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２ 川上における成果と課題 

 

（１）森林経営管理制度（新たな森林管理システム）と森林環境譲与税 

森林経営管理制度※１の実施主体となる市町村

では、制度の進め方を定め、森林や森林所有者の

状況等の把握を行うとともに、モデル地区を設定

し、経営管理の前段となる森林所有者への意向の

確認作業を行うなど着実に取組を進めています。 

 

県では、制度に関する情報共有や意見交換、関

係者間の合意形成を図るため、森林・林業・木材

産業関係団体、全市町村、関係機関で構成する「山

形県森林管理推進協議会」と県内４地域に「地域

協議会」を設置しています（下図参照）。 

 

また、市町村の担当職員を対象とした林業技術に関する研修会等を定期的に開催し、制度

運用や個々の工程に関する技術的指導・助言を行い、人材の育成支援を行っています。 

さらに、市町村に対しては、技術的な実務の担い手となる「地域林政アドバイザー※２」等

の人材育成や人材情報の収集・提供を行っています。 

そのほか、森林経営の受け皿となる「意欲と能力のある林業経営者※３」や「育成経営体※４」

の公募、登録も行っています。 

 

※１ Ｐ５「Ⅱ１森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の導入」参照。 

※２ 森林・林業に関して知識を有する者を市町村が雇用することを通じて、森林・林業行政の体制支援を

図る制度。平成 29 年（2017）年度に創設され、市町村がこれに要する経費については、特別交付税

の算定の対象となっている。 

※３ 森林経営管理法第 36 条第２項の規定により、市町村からの森林の経営管理の再委託を希望する民間

事業者。令和２年 12月 31 日現在 31 の事業者（登録経営体）を公表。 

※４ 意欲と能力のある林業経営者へと育成を図る民間事業者。令和２年 12月 31日現在８の事業者を公表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 森林経営管理制度の地域ごとの進め方の検討 
 ・地域課題の整理と解決に向けた意見交換 
 ・森林資源情報の把握や森林の境界明確化、  
   モデル地区設定の合意形成に向けた取組 
 ・市町村職員を対象にした森林・林業の基礎研修会 等 
 
  ※地域協議会は県内４地域に設置 

 

 

 

山形県森林管理推進協議会の開催 

検討・反映 

意見・報告 

山形県森林管理推進協議会地域協議会の仕組み 

 
○ 森林経営管理制度の県全体の進め方の検討 
 ・市町村の取組等における課題等の意見交換 
 ・森林環境譲与税の交付額規模に応じた取組 
 ・市町村の体制強化や支援に向けた取組 
 ・意欲と能力のある林業事業者の経営体質強化 
 ・情報共有 等 
 ・進捗状況、課題等 
 ・他県事例紹介 
 

〔議長〕 
 ・山形県森林ノミクス推進課長 
〔会員〕 
 ・35市町村農林関係課長 
 ・山形県森林組合連合会代表理事会長 
 ・山形県木材産業協同組合理事長 
 ・山形県森林ノ整備事業協同組合理事長 
 ・山形県国有林造林生産請負事業連絡協議会会長 
 ・山形県森林協会会長理事 
 ・公益財団法人山形県林業公社理事長 
・山形森林管理署長 

山形県森林管理推進協議会 

〔構成員例（総合支庁管内）〕 
 ・各総合支庁森林整備課長 （地域協議会議長） 
 ・管内市町村農林関係職員 
 ・管内森林組合職員 
 ・管内造林事業体職員 
 ・管内素材生産事業体職員 
 ・管内森林管理署（支署）署長 
 ・地域協議会が必要と認める者 
  ※地域の実情を考慮し、各地域で構成員を決定 

山形県森林管理推進協議会 地域協議会 
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また、森林環境譲与税※５を財源とした取組として、県では、林業事業体に対する高性能林

業機械の短期レンタル支援や再造林・木材利用拡大への支援などを行いながら、制度の円滑

な実施及び森林の整備促進に向けて取り組んでいます。 

  このような取組と併せて、林務技術職員等のマンパワーが不足している市町村が多い状況

を踏まえ、個々の実情を的確に把握し、進捗状況に応じたきめ細かい支援を行い、制度を着

実かつ効果的に実施できる体制を確立していく必要があります。 
 

※５ Ｐ６「Ⅱ２森林環境税と森林環境譲与税の創設」参照。 

 

 ☞今後の課題  

 ◇市町村の実情に応じたきめ細かい支援による実施体制の確立 

 ◇森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度の着実かつ効果的な実施 

 

 

（２）公益的機能※１の発揮 

 ① 多発する山地災害※２ 

県では、安全で安心して暮らせる県土づく

りを推進するため、治山施設（治山ダム、土

留工、法枠工、地すべり防止工など）の整備

や、土石流や地すべり等の発生を監視・観測

する機器や雨量計の設置等を行う治山事業を

実施しています。 

山地災害が発生した場合には、初動時の迅速な対応に努めるとともに、二次被害の防止や

早期復旧に向けた災害復旧事業等にも取り組んでいます。 

これらの取組により、災害発生の危険性が高い山地災害危険地区の着手率は、49.2％から

51.7％と着実に増加しています。 

 

いつ発生するかわからない豪雨災害や融雪災害等に備えるため、公民館等へのマップ配備

やパンフレットの配布などを通じて、防災意識醸成と危険地区の周知徹底を図っています。

さらに、特に危険な地域においては、近年の豪雨被害等と同様の事が起こり得ることを改め

て認識してもらうための説明会等を実施し、山地災害に対する一層の意識の醸成を図るソフ

ト対策も行っています。 

また、防災・減災の体制を強化するため、企業等を対

象に「山地防災ヘルパー」に認定し、治山施設の点検や

山地災害危険地区等の見廻りを行っています。 

 
※１ 県土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止など県民の

暮らしに欠くことのできない役割。 

※２ Ｐ９「Ⅱ４多発する山地での自然災害」参照。 

 

 ☞今後の課題  

◇特に危険度の高い山地災害危険地区を優先した治山対策による適正な森林の保全 

山地防災ヘルパーによる治山施設の点検 
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② 荒廃のおそれのある森林の整備（やまがた緑環境税活用事業） 

森林の有する県土の保全、水源の涵
かん

養、自然環境の保全等の公益的機能の維持増進及び持

続的な発揮を図るため、「やまがた緑環境税※」を活用し、間伐や被害木の伐採などを行って

います。対象となる森林は、間伐などの手入れが行き届かず管理放棄された人工林や、病害

虫被害や気象災害などにより活力が低下している里山林のうち、県民生活に与える影響が大

きい保全上重要な箇所となっています。 

 

平成 19 年度からの 10 ヵ年で約１万２千 ha の森林整

備を行いましたが、未だ荒廃のおそれのある森林が人工

林で約３万 ha、里山林で約９万 ha残されています。 

そのため、公的整備等によって環境保全機能の高い森

林に誘導するとともに、持続的な森林資源の利用や主伐

後の再造林を促進する必要があります。 

 
※ 森林の有する県土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等

の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策の実

施に要する経費の財源を確保するため、平成 19 年４月に導入

した本県独自の税制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞今後の課題  

◇荒廃のおそれのある森林 12万 haの早期解消 

手入れが行われた森林 

（針葉樹林維持型） 
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③ 森林病害虫や野生鳥獣による被害 

本県の病害虫による森林被害は、昭和 53 年に松くい虫

被害※１が発生して以来、増加と減少を繰り返しながら推移

し、平成 15 年をピークに減少傾向となっていましたが、

平成 25年から増加に転じており、平成 29年からは減少し

ているものの、依然として被害量が高い水準にあります。 

 

特に庄内海岸林や山寺などの観光資源として重要な区

域において、被害木の伐倒駆除や予防剤の散布・注入など、

徹底した防除対策を行っています。 

さらに、県森林研究研修センターにおいて平成７年度から育種を進めてきた、松くい虫に

強い抵抗性クロマツの苗木が、令和元年度から供給できるようになり、激害地での空隙地等

への補植を始めています。 

また、ナラ枯れ被害※２については、平成 22 年をピークに減少傾向となっていますが、景

勝地や森林公園などの重要な箇所を対象として、予防を中心とした被害対策を行っています。 

 

本県の野生鳥獣による森林被害の大部分を占めるクマの剥皮害に

ついては、県が中心となり防除技術を開発し、特に急増している置賜

地域で、普及啓発や防除活動への支援を行っています。ニホンジカに

よる被害（食害）は、本県では確認されていませんが、目撃情報が増

えており監視活動を行っています。 

 

平成 25年 10月、蔵王地域において確認されたアオモリトドマツの

被害は、蔵王ロープウエイ地蔵山頂駅周辺及びその下方斜面にも枯損

が広がりつつあります。 

県では、森林を所有・管理する東北森林管理局が主催する「アオモ

リトドマツ被害検討会」において、随時対策を検討するとともに、県

森林研究研修センターが種子採取、播種試験、現地での育苗、ササ刈

払いなどの再生方法の確立に向けた調査研究を実施しています。 

 
※１ 体長約１mm の外来種であるマツノザイセンチュウが、在来種のマツノマダラカミキリ等に運ばれてマ

ツ類の樹体内に侵入することにより、マツ類を枯死させる現象（マツ材線虫病）のこと。 

※２ 体長５mm 程度の甲虫であるカシノナガキクイムシがナラやカシ類等の幹に侵入し、ナラ菌が樹体内に

持ち込まれることにより、ナラやカシ類の樹木が集団的に枯死する現象（ブナ科樹木萎凋（いちょう）

病）のこと。 

 

 

 ☞今後の課題  

◇松くい虫被害等に対する徹底した駆除・防除 

 ◇アオモリトドマツ被害に対する知見の提供等協力体制の推進 

 

抵抗性クロマツの苗木 

クマ剥ぎによるスギの被害 
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（３）県産木材の安定供給 

県土の約７割を占める本県の森林面積は 67万 1千 ha、そのうち人工林は約 28％の 18万 5

千 ha（民有林※１12万４千 ha、国有林 6万 1千 ha）となっており※２、この資源を枯渇させず

持続的に供給できる人工林の資源量を年間 90万㎥※３と見込んでいます。 

 

この豊富な資源を安定的に供給するため、森林経営計画制度※４や森林経営管理制度※５など

を推進することにより、隣接する複数の森林所有者が所有する森林を取りまとめて、路網整

備や間伐等の森林施業を一体的に実施する「施業の集約化」に取り組んでいます。施業の集

約化により、合理的な路網配置や効果的な高性能林業機械等による低コスト作業が可能とな

ります。 

 

木材の安定供給や造林、保育等の施業を効率的に行うために重要な生産基盤となる林内路

網の整備については、一般車両の走行を想定した幹線となる「林道」、大型の林業用車両の走

行を想定した「林業専用道」、フォワーダ（積載集材車両）等の林業機械の走行を想定した「森

林作業道」の３区分に整理して、これらをバランスよく組み合わせ、計画的に進めています。 

 

ハーベスタ（伐倒造材機械）、プロセッサ（造材機械）などの高性能林業機械等の導入促進

については、国庫補助を活用した購入等の支援、貸付制度や森林環境譲与税を活用した短期

レンタル支援を実施しています。 

 
※１ 森林法に定める「森林」のうち、「国有林」（国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関

する法律に規定する分収林である森林）以外の森林。 

※２ Ｐ88「Ⅵ付属資料 １（１）」参照。 

※３ 民有林及び国有林の地域森林計画の伐採量から算定。 

※４ 森林法に基づき、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自ら森林の経営を

行う森林について、自発的に作成する具体的な伐採・造林、森林の保護、作業路網の整備等に関する

５年間の計画。 

※５ Ｐ５「Ⅱ１森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の導入」、Ｐ17「Ⅲ２（１）森林経営管理

制度（新たな森林管理システム）と森林環境譲与税」を参照。 

 

出典：令和元年度森林・林業白書 
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一方、林地の地籍調査※６実施率は県平均 35％と低く※７

地域別に大きな偏りもあり、依然境界が不明瞭な森林が多

い状況です。さらには、森林簿や森林基本図※８が古いまま

で最新の地理情報・森林情報に更新できていないものが多

く、施業や路網の計画作成に必要となる森林基礎データの

精度が低いことなどから、森林経営計画の作成がなかなか

進まない状況にあります。 

 

県では、これまでの森林 GIS（地理情報システム）※９に

代わり、令和元年度から森林クラウドシステム※10 の運用

を開始し、県、市町村、林業事業体間での森林関連情報の効率的な共有を進めています。 

また、ドローンレーザ計測データを活用した森林資源調査や ICTを活用した路網作設技術

研修など、スマート林業の推進に取り組んでいます。令和２年度からは、県が管理する県営

林において、航空レーザ計測※11を開始しており、計測成果を解析することにより、地形や森

林情報といった高精度なデータを取得し、森林簿等の精度向上や森林経営計画、路網計画の

作成に取り組むこととしています。 

 
※６ 国土調査法に基づき、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、

境界の位置と面積を測量する調査。 

※７ 令和元年度山形県市町村別地籍調査事業実施状況調書（県農村計画課提供）によると、DID地域や農

用地、林地を含めた全体の県平均実施率は 49.3％、林地の県平均実施率は 34.9％。 

※８ 地域森林計画を作成するための基礎資料となるもので、森林簿は、森林の所在地や面積、森林の種類、

材積や成長量などの森林に関する情報を記載した台帳で、森林基本図は、地形と森林の境界（林班界）

を表す地図。 

※９ 森林の位置・形状等の図面（地図）情報と林齢、樹種、蓄積等の数値や文字の情報（属性情報）を一

元的に管理し、これらの情報について検索や分析を行うとともに、様々な地図や帳票等を出力するこ

とができるコンピュータシステム。 

※10 地方公共団体及び林業事業体などの各主体が管理する森林資源や所有者、各種計画、路網などの情報

をクラウド上で一元管理し、森林情報等を相互に共有及び利活用する仕組み。 

※11 航空機に搭載した航空レーザスキャナから地上に向けてレーザパルスを発射し、反射して戻ってきた

レーザパルスを解析することで地表面の三次元データを取得する技術。三次元データから樹高や森林

蓄積、地形形状などを得ることができる。 

 

このような取組により、県内の木材生産量

は平成 27年の 36万 2千㎥から令和元年には

53 万 5 千㎥と 1.5 倍となっています。また、

県内の木材需要は、大型製材工場や県内各地

に整備された木質バイオマス発電施設の稼働

により、大幅に増加しています。 

 

本県では、林内路網整備延長の平成 21年度

実績 33km/年から令和元年度の目標値を

152km/年とし、10年間で整備延長は着実に伸

びてきましたが、近年では 120km/年程度の路

網整備に留まっています。 
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万㎥ 木材(素材)生産量

【第２次計画 R1目標：57万㎥】 
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ｋｍ／年 林内路網整備延長

【第２次計画 R1目標：152㎞/年】 

ドローンを活用したスマート林業 
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高性能林業機械の保有台数は、導入支援や

短期レンタルの支援などによりフォワーダ

（積載集材車両）やハーベスタ（伐倒造材機

械）、プロセッサ（造材機械）を主体に着実に

増加し、平成 27年度の 92台から令和元年度

には 191台と約 2.1倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林組合等の各林業事業体では、伐木造

材・搬出作業用の高性能林業機械等の整備が

進み、木材生産量も順調に増加しています。 

しかしながら、作業が小規模・分散的で運

搬距離が長いなど、非効率な現場がまだまだ

多いのが現状です。また、 

・新しい高性能林業機械等の操作に慣れる

までに時間がかかること 

・機械が効率的に稼働していないこと 

・チェンソーなどの人力作業を伴うこと 

などから、林業労働生産性※12は 5.6㎥/人日から 6.2㎥/人日の向上に留まっています。 

 
※12 木材生産量を作業の就業日数で除したもの。 

 

スギ人工林の中には、土壌や傾斜などの立地条件が悪く、将来においても収益性が低い場

所に植林されたものもあります。 

今後は、立地条件により林業経営を積極的に行う森林（経営林）と環境保全を重視する森

林（環境林）とに区分（ゾーニング）し、経営林を主体に森林資源の循環利用を進めていく

ことが重要です。 

 

  また、林業の成長産業化に向け、造林から収穫までの長期にわたるサイクルの中で、情報

の高度利用や生産性・安全性・収益性の向上などの課題を解決していくことが必要であり、

近年発展が目覚ましい航空レーザ計測等のリモートセンシング技術や ICTの活用などスマー

ト林業の一層の推進が急務となっています。 
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【第２次計画 R1目標：10.0㎥/人日】 
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【第２次計画 R1目標：143台】 
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県内の一部の市町村でも航空レーザ計測実施の動きが出てきています。この動きを県内全

域に広げることにより、森林境界の明確化をはじめ林業における基盤整備である森林簿や森

林計画図の精度向上を図り、効率的な施業や路網の計画作成を進めていくことが重要となっ

ています。 

効率的な路網を計画する際、林道等の林内路網または林道に接続する公道において、道幅

や設計荷重が足りず 10ｔトラックなどの大型車両が通行できない箇所が見受けられるなど

の問題も生じています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞今後の課題  

◇航空レーザ計測等のリモートセンシング技術による高精度の森林情報等を活用したスマー

ト林業の推進やスギ人工林の経営林と環境林のゾーニング 

◇森林経営管理制度を活用し、森林経営計画制度の基本となる施業の集約化の推進 

◇「林道」、「林業専用道」、「森林作業道」の効率的な路網配置及び既設林道における大型車

両を通行可能にするための改良 

◇高性能林業機械等の活用と路網を組合せた効率的な作業システムによる施業の省力化 

◇低コストで効率的な作業システムの定着による計画的な森林整備の実施 

航空レーザ計測等のイメージ 

航空レーザ計測データの解析イメージ 

出典：林野庁「平成 30 年度スマート林業構築普及展開事業事例集」 
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面積（百ha）

齢級《H30 山形県林業統計》 

【民有林人工林面積 124,786 ha】 

11 齢級以上 70,667ha 
約 57％ 

 

（４）主伐・再造林 

民有林の人工林の面積約 12万 5千 haのうち、

11齢級（51～55年生）以上の人工林面積は約 7

万 haで、全体の約６割を占めています。森林の

多面的機能※１の持続的な発揮に向けて、この豊

富な資源を有効に循環利用するため、計画的な

主伐※２と伐採後の適切な再造林※３の実施に取

り組んでいます。 

 

再造林の推進に向けては、平成 29年度に国の

補助に県が上乗せし、再造林経費の 100％補助

を行っていました。平成 30年度には民間事業者が主体となって設立した「山形県再造林推進

機構」において、原木の生産・流通・加工を行う事業者の協力金等により「山形県森林再生

基金」を造成し、再造林経費の 10％相当を助成する制度を創設しており、国・県の補助と合

わせて 100％支援を行う官民一体の体制が構築されています（Ｐ27トピックス参照）。 

 

また、森林所有者には、再造林や保育（下刈り※４や除間伐※５等）の経費負担に対する不安

があることから、令和元年度から同機構と連携し、森林所有者に対して皆伐から再造林・保

育までの一連の作業とその収支を示す施業提案を促進する研修会を開催するとともに、伐採

事業者と造林事業者の連携協定の締結など、事業者の協力体制を構築する取組を進めていま

す。 

 

これらの取組により、主伐後の再造林の実

施割合（再造林率）は、平成 27 年度の 33％

から令和元年度には 64％に向上しています。

しかし、今後は利用期を迎える人工林がます

ます増大することから、持続的な森林管理・

経営に向けて齢級構成の平準化を図っていく

必要があります。 

また、今後更に再造林率を向上するためには、森林所有者の経費負担に対する不安解消や、

各々事業を行っている伐採事業者と造林事業者が連携した森林所有者への働きかけの強化が

課題となっています。 
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再造林後の状況 ミニチュア採種園 

【第２次計画 R1目標：85％】 
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このような中、再造林及び保育経費の低コスト化に向け、造林作業の省力化や苗木生産の

効率化が期待できる「コンテナ苗※６育苗技術」の開発をはじめ、標準的な本数より減らして

植栽する低密度植栽の実施、下刈り回数を減じて苗木の生育状況等の比較を行う「低コスト

再造林技術」の実証試験などを行っています。また、再造林を行う時にワラビを混植し、ワ

ラビの被覆効果（カバークロップ）で雑草木の発生を抑え下刈り回数を軽減する技術の実用

化を目指しています。 

 

さらに、県内で生産されるスギ苗木の全ての種子を供給する県森林研究研修センターでは、

国民の３割がり患し国民病ともいわれる花粉症への対策に資するため、平成 25年から少花粉

スギの種子供給を開始しており、平成 27年には苗木生産者による苗木供給も始まっています。

令和２年度からは、国の研究機関から「特定母樹※７」の穂木の提供を受け、ミニチュア採種

園※８の造成に着手するなど、花粉症対策品種の種子増産を目指しています。この特定母樹は

一般的なスギに比べ成長に優れていることから、下刈り回数の削減や短伐期での収穫も期待

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止など公益的機能に、木材を始めとする林産物の供給等の

機能を加えたもの。林産物は、用材（立木又は素材）、ほだ木用原木、特用林産物（薪、炭、山菜、

きのこ等）など、森林や原野から得られる産物の総称。 

※２ 木を収穫し、木材としての利用を目的とした伐採。 

※３ スギなどの人工林を伐採した跡地に再び苗木を植えて人工林をつくること。 

※４ 植栽した苗木の生育を妨げる雑草木を刈り払う作業。 

※５ 育林の対象となる樹木の生育を妨げる他の樹木を刈り払う作業（除伐）や、樹木を健全に成長させる

ため、森林の立木密度（混み具合）を調整するための作業（間伐）。 

※６ 「マルチ・キャビティ・コンテナ」と呼ばれるプラスティック製容器で育成した根鉢付き苗木。普通

苗と比べ、小面積で多くの苗木が生産可能で、根鉢付きのため植え付け適期拡大が期待できるほか、

専用器具を使用することで植え付け作業の効率化が期待できる。 

※７ 一般的なスギに比べ成長が 1.5倍以上大きく、幹が真っすぐ伸びる特性を持ち、花粉量が半分以下の

ものとして選抜され、国の承認を得たもの。 

※８ 種子の採種木の樹高を 1.2m以下に制限し、植栽間隔を 1.2m程度にしたものであり、植栽から種子生

産開始までの期間を従来型の約 10 年から 3 年程度に短縮でき、効率的な管理・収穫作業や造成コス

トの低減、新品種普及への迅速な対応が可能なもの。  

マルチ・キャビティ・コンテナ スギのコンテナ苗 

スギのコンテナ苗の苗畑 専用器具（ディブル）による植栽 
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 ☞今後の課題  

◇伐採と造林の事業者間の連携促進による主伐から保育までの一体的な施業提案の定着 

◇再造林・保育作業の省力化技術の確立 

◇花粉が少なく成長の優れた品種の種子生産及び苗木の安定的な供給体制の整備 

 

 

〔トピックス〕 

基金造成による再造林支援の仕組み（H30.4.1～） 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      ①原木生産者 ②原木流通業者 ③原木購入者 ④立木販売者 

原木 原木 

原木の安定供給 

協力金 

20 円/㎥ 

森林所有者 

伐採 

（主伐） 

の促進 

再造林の 

確実な 

実行 

資
源
の
循
環 

県補助金 

（標準経費の 90％） 

再造林助成金 

上限 10万円/ha 

山形県森林再生基金 

山形県再造林推進機構が運営 

林業・木材産業に関わる７団体で組織し、 

森林再生基金の適正かつ円滑な運用を図る 

      趣旨に賛同する企業・団体等 

からの寄附金も受付ける 

（幅広に声がけ） 

1.苗木生産者 
2.森林の恩恵を受けている企業、団体等 
(例) ・住宅資材業界 
    ・木材チップ・パルプ業界    等 

寄附金 

協力金 

20 円/㎥ 

協力金 

20 円/㎥ 

協力金 

20 円/㎥ 

10％相当 
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