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森林整備事業 事務事業評価シート

29年度(計画)

28年度(実績) 29年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

164410 森林整備事業

しごと

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

目的 森林の整備

対象 市有林・私有林・森林所有者

40

後援・協賛 補助・助成

27年度(実績)

市民参画の有無

市民協働の形態

実績 32 37

【 事後評価 】平成 28 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 06 02 02

政策 1-1 農林業の振興
施策 5 森林の保全

意図 森林の多面的機能の維持増進、基本財産の造成をする。
妥当である

見直し余地がある

計画的な森林施業を実施
　○森林整備（市有林の保育）
　○森林整備活動支援交付金（民有林の経営計画作成促進、施業集約化の促進）
　○民有林保全対策（私有林の森林整備補助金嵩上げ）

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

妥当でない

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性

委託

公
平
性

素材生産量を向上させるため、林道等の路網整備が必要である。
適切な森林管理を行うため。補助制度の活用と嵩上げ補助が必要
である。
制度の啓発により森林整備は推進される。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

森林のもつ多面的機能の維持のためには、事業費を維持する必要
がある。

対象外
適正である共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

③
計画

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 28年度(実績)

② 私有林森林施業面積 ha
計画 300

① 市有林保育作業面積 ha
計画 40

実績 279 212
300

ha
520 520目標

実績

228実績

27年度(実績)成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

成果指標
の達成度

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③

② 素材生産量 m3
目標

①

実績

森林整備面積

目標

実績 37,571

421

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

森林整備を推進することにより、森林の多面的機能の増進と林業の持続的な経営につながる。

間伐材の搬出が定着してきており、素材生産量が増加してきている。
今後も施業集約化、経営計画の作成を促進させ森林整備の推進し、持続的な林業経営を図る。

目標値より低い

27,780 28,460
54,832

森林の多面的機能の高度な発揮、市有林の質的向上、木材、林業
振興のためには必要。

 受益と負担の適正化余地 私有林の森林所有者が森林整備を行う場合、嵩上げ補助してい
る。（森林組合等各事業体に周知）受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括
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単位：千円 森林整備事業　19,563千円
【市有林等造林業務委託】

森林整備事業等　【補助率　6.8/10】

備　考

【地拵え】1,512千円
森林整備活動支援交付金事業　194千円
１森林経営計画作成促進　0千円

○ ～ (1)交付額 8千円/ha（国１/２　県１/４　市１/４）

(2)対象森林 森林経営計画認定されていない森林

(3)対象行為 森林簿からの森林情報収集、合意形成活動、森林調査、境界の確認等

(4)事業量 事業量50.00ha（東和）

２施業集約化の促進　194千円

(1)交付額 30千円/ha（国１/２　県１/４　市１/４）

(2)対象森林 森林経営計画認定森林、大規模の集約化又は条件不利地での集約化

(3)対象行為 森林情報の収集(立木調査等）、境界確認、合意形成（事前説明、説明会、個別訪問等）

(4)事業量 事業量6.47ha （大迫、石鳥谷）

３森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備　0千円

(1)交付額 10千円/ha（国１/２　県１/４　市１/４）

(2)対象森林 森林経営計画認定森林、施業集約化の促進を締結した森林

(3)対象行為 施業集約化を進める上で重要となる既存路網の簡易な改良

(4)事業量 事業量100.00ha （大迫、石鳥谷）

４推進事務費 消耗品　0千円（国１/２）

民有林保全対策事業　256千円

単位：千円
　 備　考

森林整備事業

計 36.98 14,854 10,098 4,756

計 22.57 256

補助額

25622.57下刈り

《事業効果》森林整備事業の嵩上げ補助を行うことにより、森林所有者の負担軽減になり、森林の適切な保育が
          実行され、森林の有する多面的機能（国土の保全、水源涵養、地球温暖化防止等）の発揮につながる。

《事業概要》森林整備事業で実施した造林・下刈・枝打・除間伐および更新伐の経費に対して７％の嵩上げ補助を行う。

面積が5ha以上かつ搬出材積が平均10㎥以上

更新伐

除間伐

造林

枝打ち

作業道 2,370(ｍ) 3,171 2,156 1,015

5,289 3,596 花巻（鍋割山）、大迫 補助率　6.8/10

補助率　6.8/10花巻（鍋割山）、大迫

再造林 4.77 3,629 2,467 1,162 湯口:日陰坂 補助率　6.8/10

下刈 12.00 1,976 1,343 633 東和：石鳩岡 補助率　6.8/10

作業区分 事業量（ha）

平成 28 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
伊藤浩之 6-277

目

担当部署 部名 農林部 課名 農村林務課 担当係長 内線

28年度
決算額(B)

29年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

作業区分 事業量（ha） 事業費 県補助金 市
事業費

14,269 22,451 8,182

財
源
内
訳

国・県 除伐 3.87 789 536 253 花巻（大沢）、豊沢分収林 補助率　6.8/10

間伐 16.34 1,693

地方債

△ 2,257

その他 8,428

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

地元産木材の建設物や燃料への利用を進める。

年度〕事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成

事業概要

計画的な森林施業を実施
　○森林整備（市有林の保育）
　○森林整備活動支援交付金（民有林の経営計画作成促進、施業集約化の促進）
　○民有林保全対策（私有林の森林整備補助金嵩上げ）

　森林の多面的機能の増進、木材生産の向上のために森林整備、特にも搬出間伐等を促進しなけ
ればならない。
　また、森林施業を計画的に実施するために森林経営計画を作成することが必要であるため、作
成支援を強化しなければならない。

事業説明資料

事業単価 事業費事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

02

事業ｺｰﾄﾞ

164410

森林の多面的機能の増進には不可欠な作業であるため

一般財源 5,216 2,959

事業名

年度 平成

8,428

一般 06 02 森林整備事業

9,053 11,064 2,011

27年度
決算額(A)

市有林主伐（大迫）【市単】0.68ha　3,197千円
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（単位：千円）
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○林道整備計画路線現地調査業務委託　０千円 ○市有林調査業務委託　２，０４４千円

●平成28年度の林業事業調査の取り組み

○市有林売払立木調査業務委託　３９４千円

80,000円/ha×5.00ha＝400,000円

基本調査業務　岩手県治山林道協会に依頼（一部費用負担）

↑
「岩手県治山林道協会」は、これら基本的な事項の調査と事業採択に向けた支援する。

【参考】

一般社団法人治山林道協会　～事業概要～
現地調査

ルート選定、利用区域の把握のための現地調査
軽作業員12,000円×2名×10日=240,000円
諸経費（31%）　240,000円×31%＝74,400円

３．ルート詳細検討－森林資源の分布、施業の集約化対象位置、規制・自然環境、所有者不合意による回避対象

　　　　　　　　　　　法令･土地利用・環境等の許認可の必要有無、規格構造

４．報告－計画条件（規格構造・延長、利用区域の森林資源、土地利用の許認可申請の有無）

　　　　　　　　　　効果（開設有無の経済比較、概算工事費等）

　　　　　　　　　　位置図（既存路網との連絡の位置付）

　　　　　　　　　　計画図（詳細ルート図）

森林整備事業

平成３０年度採択予定路線および
計画路線の概要作成

項

市有林巡視員等の協力を得る
↓

林道事業予備協議（市⇒振興局）

林道事業の採択にあたっては、路線の森林資源の現況、周辺の道路網、伐採計画に応じた
道路の規格構造及び計画路線の検討が必要となっている。

（1）治山林道等事業の技術の向上に関する調査、　研究及び研修。
（2）治山林道等事業の促進に関する調査、研究及び啓発指導。
（3）治山林道等事業に関する資料、情報の収集及び提供。
（4）治山林道等事業に関する官公庁に対する建議及び協力。
（5）治山林道等事業に係る現場技術業務の推進。
（6）治山林道等事業の促進に係る調査及び測量設計。
（7）治山林道等事業の促進に必要な物資器材等の購入あっせん及び貸付。
（8）その他目的達成に必要な事業。
（9）その他事業　 会員から要請のあった前項各号に掲げる事業以外の事業の調査測量設計

計　314,400円

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

売却を予定している市有林の公売価格の算定
立木の毎木調査（立木幹材積の求積および利用材の求積算出）

・市有林（全体）1,415ha（54か所）

軽作業員12,000円×3人×54か所＝1,944,000円　消費税155,520円

林道事業の基本調査内容

１．計画内容の確認－起終点の位置、間伐等保育の時期、通過箇所、回避対象の位置

２．現地調査－既設路網との連絡、森林現況

年度事業説明資料 】【

会計 款

平成 事後評価28

0202

目

164410

事業説明資料

林業、木材産業を振興するため林内路網の整備を積極的に進める必要があることから、林
道事業の計画路線の調査を進める。

整備計画対象路線検討

森林整備事業一般 06

治山林道協会の協力を得る。

市有林・分収林の有効活用をするため昨年度に続き、生育状況、アクセス、森林
経営計画を進めるための現地調査を実施

検討路線の現地調査（計画ルート、利用区域確認）


