組む

こととし、県土の保全や安全・安心な生活環境の創出を図ります。

3 県民緑税

○課税方式

県民税均等割の超過課税

個人：年額800円（現行の個人県民税均等割の標準税率 年1,000円に上乗せ）

法人：超過額は標準税率の均等割額の10％相当額（資本金等の額に応じ年額2,000円～80,000円）

○課税期間

5年間

○税収規模

5年間で約105億円（個人約85億円、法人約20億円）

詳しくはこちらへ

4 具体的施策

(1)緊急防災林整備

間伐が必要な45年生以下のスギ・ヒノキ林で、急傾斜や斜面形状等により山地災害防止機能を高める必要のある森林11,700haを実施します。

・間伐木を利用した土留工の設置

・防災枝打ち等

(2)里山防災林整備

集落の背後にあって、急傾斜、斜面形状等により山地災害防止機能等を高める必要のある森林2,000haを実施します。

・森林整備

・簡易防災柵（柵工、筋工）の設置

・管理歩道の開設等

(3)針葉樹林と広葉樹林の混交林の整備

環境整備

森林 更新日：2010年2月4日

風倒木の被害

災害に強い森づくり～県民緑税の活用～
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46年生以上の高齢人工林の県民局毎の分布状況にあわせて、モデル的に35箇所1,000haを実施します。

・広葉樹の植栽

・路網の整備

・シカ防護策の設置、案内板の設置等

(4)野生動物育成林整備

シカ、イノシシ等による農作物被害やクマの目撃件数の県民局ごとの分布状況にあわせて、モデル的に35箇所1,000haを実施します。

・見通しの良い地帯の整備

・広葉樹林の整備等

5ヵ年の実施計画、平成18年度・19年度・20年度事業実績、平成21年度事業計画はこちらへ

整備効果の検証、普及啓発の状況はこちらへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問：このページの情報は役に立ちましたか？

1：役に立った 2：ふつう 3：役に立たなかった

質問：このページの情報は見つけやすかったですか？

1：見つけやすかった 2：ふつう 3：見つけにくかった

このページの掲載内容に関するお問い合わせ

部署名：農政環境部環境創造局豊かな森づくり課

電話：078-362-4193（直通）

FAX：078-362-3954

Eメール：yutakanamorizukuri@pref.hyogo.lg.jp

このページのトップへ

nmlkj nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj nmlkj

送信

｜リンク集｜県ホームページについて｜ 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話078-341-7711（代表） 地図はこちらへ
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ホーム＞まちづくり・防災＞まちづくり ＞都市緑化

県民まちなみ緑化事業 平成22年度募集について

県土整備部まちづくり局都市政策課

平成21年度県民まちなみ緑化事業（駐車場の芝生化、建築物の屋上緑化・壁面緑化）の採択案件の選定について

県土整備部まちづくり局都市政策課

来春開催 「淡路花博2010 花みどりフェア」

県土整備部まちづくり局公園緑地課

平成18年度・19年度・20年度 県民まちなみ緑化事業補助実績

県土整備部まちづくり局都市政策課

ひょうご花緑創造プラン

県土整備部まちづくり局都市政策課

条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について

県土整備部まちづくり局都市政策課

ひょうごガーデンマイスター認定制度

県土整備部まちづくり局都市政策課

ひょうごの花・緑

県土整備部まちづくり局都市政策課

花と緑に関する事業の体系表

県土整備部まちづくり局都市政策課

グラスパーキング（芝生化駐車場）普及ガイドライン（案）

県土整備部県土企画局技術企画課

（神戸地域）全県花いっぱい運動

神戸県民局県土整備部まちづくり担当

（阪神北地域）花・緑活動団体総合相談所の開設

阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課

（北播磨地域）北播磨花と緑のグループ紹介

北播磨県民局加東土木事務所

（西播磨地域）県民運動による緑化事業

西播磨県民局光都土木事務所まちづくり建築第1課

（丹波地域）地域の花緑活動支援

丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課

（淡路地域）あわじ総合緑花プランの推進について

淡路県民局洲本土木事務所まちづくり課

このページのトップへ

まちづくり

都市緑化
快適な都市づくりを目指し、兵庫県が進める都市の緑化に関する事業の内容や、活動

の成果などを掲載しています。

｜リンク集｜県ホームページについて｜ 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話078-341-7711（代表） 地図はこちらへ

1/1 ページ兵庫県/ 都市緑化

2010/04/23http://web.pref.hyogo.lg.jp/town/cate3_203.html


	第４回モニターアンケート「緑の保全と創造について」
	(1)森林保全関係
	(2)都市緑化関係

	参考資料１「新ひょうごの森づくり【森林管理100%作戦、里山林の再生、森林ボランティア1万人作戦】」
	参考資料２「災害に強い森づくり～県民緑税の活用～」
	参考資料３「兵庫県の都市緑化」

