
  

令 和 ２ 年 度 事 業 報 告 
 

  愛媛の森林
も り

基金では、森林及び緑化に関する普及啓発や、森林の利活用、

森林造成、ボランティア活動による緑化推進等を促進するため、基本財産の

運用収入等による「森林基金事業」、緑の募金を活用した「緑の募金事業」、

県内の放置森林整備を行う「森林適正管理事業」、愛媛県からの委託により実

施する「森林適正管理支援事業」の４事業を実施している。 

平成 30 年度から実施した「癒しの森整備事業」により、森林資源の利活用

を促進するとともに、平成 25 年度から実施している「森林・山村の多面的機

能発揮対策事業」により里山林の保全管理活動を幅広く支援し、平成 29 年度

から実施している「広葉樹林化モデル事業」により、県内の針葉樹伐採跡地

のうち条件不利地において、広葉樹林をモデル的に造成し、森林の持つ公益

的機能を高度に発揮する森林の造成を行った。 

また、平成 31 年４月から施行された森林経営管理法により、「森林適正管

理支援事業」を令和元年度に創設して、経営意欲が低下し、手入れ不足とな

った条件不利な森林について、適正な経営管理が図れるよう、市町や地域連

携推進組織等と連携して森林の健全化と災害に強い森林づくりを支援した。 

  なお、令和２年度に実施した事業の概要は次のとおりである。 

 

１ 森林基金事業の実施状況 

  基本財産の運用収入等を財源として、県内における森林及び緑化に関する

普及啓発、森林の利用・活用、森林の造成整備の推進を図る事業を実施した

ほか、これらの事業を計画的に実施しようとする団体等に対して助成した。 

（１）森林及び緑化に関する普及・啓発 

ア「えひめ山の日」記念イベント開催（1,536,022 円） 

    森林の有する意義、そして山の重要性を改めて認識し、感謝するとと

もに、森林を私たちの共有財産として大切に守り、次の世代に継承し、

森林（もり）と共生する新しい文化の創造を図るため、「えひめ山の日の

集い」を愛媛県との共催により開催し、緑の募金などに高額な寄付をい

ただいた企業及び団体に対し、感謝状を贈呈した。 

    日  時：Ｒ２.11.７（土）10:30～15:30 

場    所：伊予郡松前町筒井（エミフル MASAKI） 

   参加者数：2,039 名 

 
 

 イ 情報誌の発刊（688,606 円） 

    県民の森林に対する意識啓発に資するため、基金事業の実施状況や森

林及び緑化について、「愛媛の森林」第 38号にとりまとめ情報提供した。 

発刊月 号数 部数 内 容 配布先 
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森林・林業情報 
イベント情報 等 
 

一般県民（森林友の会、木っと根
っとワーク、各イベント等）、賛
助会員、協力企業、学校、関係官
公庁、林業関係団体等 



  

ウ 森林・林業写真コンクール(第 26 回)の開催（515,367 円） 

県内の森林が織りなす自然美、林業生産活動、山村社会の生活等の写

真を募集し、優秀な作品を表彰するとともに、普及啓発に活用した。 

 

   受賞作品一覧 

区 分 作品名 撮影場所 撮影者 

《一般部門》最優秀 春日 西予市予子林 井上 富子 

《テーマ部門》最優秀 森の恵み 鬼北町 白石 信夫 

《一般部門》優 秀 流雲 西条市瓶ケ森 芝﨑 静雄 

《テーマ部門》優 秀 水守り 内子町 河田  守 

《一般部門》佳 作 赤そばの里 東温市 笹田  温 

《テーマ部門》佳 作 田園風景 宇和島市三間町 樋口 良夫 

     入 選 

ミツマタの咲く 四国中央市新宮 乘松 賢二 

淡雪の解ける頃 西予市宇和町 中川 雄喜 

霧氷を見上げる 石鎚登山道 綾田 美鈴 

復興中 西予市宇和町 仲川 幸延 

光のページェント 西予市宇和町 山本  勝 

小田川を行く 内子町 井上 雄次 

森に舞う 久万高原町 岡本 一志 

我が道を行く 松野町 楠  友広 

里山の朝 宇和島市三間町 井関  俊 

生きる木 石鎚成就社 吉川 航太 
  

【テーマ部門：森林と暮らす・森林を守る】 

 

 エ 基金ホームページの管理（89,080 円） 

    当基金の事業実施状況や森林・緑化に関する情報を提供するほか、基

金の資産・運営状況等の情報を公開するため、ホームページの管理運営

を行った。 

 

オ 基金ポスターの作成・配布（58,902 円） 

    当基金の活動を広く県民にＰＲし、認知度を高めることを目的に、緑

の募金事業で募集する緑化キャンペーンテーマとポスター原画の優秀

作品を活用して、ポスターを作成、配布した。 

 

カ 愛媛の森林友の会の育成及び研修活動（230,615 円） 

    自然に親しむとともに、森林・林業に対して理解を深めてもらうため、

「愛媛の森林友の会」会員を対象とした現地研修会を計画したが、新型

コロナウイルス感染拡大を考慮し中止した。 

 

 



  

キ 森林・林業体験イベント事業（200,392 円） 

 （ア）木に親しむための活動（392 円） 

       県内の各市町の保育園、幼稚園、小学校やイベント等において、身

近な木製品が森林につながることの学習（制作木製絵本使用）や、「木

製おもちゃ」「木の玉プール」等で自由に遊んでもらうよう計画したが、

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し中止した。 

   

（イ）森林に親しむための活動助成（200,000 円） 

       県内のボランティア団体等が、一般県民を対象として行う森林散策

活動等を支援した。 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

NPO法人みんなダイスキ松山
冒険遊び場

512,886 200,000 松山市上野町

 県内の未就学児およびその家族を対
象に愛媛県総合運動公園キャンプ場・
こども広場・ピクニック広場等を使用
した自然遊びや森林散策の教室を開催
し、森林に親しむ機会を提供した。

合　　計 512,886 200,000

 

ク 愛媛の森林や巨樹・名木に関する書籍の頒布（558 円） 

これまで、当基金が発刊した書籍について紹介を行うとともに、例年

希望者に提供（有償）を行っている。 

    なお、決算額は、書籍郵送料を計上している。 

 

（２）森林の利用・活用の促進 

ア 木工作品製作キット配布事業（3,715,648 円）    

    小中学校の生徒達が、体験を通じ、木に対する理解を深めてもらうた

め、クラブ活動等で木工作品の製作に取り組む１０５校（県下の小中学 

      校の 25%）に、県産材を使用した木工作品製作キットを配布した。 

19年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 合計

要望 96 131 126 120 131 147 158 161 137 144 146 141 144 105 1,887

実績 68 85 93 120 131 147 158 161 137 144 146 141 144 105 1,780

配布率 71% 65% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94%

要望 4,583 6,584 5,114 4,701 5,480 7,162 7,506 7,440 6,928 6,513 5,000 5,838 5,365 3,960 82,174

実績 3,524 3,522 3,491 4,701 5,125 6,805 6,802 7,050 6,928 6,500 5,000 5,838 5,365 3,960 74,611

配布率 77% 53% 68% 100% 94% 95% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91%

項　　目

学
校
数

キ
ッ

ト
数

 
 イ 癒しの森整備事業（1,000,000 円） 

森林の癒し効果や保健休養の場としての森林の活用を促進することを

目的として、森林及び森林散策道等の整備を実施する県内の団体に対し、

助成金の交付を行った。 



  

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

国土緑化松山市推進委員会 1,000,000 1,000,000
松山市
北条
鹿島

　松山市の北条鹿島において、森林に
よる癒しの場として森林の利活用を促
進するため、森林の整備や森林散策道
の整備等を実施した。

合　計 1,000,000 1,000,000

 
 

（３）森林の造成整備の促進 

 ア 森林・山村多面的機能発揮対策事業（15,650,608 円） 

森林が有する多面的機能を高度に発揮する、多様な森林の造成整備を

促進するため、山村等の活性化を目指した里山林の保全管理活動等を支

援した。  

 

金額 ha 金額 ha 金額 ha 金額 ｍ 金額 金額

うずい里山保全の会 5.0 1,900,000 1,900,000

竹林をよくする会活動組織 150,000 0.5 190,000 340,000

西条里山保全会 8.5 3,230,000 122,000 3,352,000

大谷の山林を守る会 150,000 2.0 760,000 910,000

越智今治森林組合 1.1 176,000 176,000

里山を良くする会 2.6 988,000 988,000

神子之森里山保全活動組織 1.3 208,000 208,000

今治竹林再生活動組織 1.7 646,000 646,000

伯方町女性林研グループ 0.1 38,000 38,000

中山第一協業体 1.4 532,000 532,000

伊予竹林再生活動組織 2.0 760,000 760,000

重藤の会活動組織 1.8 684,000 29,000 713,000

明神山森林古道再生活用推進隊 150,000 1.2 192,000 450 450,000 792,000

川上たけのこ生産組合 5.0 1,900,000 1,900,000

八幡浜竹林再生活動組織 2.0 760,000 760,000

西予竹林再生活動組織 4.0 1,520,000 1,520,000

合計 450,000 2.4 384,000 36.6 13,908,000 1.2 192,000 450.0 450,000 151,000 15,535,000

活動組織
活動推進費

地域環境保全タイプ 森林資源利用タイ
プ

森林機能強化タイ
プ里山林整備 竹林整備

資機材
合計

 

 

２ 緑の募金事業の実施状況 

  森林整備及び緑化推進（以下「森林整備等」という）の必要性について、

県民の理解の醸成を図るため、「緑の募金」の趣旨を啓発し、募金活動を強化

するとともに、森林整備等の事業の実施や、自発的な活動を実施した団体等

に対して助成金を交付した。 

（１）募金活動の推進 

  「緑の募金」の趣旨を啓発するため、広報活動を実施するとともに、関係

団体と連携を図り、募金活動を計画的かつ効果的に実施した。 

 

 ア 募金推進事業（2,270,006 円） 

    春及び秋の募金活動期間を中心に、地区及び市町の森林と緑の推進協



  

議会や募金活動の協力を得られた団体と一体となり、積極的かつ健全な

募金活動を推進した。 

区　　分 家庭募金 職場募金 企業募金 街頭募金等 合計 比率(%)

市町協議会 17,811,586 4,090,973 770,427 1,080,036 23,753,022 75%

地区協議会 309,121 672,593 24,692 26,558 1,032,964 3%

基金及び協力団体 315,232 1,168,493 4,814,529 409,036 6,707,290 21%

合　　計 18,435,939 5,932,059 5,609,648 1,515,630 31,493,276 100%

比　　率(%) 59% 19% 18% 5% 100%

（単位：千円）令和２年度　「緑の募金」実績

 
注１：家庭募金等には学校募金を含む。 

注２：街頭募金等には、イベント募金を含む。 

注３：企業募金には、企業内職域募金を含む。 

 

イ 募金資材の購入・配布（3,623,123 円） 

    緑の募金活動を円滑に展開するために使用する「緑の羽根」等の募金

啓発用資材を購入配布した。 

・緑の羽根     ：327,500 本（啓発用資材） 

・みきゃんバッジ  ： 10,000 個（  〃  ） 

・募金活動用マスク：  4,000 枚（  〃  ） 

 

 ウ 緑の募金活動の広報（652,803 円） 

    緑の募金について、その趣旨を広め、活動の拡充を図るとともに、森

林整備や緑化推進を啓発するため、幅広い広報活動を実施した。 

   ・春の募金活動期間（４月１日～５月 31 日、２月 15 日～３月 31 日） 

   ・秋の募金活動期間（９月１日～10 月 31 日） 

・方 法：チラシ、ポスター、インターネット、市町広報等に広告を掲

載した。 

 

 エ 植樹祭開催事業（80,000 円） 

    植樹活動を通して、森林や緑に対する親しみと理解を深めてもらい、

緑化思想の意識高揚を図るため、一般県民や緑の少年団の参加を得て、

新居浜市山根総合体育館において植樹祭を計画したが、新型コロナウイ

ルス感染拡大を考慮し、式典を中止、植樹は新居浜市単独で関係者のみ

で行った。 

 

オ 緑化キャンペーンコンクールの実施（227,535 円） 

    （公社）国土緑化推進機構が、国土緑化の推進及び森林・林業に関す

る国民の意識高揚を図るために実施する緑化キャンペーンコンクール

（テーマ及びポスター原画）に協力するとともに、併せて愛媛県用の緑

化キャンペーンコンクールを実施した。 

 



  

    ・テーマ特選     今治市立伯方小学校４年  野間 瑛太 

               「愛媛から 愛と緑を 育もう」 

    ・ポスター原画特選  八幡浜市立愛宕中学校２年 井上 日菜子 

               「木を増やそうみんなの森」 

 

緑化キャンペーンテーマの選考結果

特選 入選 計

小学校 127 193 320 9

合　計 127 193 320 10 1 9 11

区分
計

選考結果

全国用
入選

応募数

10

愛媛県用

1 11

全国用 愛媛県用

 

緑化キャンペーンポスター原画の選考結果

金賞 銀賞 銅賞 計

小学校 528 96 2 4 8 14

中学校 332 39 1 2 3 6

高等学校 79 11 1 1 0 2

合　計 939 146 1 4 7 11 22

（注）金賞については、全国キャンペーン用として、(公社)国土緑化推進機構に推薦

1

特選
入選区分 応募数

審　 査
対象数

選考結果

 
 

 カ 緑化推進啓発事業（3,865,617 円） 

    緑化の推進を図るため、花の種、緑化樹苗木等の普及啓発資材を購入

配布した。 

 

購入物 数量 摘            要 

花の種 127,000 袋 
花の種を購入し、関係団体を通じて一般県

民へ配布した。 

緑化樹苗木 3,028 本 
各地区森林と緑の推進協議会に配布する

など、県下各地域での緑化を推進した。 

育樹活動・国土緑

化運動ポスター 
1,320 枚 

各地区森林と緑の推進協議会及び学校に

配布し啓発を図った。 

 

（２）森林整備事業 

   県民の森林・林業への参画意識の高揚を図るため、森林ボランティア活

動やＣＳＲ（企業の社会的責任）活動による森林整備を推進した。 

 

 ア 森林ボランティア活動促進事業（23,184 円） 

    基金の森林ボランティアグループ｢木っと根っとワーク｣の活動により

森林整備を計画したが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し中止した。 

 



  

 

 イ 企業の森林(もり)づくり促進事業（1,571,461 円） 

       ＣＳＲ活動による森林づくり活動を推進するため、「企業等との協定」

に基づき行われる活動を実施した。 

 

企業名・協定名 森林整備場所 内 容 
社員ボランティア  

実施日・参加人数  

実施額 

(円) 

アサヒビール(株) 

「アサヒビール感謝の

森」 

西条市黒瀬 

円山森林公園 
下刈    1.14ha R2.11.7   38名 386,000 

（株）愛媛銀行 

「愛媛銀行ecHoの森」 
松山市食場町 

下刈    0.39ha R2.10.24  38名 
303,050 

路網開設    80m R2.9.2～R3.1.31 

(株)伊予銀行 

「伊予銀行エバーグリ

ーンの森」 

西条市福成寺 

（黒谷） 
下刈     0.11ha R2.9.5   25名 45,741 

松山市久谷 
下刈     0.20ha R2.10.3   33名 307,326 

間伐     0.20ha R2.7.7～R3.1.31 

大洲市阿蔵 

 〃  高山 

植菌作業 R2.11.7   20名 

388,000 
下刈     1.30ha 

R2.10.12～

R2.10.30 
切捨間伐 1.30ha 

路網補修等 

計   154名 1,430,117 

 



  

 

（３）森林整備等を行う者に対する助成金の交付 

   県民の森林整備等への参加意識の高揚を図るため、自発的な活動を行う

団体等に対し、助成金の交付を行った。 

  

ア 緑の少年団等育成事業（5,597,600 円） 

    緑の少年団、ボーイスカウト、ガールスカウトなどの団体活動を通じ

て行われる緑化や自然愛護に関する情操教育等を促進した。 

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

緑の少年団愛媛県連盟 7,140,000 5,197,600 松山市ほか
　緑の少年団の新規結成促進、
団体装備品の整備、団活動の実
施、会誌の作成等

日本ボーイスカウト愛媛県
連盟

514,900 190,000
西条市、松山市、
砥部町ほか

　自然愛護活動の実施及び活動
発表会の開催等

ガールスカウト愛媛県連盟 210,000 210,000
松山市、今治市、
伊予市ほか

　ガールスカウトの森林の育
樹、地域の緑化運動等

合　計 7,864,900 5,597,600

 
イ 巨樹名木保全事業（1,003,741 円） 

地域の巨樹、名木を後世に残すための、保護、育成活動を促進した。 

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

西条市森林と緑の推進協議
会

168,917 148,141 西条市喜多川
　愛媛県指定天然記念物である
「観音堂のフジ」の樹勢回復を
図る

内子町森林と緑の推進協議
会

200,000 200,000 内子町五百木
　長田自治会館の樹齢70年の桜
樹に発生しているテングス病や
枯枝を除去し、樹勢回復を図る

無事喜地のタブノキ保存会 465,630 155,600 大洲市長浜
　愛媛県指定天然記念物である
「無事喜地のタブノキ」の折損
枝を除去し保護育成を図る

満願寺二重柿を見守る会 100,000 100,000 宇和島市津島町
　愛媛県指定天然記念物である
「満願寺の二重柿」の樹勢回復
を図る

御槇の樹々を護る会 200,000 200,000 宇和島市津島町
　さぎ草の自生地として知られ
ている源池公園の桜樹のテング
ス病を除去し、樹勢回復を図る

神木一本杉見守り隊 200,000 200,000 宇和島市津島町
　宇和島市指定天然記念物であ
る「神木一本杉」の樹勢回復を
図る

合　計 1,334,547 1,003,741

 



  

ウ 公共施設等緑化事業（798,340 円） 

   学校、病院、公民館、社会福祉施設、公園等、地域住民の生活に密着し

た公共施設等の環境緑化を促進した。 

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

今治市緑の募金推進協議会 200,000 177,240
JR今治駅前、今治
市立中央図書館前

　今治南高校グリーンデザイン
部が中心となり、公共的な広場
や道路に面した場所を緑化

大洲市森林と緑の推進協議
会

124,100 124,100 市内一円
　地域住民による学校、公園、
集会所等へのヒラドツツジ、ア
ジサイ、ソメイヨシノ等の植栽

内子町森林と緑の推進協議
会

216,115 200,000 内子町石畳
　内子町石畳地区の交流拠点で
ある石畳の宿周辺に広葉樹等を
植栽

愛南町森林と緑の推進協議
会

297,000 297,000 町内一円
　町内公共施設等に苗木及び花
木を植栽し

合　計 837,215 798,340

 
エ 地域緑化推進事業（6,503,197 円） 

    地域における独自の目的に基づく緑の造成、整備又は普及啓発活動の

促進を図った。 

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

東予地区森林と緑の推進協
議会

50,000 49,986
西条市福成寺　愛
媛県養鶏研究所

　昨年度に植栽を行った個所で
下刈等を行い植栽木の成長を促
す

中予地区森林と緑の推進協
議会

760,738 760,738 中予地区管内一円
　地域住民の緑化推進及び緑の
重要性に対する意識啓発を図
り、地域の特色ある緑化を推進

西条市森林と緑の推進協議
会

390,000 390,000 市内小学校
　小学校内での花壇・プラン
ターによる花の育成、植樹、樹
木の管理等

今治市緑の募金推進協議会 2,200,000 2,200,000 市内全域
　自治会主体で学校及び公民館
の公共施設に緑化を行うほか、
ボランティアによる広葉樹植栽

大洲市森林と緑の推進協議
会

965,430 965,430 市内一円
　市内一円において、地域住民
によるヒラドツツジ、アジサ
イ、ソメイヨシノ等の植栽

八幡浜市緑化推進委員会 463,210 203,000
市内公共施設（学
校、病院、国道沿
いの花壇等）

　地域住民による市内公共施設
等での緑化樹やポーチュラカの
植栽による緑化

伊方町森林と緑の推進協議
会

52,836 51,005 伊方町大佐田
　伊方町大佐田のオリコの里周
辺で地域住民による緑化を推進

 



  

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

西予市森林と緑の推進協議
会

126,078 126,078 西予市明浜町
　道路沿いに花木等の植栽を行
い、地域住民等に対する緑化思
想の普及啓発

西予市森林と緑の推進協議
会

198,080 198,080 西予市城川町
　城川町魚成地区の魚恋公園に
おける緑化の推進

西予市森林と緑の推進協議
会

180,000 180,000 西予市三瓶町
　三瓶町の主な道路の周囲に地
域住民等が植栽を行い、緑化思
想の普及啓発

宇和島市森林と緑の推進協
議会

200,000 200,000
宇和島市吉田町内
公共施設・学校・
公園等

　宇和島市内の公共施設等で樹
木の植栽や花苗の配布等

上柏公益会 178,880 178,880 四国中央市上柏町
　小学校を始め地元ボランティ
アによる植樹や、小学生を対象
とした森林学習会を開催

愛媛植物研究会 200,000 200,000
松山市、今治市、
新居浜市

　地域の貴重な植物標本の整理
や一般県民を対象とした現地説
明会等により、緑化の普及啓発

湯の山公園管理協会 230,000 200,000 松山市湯の山
　緑化の造成・整備を行い、地
域の良好な環境を確保

牛渕昭和倶楽部 201,000 200,000 東温市牛渕龍沢泉
　子供をはじめ地域住民による
緑化樹の植栽、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟづくりを
含めた環境学習会の開催

中山地区公民館野中支館 220,760 200,000
伊予市中山町野中
地区

　野中地区において苗木の植樹
を行い、地域住民等に対する緑
化意識の向上

久万櫻樹会 288,000 200,000
久万高原町・松山
市久谷町

　国道440号、33号沿いに植栽さ
れている、ソメイヨシノ等の樹
勢を回復し、沿線の緑化と美化

合　計 6,905,012 6,503,197

 
オ （公社）国土緑化推進機構への交付金の交付（878,000 円） 

    （公社）国土緑化推進機構が実施する広域的な森林整備、緑化推進事

業、国際緑化等に活用する経費として、募金額（暦年集計）の３％に 50

万円を加えた額を同機構に交付した。 

 

３ 森林適正管理事業の実施状況 

   林業の採算性の悪化による経営の放棄、離村や高齢化に伴う後継者の不

在などが原因で、長期に渡って必要な施業が行われていない森林を適正に

管理し、森林の公益的機能の回復と持続的な発揮に資することを目的とし

て、平成 14 年度から平成 23 年度までの 10 年間を計画期間として、標記事

業を実施してきた。 

平成 24 年度以降は、森林所有者から 10 年間の長期管理委託契約を受け



  

た森林の管理業務を継続して行い、これら森林の公益的機能が持続的に発

揮されるよう取り組んでいる。 

更に、平成 29 年度より、国・県の助成を受け、将来に渡って経済的な木

材生産が見込めず、公益的機能の発揮がより期待される針葉樹等伐採跡地

の条件不利森林について、森林所有者に代わり広葉樹を植栽し、モデル林

の造成に取り組んだ。 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

単年度 362 542 504 488 407 314 396 383 564 937

累　 計 362 904 1,408 1,896 2,303 2,617 3,013 3,396 3,960 4,897

- 8% 19% 29% 40% 48% 55% 63% 71% 83% 102% 102%

間伐
面積 4,800 4,897

達成率

森林適正管理事業の達成状況について
（単位：ha)

区　　分
10カ年
計　画

実　　　　　　　　績
合計

 
 

平成 24 年度以降は、森林所有者から 10 年間の長期管理委託契約を受け

た森林の管理業務を継続して行い、これら森林の公益的機能が持続的に発

揮されるよう取り組む必要がある。 

 

（１）森林受託管理事業(144,429 円)  

 ア 間伐 

間伐未実施となっている森林について調査を実施したが、該当箇所は

なかった。 

委託件数

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0

面積

令和２年度森林施業委託事業
実施状況

 委託料

地区名

森林管理委託契約状
況（令和2年度時点）

件数 面積

四 国 中 央 地 区 14 91.47 － －

西 条 地 区 45 110.45 － －

今 治 地 区 43 73.44 － －

松 山 地 区 169 508.81 － －

久 万 高 原 地 区 37 226.96 － －

大 洲 地 区 184 484.47 － －

八 幡 浜 地 区 44 102.95 － －

宇 和 島 地 区 35 158.41 － －

愛 南 地 区 20 58.88 － －

合計 591 1,815.84 0 0.00

 

 

イ 森林保険加入実績 

間伐未実施のため、加入実績はなかった。 

 

ウ 災害復旧 

台風等で罹災した森林は全て植栽、下刈りを完了しているため、実施



  

実績はなかった。 

 

（２）林地流動化事業（24,634 円)  

   当事業での取組内容について広報するとともに、森林組合等が、これ

ら森林の管理を担っていくための手続きを進めるなど、将来にわたり適

正な森林管理が行われるよう努めた。 

 

（３）広葉樹林化モデル事業（9,516,318 円) 

    県内の針葉樹伐採跡地等において、クヌギ、コナラなどの広葉樹の植

栽を実施し、条件不利地における広葉樹林化をモデル的に造成し、山地

災害防止など、森林の持つ公益的機能を高度に発揮する森林を造成した。 

 

施行箇所 事業内容 事業量(ha) 施業受注者 契約額（円）

西条市丹原町楠窪 下刈 0.39 いしづち森林組合 110,000

今治市玉川町葛谷 〃 3.50 越智今治森林組合 1,078,000

上浮穴郡久万高原町本組 〃 1.20 久万広域森林組合 352,000

大洲市平野野田 〃 0.71 大洲市森林組合 203,500

喜多郡内子町村前ほか 〃 4.16 内子町森林組合 1,159,400

喜多郡内子町臼杵ほか 〃 3.46 内子町森林組合 962,500

北宇和郡鬼北町延川ほか 〃 3.49 南予森林組合 1,036,200

合　計 16.91 4,901,600

施行箇所 事業内容 事業量(ha) 施業受注者 契約額（円）

四国中央市中曽根町中曽根 下刈 0.49 宇摩森林組合 148,500

新居浜市大生院 〃 0.77 愛ふるさと創生事業協同組合 233,000

西条市大保木 〃 1.45 いしづち森林組合 418,000

今治市玉川町中村・法界寺 〃 1.77 越智今治森林組合 539,000

上島町岩城 〃 1.86 越智今治森林組合 605,000

松山市北条猪木 〃 1.16 松山流域森林組合 341,000

松山市滝本 〃 1.43 松山流域森林組合 814,000

東温市樋口 〃 0.90 松山流域森林組合 506,000

内子町柿原・上宿間 〃 0.37 内子町森林組合 107,800

西予市宇和町久保 〃 0.68 西予市森林組合 207,900

西予市城川町遊子谷 〃 0.78 ㈱エフシー 240,900

宇和島市三間町是能 〃 0.61 南予森林組合 180,400

宇和島市高串 〃 0.46 南予森林組合 136,400

鬼北町大字出目 〃 0.38 南予森林組合 112,200

合　計 13.11 4,590,100

広葉樹林化モデル事業

里山放置林対策モデル事業

 
 

 

 

 

 



  

４ 森林適正管理支援事業の実施状況 

    本事業は、経営意欲が低下し手入れ不足となった森林について、適正な管

理が図られるよう、当基金に「森林管理支援センター」を設置し、市町や地

域連携推進組織等に必要な技術職員の派遣・指導等や「森林管理支援システ

ム」の普及・啓発を行うことにより、森林の健全化と災害に強い森林づくり

を支援した。 

 

 

（１） 森林適正管理支援事業（32,806,602 円） 

 ア 森林管理支援センターの運営 

① 新たな森林管理システムに関する技術的指導 

     新たな森林管理システムの円滑な運営を図るため、令和元年度に作成

したガイドラインの追補、改訂を行うなど制度の周知を図った。 

また、市町の担当者、地域連携推進組織等から制度の問い合わせに対

して技術指導を行った。 

 

 

② 新たな森林管理システムに関する事務的指導 

市町が森林所有者への意向調査業務などを外部事業者に委託する場

合に必要となる仕様書や積算案を作成するなど事務的指導を行った。 

また、これを周知するため、市町の担当者、意欲と能力のある林業経

営者等に対し説明会を開催した。 

・令和２年９月 18 日（金）10:30～16:00 

愛媛県立図書館 5 階多目的ホール 

市町の担当者、意欲と能力のある林業経営者等：53 名 

令和２年度支援センター事務局相談件数カウント（Ｒ２．４～Ｒ３．３）

区分 市町
対応センター

（設置済のみ）

市町からの

相談件数
主な相談内容

全件数

四国中央市 15 支援システムの利用、連携推進組織の設置について

新居浜市 4 連携推進組織の設置について

西条市 2 連携推進組織の設置について

上島町 1 支援システムについて

今治市 3 支援システムについて

松山市

伊予市

東温市

砥部町

松前町 －

久万高原町 中予山岳

大洲市 4 森林基金の支援体制、支援システムについて

内子町 2 連携推進組織の設置について

八幡浜市 5 森林基金の支援体制、制度の進め方について

伊方町 1 森林基金の支援体制について

西予市 11 森林経営管理法、経営管理権集積計画の中身について

宇和島市

松野町

鬼北町

愛南町 － 3 意向調査対象、森林基金の支援体制について

計 51

中予森林管理推進センターが窓口となって対応中

南予森林管理推進センターが窓口となって対応中

中予山岳流域林業活性化センターが窓口となって対応中
内訳

中予

南予

－

－



  

・令和２年９月 24 日（木）13:00～16:30 

愛媛県庁第一別館３Ｆ第三会議室 

県担当者等：13 名 

  

③ 地域連携推進組織に関する指導 

新たな森林管理システム推進のため、県下を５流域に区分して、地域

連携推進組織の設置等について指導を行った。 

 

 イ 地域連携推進組織へ技術職員の派遣 

① 市町への技術指導 

新たな森林管理システムの市町の運営を支援するため、地域連携推進

組織（久万、中予、南予）に当基金が雇用した技術職員を派遣し、技術

的支援、指導および助言等を行った。 

具体的には、森林の現地調査や森林情報のデジタル化を進めるための

森林 GIS システムの導入、活用方法の指導等を行った。 

 

② 市町への事務支援 

       各市町が地域住民に対して実施する地域説明会などに同行し、森林経

営管理制度の内容について説明するなどの支援を行った。 

       さらに、意向調査結果の取りまとめや経営管理権集積計画案の作成指

導等を行った。 

  

ウ 森林管理支援システムの導入 

       愛媛県が開発した森林管理支援システムをクラウドサーバに搭載し、

市町、森林組合、林業事業体等が利用できる体制を構築した。 

       森林管理支援システムの運営、保守管理等については、システムの開

発を担った（株）woodinfo に委託し、システムの改善も併せて実施した。 

 

① 森林管理支援システムの実証事業 

システム実証に必要な、空中および地上レーザによる大容量データ

の収集を行った。 

      航空レーザ計測はヤマハ発動機（株）、地上レーザデータ計測は（有）

マルヨシ、計測データの解析・変換については（株）woodinfo に委託し

て実施した。 

 

② 森林管理支援システムの普及啓発事業 

システムを意欲と能力のある林業経営者、市町等に普及するため、研

修会を実施した。 

   ・日時：令和２年 11 月 12 日（木）13:00～16:00 

 ・場所：愛媛県久万高原町若山地区 455 林班 

・内容：航空レーザ計測の実施実演、森林管理支援システムの操作実演 

・人数：２８名 


