
【税の目的】   地球温暖化など環境問題に対応するため，良好な森林機能の強化やクリーンエネルギー利活 

用の推進など，環境施策に充当する財源として導入 

【課税方式】   個人及び法人の県民税均等割に上乗せして課税（超過課税） 

【納税義務者】  〔個人〕県内に住所等を有する個人*，〔法人〕県内に事務所・事業所等を有する法人 
          *1月1日現在で県内に住所等を有する個人。所得金額が一定の額以下など，県民税均等割が課税されない個人は非課税 

【超過課税の税率】〔個人〕年 1,200円，〔法人〕標準税率の10％相当額 

【課税期間】   〔個人〕平成２３年度から平成２７年度まで 

         〔法人〕平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に終了する各事業年度 

【当初想定税収】 単年度約１５億円（５年間で約７５億円） 

 

【観点２】豊かな自然環境を次世代    
     に引き継ぐ責任 

【観点４】人と自然の交流，心身の 
     健康と安らぎ，癒しの提供 

【観点３】地球環境保全への貢献を 
     通した地域経済の活性化 

『みやぎグリーン戦略』 
４つの観点 【シーンⅠ】 地球にやさしいライフスタイルの創造 

県では，各シーンごとに取組を実施 

＜市町村の取組・事業費：１４億円＞ 

市町村では，みやぎ環境交付金に基づき， 
地域の実情に応じた取組を実施 

【シーンⅡ】 環境と調和した産業の振興 

【シーンⅢ】 環境立県を支える人材の育成 

【シーンⅣ】 森林機能や生物多様性など基盤の整備 

みやぎ 
環境税 

みやぎ 
グリーン戦略 

プラン 

立積 

環境 
創造 
基金 

用活 

県民 

法人 

年1,200円 

法人県民税均等割 10% 

 
 みやぎ環境税に基づく税収は，その使途を環境関係施策に限定した上で，金額を明らかにし，運用の明確化

を図るため，一般財源とは区分して「環境創造基金」を創設し，管理しています。税収は，基金に積み立て，

本税の活用事業に充当しています。また，本税を活用した事業の実施に当たっては，「みやぎグリーン戦略プ

ラン」を策定し，４つの観点の下で実施しており，その事業概要及び成果は，毎年度公表しています。  

みやぎグリーン戦略プランの概要 

＜施策展開の考え方＞ ＜県の取組・事業費：6２億円＞ 

【メニュー選択型】６つのメニューから目的に応じて選択 

【市町村提案型】地域課題解決に向け複合的に取り組む事業 

【観点１】待ったなしの二酸化炭素      
     削減の取組 

＜目指す姿＞ 

①低炭素社会構築に向
けた新しいライフスタ
イルを県民挙げて創造
していく宮城県 
 

②森林や生物多様性な
ど自然環境を積極的に
守り育てる宮城県 

5年間の二酸化炭素 
削減予定量 

 

３５.６万トン 

みやぎ環境税活用のスキーム 

＜事業効果＞ 

◇ 『宮城の将来ビジョン』の政策推進の基本方向の一つとして掲げた「人と自然が調和した美しく安全な県土

づくり」の実現，そして，『宮城県震災復興計画』で定めた５つの基本理念に基づく「創造的復興」を成し遂

げるために，県民が一体となって，『環境基本計画』や『みやぎ森林･林業の将来ビジョン』の方向性に沿っ

て，喫緊の対応策に取り組む必要があります。 

◇ 対応策の推進に当たっては，「みやぎ環境税」を有効に活用し，本県が有する環境課題の解決や環境の保全

及び創造に貢献するために，『（仮称）新みやぎグリーン戦略プラン』を策定し，効果を県民の皆様に公表し

ながら，各環境施策を進めます。 

◇ 本骨子案では，現行のプランにおける４つの観点（みやぎグリーン戦略）とシーンを再整理し，（仮称）新

グリーン戦略の４つの視点（（仮称）新グリーン戦略）としました。また，グリーン戦略の目指す姿をより明

確化するために３つに再編しました。 

宮城県環境生活部環境政策課 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 
ＴＥＬ 022-211-2661 ＦＡＸ 022-211-2669 ＵＲＬ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/ 

 

① 環境立県を支える人材の充実 

 ◇ 環境問題に取り組むことができる人材の継続的育成 

 ◇ 森林整備を支える林業担い手の育成・確保 

② 環境教育の一層の充実 

 ◇ 地域社会における環境教育の充実 

  

積立 

 

県事業 

市町村 
事業 

４つの視点に基づく事業 

①メニュー選択型事業 
②市町村提案型事業 

① 環境に配慮したグリーン経済の推進 

 ◇ 環境負荷軽減に資するクリーンエネルギー発電施設の整備支援 

 ◇ 環境関連産業の新技術開発に必要な基盤づくり及びその支援 

② 地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進 

 ◇ 地域に根ざした再生可能エネルギー導入の一層の促進 

 ◇ 地中熱等の未利用熱の有効利用の促進 

③ 省エネルギー対策の推進 

 ◇ 民生部門における省エネルギー対策の強化 

 ◇ 次世代型省エネ機器・設備・制御システム導入の促進 

④ 次世代エネルギーの普及促進  

 ◇ 水素エネルギーの利活用に向けた導入プラン策定及び関連設備導入支援 

① 森林の多面的機能の維持・強化 

 ◇ 森林整備の強化による森林の二酸化炭素吸収量の維持・増進 

 ◇ 特別名勝地域の松林保全や里山の保全及び健全化 

 ◇ 新たな森林管理･整備体制の構築 

② 森林資源の利用促進 

 ◇ 公共施設等の木造・木質化による炭素貯蔵量の向上 

 ◇ 先進的技術の導入等による新しい木材需要の創出 

① 生物多様性の総合的推進 

 ◇ 多様な主体の参画による生物多様性の推進に向けた基盤づくり 

 ◇ 野生鳥獣保護管理の徹底や適切な指定管理鳥獣捕獲の推進 

 ◇ 自然の恵みを生かした地域活性化 

② 自然環境の保全・再生と次世代への継承  

 ◇ 守るべき自然環境の保全・再生の推進 

 ◇ 豊かな自然環境を継承するための普及啓発の推進 

県 民 法 人 

みやぎ環境税 
（平成28～32年度） 

環境創造基金 

１ 低炭素社会の推進 

２ 森林の保全・機能強化 

３ 生物多様性・自然環境の保全 

４ 環境共生型社会構築のための人材の充実 

４つの視点とその方向性（(仮称)新グリーン戦略） 税活用全体像 

（仮称）新グリーン戦略の目指す姿 

活用 

年 
1,200円 

法人県民税 
均等割 
10% 

 県では，宮城の自然豊かな環境を守り，次の世代に引き継いでいくために，通常ベースでの財源を超えて新たに

実施又は拡充を図る環境施策に充当するための財源として，平成２３年４月１日から県民税均等割の超過課税とし

て，「みやぎ環境税」を導入し，喫緊の環境問題に対応する様々な環境施策を一体的・複合的に展開してきました。

みやぎ環境税は，平成２８年３月３１日までの５年間を期限としていることから，本税の活用事業の成果や社会情

勢の推移のほか，本県の環境を取り巻く状況などから課題等を検証し，今後の税のあり方について検討しました。 



１ 低炭素社会の推進（排出源対策） 
 ① 環境配慮と経済発展の両立 
 ② 地域特性を活かしたエネルギーの利用拡大 
 ③ 省エネルギー対策の強化 
 ④ 次世代エネルギーの普及 
 

２ 森林の保全・機能強化（吸収源対策） 
 ① 森林の多面的機能の維持・強化 
 ② 森林資源の積極的利用の推進 
 

３ 生物多様性・自然環境の保全 
 ① 生物多様性の社会への浸透 
 ② 自然環境の保全・再生 
 

４ 環境共生型社会構築のための人材の確保 
 ① 環境立県を支える人材の確保 
 ② 環境教育の一層の推進 

【地球温暖化に関すること】 
◇震災復興に伴う二酸化炭素排出量増加への懸念 
◇化石燃料に依存しない自立分散型エネルギー導入の機運の上昇 
◇民生部門における温室効果ガス排出量の増加  
【森林の保全に関すること】 
◇戦後の人工造林資源の成熟化に伴う二酸化炭素吸収機能の低下 
◇林業の低迷による森林の多面的機能低下への懸念 
◇森林整備を支える林業従事者の高齢化や人手不足 
◇森林病虫獣被害の増加  
【生物多様性・自然環境に関すること】 
◇生物多様性の維持や自然環境保全への意識の高揚 
◇開発行為や自然災害による自然環境の質的低下 

宮城県の環境を取り巻く状況 

【地球温暖化に関すること】 
◇過去最高の国内温室効果ガス排出量(2013年度速報値)の記録 
◇地球温暖化の影響と思われる自然災害の増加 
◇ＣＯＰ２１での新枠組への合意に向けた新たな削減目標の検討 
◇東日本大震災後のエネルギーに対する国民の意識の変化 
◇新たなエネルギー基本計画の策定 
◇水素エネルギー等の新エネルギーに対応した技術の進展 
◇再生可能エネルギー発電設備の連系申込への回答保留や制限設定 
 

【森林の保全に関すること】 
◇森林吸収源対策の推進による温室効果ガス削減目標への貢献 
 

【生物多様性・自然環境に関すること】 
◇生物多様性国家戦略に基づく取組の推進 

社会情勢の推移等 
◇ みやぎ環境税の事業成果として，5年間の二酸化炭素削減予定

量は達成される見込みですが，地球温暖化や生物多様性の確保
など，喫緊の環境課題の解決を図るためには，これまでの取組
を維持するとともに，社会情勢の推移を踏まえた新たな施策を
取り入れるなど，継続した取組が必要です。 

 

◇ そのためには，通常ベースでの財源を超えた環境施策を展開
するための財源を引き続き確保していくことが必要となります。 

 

◇ 一方，東日本大震災からの復興には，国からの財政支援を受
けているものの，県財政は依然として厳しい状況にあります。 

 
⇒ 低炭素社会・自然共生社会の構築，森林の保全・多面的機能

の発揮に向け，地域からの行動を意識しながら，課税期間延長
による施策の継続が必要です。 

 
 
 
 
【事業数】 １４事業 
【主な事業の成果】 
〔温暖化防止間伐推進事業〕（H23～H27）

 ◇間伐及び効率的な森林維持管理のための支援 
 ◇間伐面積約２千ha，作業道整備補助約７万７千m 
                  (平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約１１万５千トン 
〔木質バイオマス活用拠点形成事業〕（H24～H27）

 ◇未利用間伐材等の燃料化や原料化への支援 
 ◇林地残材搬出支援等９,７４２ｍ３(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約１万６千トン 
 

 
 
 
 
【二酸化炭素削減見込量】 約１３万５千トン 
 
〔里山林健全化事業〕（H24～H27）

 ◇ナラ枯れ被害木の駆除等への助成 
 ◇ナラ枯れ被害木の駆除量８６１ｍ３(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約７３０トン 
 
〔野生鳥獣適正保護管理事業〕（H23～H27）

 ◇野生鳥獣の適正管理や有害鳥獣捕獲の担い手育成 
 ◇シカやイノシシ個体数調整２７９頭 (平成２５年度末実績) 

 ◇新人ハンター養成講座参加者２４人(平成２５年度末実績) 

         

 
 
 
 
【事業数】 １３事業 
【主な事業の成果】 
〔温暖化防止森林づくり担い手確保事業〕 
 ◇林業に携わる高度な技能を有する人材の育成 
 ◇森林施業プランナー育成数３５人(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約７千トン 
           (研修成果による見込間伐量から算出) 

                  
〔クリーンエネルギー利活用実践推進事業〕 
 ◇県立専門高校での実践的な環境教育の推進支援 
 ◇実施学校数５校(平成２５年度末実績) 

  
 
 
 
【二酸化炭素削減見込量】 約７千トン 
 
〔自然の家人と自然の交流事業〕(H24～H27) 

 ◇自然の家での新たな自然体験プログラムの展開 
 ◇自然体験プログラム開催回数３５回(平成２５年度末実績) 

 ◇自然体験プログラム参加者約２,４００人 
                  (平成２５年度末実績) 

 
〔県民の森施設改修事業〕(H24～H27） 

 ◇県産材利用や自然エネルギー導入による施設改修 
 ◇県産材使用材積４５ｍ３(平成２５年度末実績) 

 
 
 
 
【事業数】 ９事業 
【主な事業の成果】 
〔省エネルギー・コスト削減実践支援事業〕 
 ◇省エネルギー設備を導入する事業者への助成 
 ◇補助件数１１８件(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約２万８千トン 
 
〔新エネルギー設備導入支援事業〕(H23～H27) 

 ◇新エネルギー設備を導入する事業者への助成 
 ◇補助件数４４件(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約１万３千トン 
 

 
 
 
 
【二酸化炭素削減見込量】 約４万２千トン 
 
〔クリーンエネルギー・省エネルギー関連 
          新製品創造支援事業〕(H24～H27) 

 ◇県内事業者による低炭素型新製品開発への支援 
 ◇実用化等の補助件数９件(平成２５年度末実績) 

 ◇新製品の１つが第６回みやぎ優れMONOに認定 
〔森林吸収オフセット推進事業〕(H23～H27) 

 ◇間伐等による森林ＣＯ２吸収量のクレジット化 
 ◇県有林でのクレジット販売量１,８６８トン-CO2 

 ◇県有林のクレジット販売収入額約１,９６０万円 

 
 
 
 
【事業数】 １１事業 
【主な事業の成果】 
〔住宅用太陽光発電普及促進事業〕(H23～H27)

 ◇住宅向け太陽光発電システム導入への助成 
 ◇補助件数９,３６６件(平成２５年度末実績)  
 ◇二酸化炭素削減見込量約１２万７千トン 
〔県産材利用エコ住宅普及促進事業〕(H23～H27) 

 ◇県産材使用の新築住宅建築への助成等 
 ◇補助件数１,０１９棟(平成２５年度末実績) 

 ◇二酸化炭素削減見込量約3万５千トン 
 

 
 
 
   
【二酸化炭素削減見込量】 約１６万４千トン 
 
〔再生可能エネルギー活用地域復興支援事業〕 
 ◇エコタウン形成の調査，協議会形成等への支援 
 ◇エコタウン形成実現可能性調査への補助件数２件 
 ◇再エネ推進地域協議会への補助件数１件 
〔環境教育実践「見える化」事業〕(H24～H27) 

 ◇小学校での出前講座等による環境配慮行動の啓発 
 ◇出前講座実施数６２校(平成２５年度末実績) 

 ◇受講した１校が東北地方ＥＳＤ*奨励賞を受賞 
    

地球にやさしいライフスタイルの創造 
 ■ 県民の率先行動の支援 

シーン  Ⅰ   

森林機能や生物多様性など基盤の整備 
 ■ 二酸化炭素吸収源としての森林機能強化 
 ■ 豊かな自然環境の確保と安らぎ潤いのある生活空間の創造 

環境と調和した産業の振興 
 ■ 企業の率先行動の支援 
 ■ クリーンエネルギー関連産業の振興 

シーン  Ⅱ  

 
【メニュー選択型事業】   
 ◇ ６つのメニューから，各自治体の地域の実情に応じて事業を選択・実施 
 ◇ 防犯灯等のＬＥＤ化等による地域の環境整備や省エネ機器導入の支援等による

二酸化炭素排出抑制，また，野生鳥獣対策等による各地域の自然環境保全に貢献   
【分類１】公共施設等ＣＯ２削減対策 …２４自治体 【分類２】照明のＬＥＤ化……………３０自治体 
【分類３】自然環境保全……………………９自治体 【分類４】野生鳥獣対策………………１０自治体 
【分類５】環境緑化…………………………１自治体 【分類６】省エネ機器導入支援…………４自治体 
 

 

【市町村提案型事業】※平成２３・２４年度は震災の復興に配慮し，休止 

 ◇ 平成２６年度までに７自治体で低炭素社会や自然共生社会のほか，森林保全や
環境教育等をテーマにした各種事業を実施 

 ◇ 市町村の創意工夫による地域課題の解決に向けた重点的・一体的な取組に貢献 
 
【二酸化炭素削減見込量】 約９千トン 
 
    

環境立県を支える人材の育成 
 ■ 人材育成のための機会や場の提供 

シーン  Ⅲ  

市町村が実施する「みやぎ環境税」活用事業の成果（みやぎ環境交付金事業） 

県が実施する「みやぎ環境税」活用事業の成果 

 

事業効果（二酸化炭素削減効果） 

 
グリーン戦略プランでの 
５年間の削減予定量 

   
35万６千トン 

 

  県事業    ３４万６千ﾄﾝ 
  市町村事業     １万ﾄﾝ 

  

 
事業実施による 

5年間の削減見込量 
 

約35万７千トン 
 
  県事業   約３４万８千ﾄﾝ 
  市町村事業 約   ９千ﾄﾝ 

(H25～H27) (H23～H27) 

(H24～H27) 

(H24～H27) 

シーン  Ⅳ  

* ESDは，Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳されます。 


