
下線は新規事業及び拡充事業

生産性の向上と原木の増産

拡 　 森林整備地域活動支援事業 230,572 296,157 森づくり推進課

　 造林事業 1,168,040 1,048,040 林業改革課

　 森林整備加速化事業 735,160 822,300 林業改革課

拡     自伐林家等支援事業 43,640 44,140 林業改革課

    森の工場活性化対策事業 林業改革課

　     林業就業者技術向上支援事業（間伐材搬出支援事業・作業道整備事業） 192,100 185,100

　     架線集材システム支援事業 11,000 11,000

　     高性能林業機械等整備事業 103,595 104,098

　     林内路網アップグレード事業 15,000 20,000

　 木材加工流通施設整備事業（高性能林業機械等の導入・原木流通施設整備） 331,823 108,934 木材産業課

拡 　 製材用原木増産支援事業 86,288 7,988 木材産業課

　 森林・林業再生プラン実践事業 1,011 823 林業環境政策課

　 林道事業 2,653,217 2,712,071 治山林道課

事業体や担い手の育成

　 森林組合経営改善事業 5,927 12,272 森づくり推進課

　 林業労働力確保支援センター事業（林業労働力確保支援センター事業費補助金） 93,540 81,438 森づくり推進課

    中山間の副業型林業者を育てる事業 2,275 2,275 森づくり推進課

平成２５年度　林業振興・環境部主要事業体系

※事業の表示方法（新：新規、拡：拡充）
Ｈ25当初予算

見積額
Ｈ24当初予算額 （単位：千円）

原木生産の拡大

加工体制の強化

大型製材工場の整備

　 企業立地促進事業（大型製材工場施設等整備） 626,500 1,154,600 木材産業課

県内加工事業体の生産力等の強化

　 県産材加工力強化事業 100,000 50,000 木材産業課

　 木材加工流通施設整備事業（木材加工施設） 49,268 木材産業課

　 林業・木材産業改善資金貸付事業 100,000 150,000 木材産業課

流通の統合・効率化

    新しい木材流通拠点整備事業 17,130 17,854 木材産業課

    販売拡大拠点設置事業 8,261 8,247 木材産業課

販売力の強化

    性能表示木材流通促進事業 19,343 24,304 木材産業課

　 土佐の木の住まい普及推進事業 9,510 7,800 木材産業課

    土佐の木販売促進事業 9,778 8,152 木材産業課

新 　 土佐材ブランドの｢内装・備え付け製品｣システム化の開発 1,869 林業環境政策課

地産地消の推進

　 こうちの木の住まいづくり助成事業 158,210 195,710 木材産業課

    こうちの木の住まい普及推進事業 2,326 1,666 木材産業課

    木の香るまちづくり推進事業 50,004 50,000 木材産業課

新 　 地域材活用促進支援事業 104,903 木材産業課

新 　 木造公共建築物等整備事業 30,000 木材産業課

流通・販売体制の確立



Ｈ24当初予算額 （単位：千円）

下線は新規事業及び拡充事業

木質バイオマスの効率的なエネルギー利用の推進と多面的利用の拡大

    森の工場活性化対策事業【再掲】 林業改革課

　    林業就業者技術向上支援事業（間伐材搬出支援事業） 156,000 149,400

　 木質資源利用促進事業 261,239 257,906 木材産業課

　 県産木質ペレット品質向上のための特性分析試験 1,026 1,056 林業環境政策課

　 木材加工流通施設整備事業(木質バイオマス利用施設等整備） 164,755 75,300 木材産業課

新 　 木質バイオマス発電事業 3,500,000 木材産業課

森の恵みを余すことなく活用

    地域林業総合支援事業 11,500 11,500 木材産業課

    県民参加の森づくり推進事業 林業環境政策課

　     こうち山の日推進事業 20,389 17,759

　     山の学習総合支援事業 10,000 11,221

　　  森づくりへの理解と参加を促す広報事業 6,674 9,935

　　  森林保全ボランティア活動推進事業 2,158 3,640

    特用林産業新規就業者支援事業 9,600 13,650 森づくり推進課

荒廃森林の解消

Ｈ25当初予算
見積額

木質バイオマスの利用拡大

森のものの活用

健全な森づくり

荒廃森林の解消

　 緊急間伐総合支援事業 128,960 199,800 林業改革課

　 みどりの環境整備支援事業 8,480 21,600 林業改革課

    治山事業 3,545,590 3,472,492 治山林道課

持続可能な森づくり

　 森林資源再生支援事業 32,700 32,200 林業改革課

　 低コスト育林技術の開発 2,651 2,950 林業環境政策課

　※オフセット・クレジット関連事業については、次ページ「地球温暖化対策に取り組む低炭素社会づくり」で整理

新エネルギーを産業振興に生かす

　新エネルギー導入促進事業 8,324 67,130 新エネルギー推進課

新    こうち型地域環流再エネ事業主体出資金 175,000 新エネルギー推進課

　※木質バイオマス関連事業については、同ページ「木質バイオマス利用の拡大」で整理

新エネルギー利用の推進



　

（単位：千円）

下線は新規事業及び拡充事業

地球温暖化対策の推進

    地球温暖化対策推進事業 新エネルギー推進課

　　 地球温暖化対策推進事業 3,740 3,899

　　 環境マネジメントシステム推進 7,356 7,258

    地球温暖化防止県民会議活動推進事業 9,163 9,162 新エネルギー推進課

    協働の森づくり事業 4,663 3,928 環境共生課

    オフセット・クレジット推進事業 環境共生課

　　 排出量取引（ＣＯ２排出削減）プロジェクト事業 2,625 18,677

　　 排出量取引（ＣＯ２吸収）プログラム認証等事業 14,077 16,948

　　 CO2木づかい運動推進事業 995 476

　　Ｊ－ＶＥＲクレジット販売促進等事業 8,978 5,624

　　高知県Ｊ－ＶＥＲ制度サポート事業 691 496

新 　　新クレジット制度地方検証人活用事業費 2,359

    環境活動支援センター事業　　　　　　　　　　　  15,923 15,924 新エネルギー推進課

    豊かな環境づくり総合支援事業 6,129 6,156 林業環境政策課

廃棄物の適正処理の推進

Ｈ25当初予算
見積額

Ｈ24当初予算額

地球温暖化対策に取り組む低炭素社会づくり

環境への負荷の少ない循環型社会づくり

拡     廃棄物処理対策事業 130,746 23,127 環境対策課

    エコサイクルセンター支援事業 84,290 84,638 環境対策課

生活環境の保全

拡     環境保全事業 118,137 78,039 環境対策課

    環境美化推進事業　　　　　　　　　 　　　　　　 1,633 1,295 環境対策課

３Ｒの推進

　　リサイクル製品普及促進事業　　　　 　 698 691 環境対策課

自然環境の保全

    自然公園等施設整備事業 22,636 13,314 環境共生課

    自然公園等管理 15,099 13,608 環境共生課

    希少動植物保護対策事業 21,031 19,304 環境共生課

　 牧野植物園管理運営(委託料） 329,883 325,906 環境共生課

清流の保全と活用

拡     四万十川総合対策事業 15,004 10,973 環境共生課

    清流保全推進事業 1,334 1,335 環境共生課

社会の基盤となる自然環境の保全に取り組む自然共生社会づくり


