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金額：千円
計画

873,734
452
173

諸収入
413,339

1,287,698

実績値 繰越額 実績額 計画値 実績値 計画額 実績額

 水源地域等の森林整備 242,351 635,519 315,971

区域調査委託 94ha 1,000ha 859ha

実施調査委託 111ha 700ha 242ha

森林整備 122ha 700ha 136ha

区域調査委託 － 150ha 389ha

実施調査委託 62ha 100ha 231ha

森林整備 205ha 100ha 94ha

区域調査委託 － 30ha 24ha

実施調査委託 － 20ha 16ha

森林整備 8ha 20ha 19ha

事務費
旅費、備品、消耗品費、積算システ
ム保守管理、パソコン･デジタル複
合機賃借料

－ － － - - 3,415 2,418

 ボランティア活動・森林環境教育の推進 13,576 10,275

安全講習会 －
7回
－

5回
80名

ボランティア体験会
－ 3回

－
2回
28名

資機材の貸出し － － 33回

地域の実情に合わせ市町村やボラ
ンティア団体等が取り組む事業を
支援

荒廃した里山・平地林
の整備、森林環境教
育など、５つのメ
ニューにより支援

－ 54,654 54,393 － － 314,293 246,474

 制度運営 3,977 2,859

普及啓発
ぐんま緑の県民税への理解を深め
るため、税のしくみ、森林の役割や
大切さの普及啓発活動を実施

普及資材（パンフレッ
ト・ボスター・チラシ）の

作成
－ － －

40千
部

40千
部

1,793 534

森
林
保
全

課

第三者機関
ぐんま緑の県民税評価検証委員会
の運営

ぐんま緑の県民税
評価検証委員会開催

－ － － 4回 4回 774 915
森
林
保

全
課

調査研究
下層植生の早期回復を図るための
間伐率等の調査･研究

安定的に高い間伐効
果を期待できる方法を
検討

－ － － 29箇所 1,410 1,410
林業
試験
場

297,005 296,744 967,365 575,579

森
林
保
全
課

フォローアップ研修等 －
8回 6回

160名
－ －

11,257 8,605

2,319 1,670

73,100 95,920242,351

92,938 533,744

872,323 千円令和2年度繰越事業実績額　＋　令和3年度実績額　＝　令和3年度支出額　

条件不利地
森林整備

計

市町村提案
型事業

森林ボラン
ティア活動
の推進

森林ボランティア支援センターを運
営し、ボランティア情報の収集・発
信、安全指導や森林整備作業器具
の貸出、ボランティア体験会などを
実施

－ －

森林環境教
育の推進

森林環境教育を推進するため、専
門知識を有した指導者を育成

松くい虫等
被害地の再
生

水源林機能
増進

地理的、地形的な条件により林業
経営が成り立たず放置されている
条件不利な森林の間伐等を実施

156,404

61,229
松くい虫等の被害木が放置され、
笹竹が繁茂した森林をコナラやス
ギなどの森林に再生

34,694 25,260

簡易水道等の上流部の森林で水
源涵養機能等の低下が懸念される
森林を整備し、水源涵養機能を増
進

114,719

※端数処理のため合計値は一致しません

使い道（ぐんま緑の県民基金事業）内訳
金額：千円

区分 事業内容
令和2年度繰越 令和3年度 担当

課

財源（ぐんま緑の県民基金）内訳

区分 実績

財
源

令和３年度税収（税収相当額） 869,096
寄附金 7,584
運用益 29

前年度基金残 413,339
合計 1,290,049

ぐんま緑の県民基金関係●
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ぐんま緑の県民基金

ぐんま緑の県民基金の流れ（※金額は平年ベース）

○県民税はその使い道を特定されない普通税であるため、そのままではぐんま緑の県民税に相

当する税収は、既存の県民税と区別できません。

そのため、「ぐんま緑の県民基金」を新たに設置し、ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を積

み立てます。その上で、毎年度必要となる額を基金から取り崩して森林環境を保全するための事

業に充てることで、使い道の明確化を図ります。

一般財源

県事業

水源地域等の森林整備等

（約５．７億円）

その他経費

市町村提案型事業

（約２．８億円）

・給与所得者

・年金所得者（納税義務者）

・雇用主等

（特別納税義務者）

市町村

・個人事業者等

（納税義務者）

・法人

（納税義務者）

群

馬

県
ぐんま緑の県民基金

市町村

第三者機関の

評価・検証

寄附金

ふるさと納税
同額を積立て

（約８．５億円）

法人の県民税

（約１．７億円）

個人の県民税

（約６．８億円）

申告納付 納税

納入

払込み

提案 採択・交付

事業の実施

事業の実施

法人：年間1,400円～56,000円 個人：年間700円
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(単位：円)

月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 合計

税収相当額 216,676,766 235,665,861 238,074,520 178,679,057 869,096,204

寄附金等 999,895 175,722 5,496,204 912,319 7,584,140

運用益 5,485 23,777 29,262

諸　　収　　入 0

合計 217,682,146 235,841,583 243,570,724 179,615,153 876,709,606

※4～6月の税収相当額には前年度収入の未積立額を含む

413,339,241
(単位：円)

寄附金 税収 運用益 諸収入 取り崩し 基金残高

A B C Ｄ E F=A+B+C+D-E

R3.5.31 988,615 4,878,122 5,485 419,211,463

R3.7.30 32,340 211,798,644 631,042,447

R3.10.29 154,662 235,665,861 866,862,970

R4.1.31 5,716,314 238,074,520 1,110,653,804

R4.3.31 18,164 23,777 1,110,695,745

R4.5.31 674,045 178,679,057 872,322,359 417,726,488

合計 7,584,140 869,096,204 29,262 0 872,322,359

※R3.5.31積立の税収Bは前年度収入の未積立額

417,726,488

1 R3.5.31 1件(4月分) 10,000 円

2 R3.5.31 群馬県 978,615 円

3 R3.7.30 千葉県 11,280 円

4 R3.7.30 千葉県 10,176 円

5 R3.7.30 千葉県 10,884 円

6 R3.10.29 1件(8月分) 10,000 円

7 R3.10.29 1件(9月分) 10,000 円

8 R3.10.29 埼玉県 134,662 円

9 R4.1.31 群馬県 175,445 円

10 R4.1.31 2件(10月分) 20,000 円

11 R4.1.31 茨城県 190,759 円

12 R4.1.31 5件(11月分) 70,000 円

13 R4.1.31 5件(12月分) 5,040,000 円

14 R4.1.31 福岡県 220,110 円

15 R4.3.31 1件(1月分) 10,000 円

16 R4.3.31 群馬県 8,164 円

17 R4.5.31 茨城県 92,000 円

18 R4.5.31 群馬県 200,000 円

19 R4.5.31 群馬県 382,045 円

合計 28件 7,584,140 円

令和３年度（Ｒ４．５．３１時点）基金残高　　（単位：円）

令和3年度ぐんま緑の県民税収入実績（県の税収等）

ぐんま緑の県民基金運用実績（県から基金への積立）

年月日

令和２年度（Ｒ３．５．３１時点）基金残高　　（単位：円）

寄附金の一覧

№
寄附金積立

年月日
氏    名 住所等 寄付額 備考

(株)カスミ

花と緑のぐんまづくり推進協議会

ふるさと納税（個人）

個人の方

ハルナビバレッジ（株）・（株）群馬銀
行

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

高田健太ファン一同(誕生日記念)

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

(株)クスリのマルエ

（株）未来屋書店

イオンベーカリー(株)

イオンペット(株)

ふるさと納税（個人）

イオンリテール(株)北関東カンパニー

(株)セキチュー

ふるさと納税（個人）

(株)カスミ
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水源地域等の森林整備の事業内容（整備要件及び整備内容）

事業区分 森林整備の要件 森林整備の内容

林業経営が成り立たない森林であって、次のすべての要件を満たす
森林であること。
１　人工林であること。
２　次の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす森林であること。
　（１）　林道及び市町村道等からの距離が概ね２００メートル以上
          の森林であること。
　（２）　傾斜度が３０度以上の森林であること。
３　森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成
    が見込まれていない森林であること。
４　市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できて
    いない森林であること。ただし、下層植生が消失している森林に
    ついてはこの限りではない。
５　市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であるこ
     と。
６　県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用
    の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐採制限
    を定めた協定を締結することができる森林であること。

市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であって、次のすべて
の要件を満たす森林であること。
１　小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域
    の森林であること。
２　過密林であって下層植生がないなどの森林整備が必要な森林
    であること。
３　森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成
    が見込まれていない森林であること。
４　市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であるこ
    と。
５　県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用の
    禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐採制限を
    定めた協定を締結することができる森林であること。

松くい虫等の被害地であって公益的機能が低下し、森林の再生が必
要な森林で、次のすべての要件を満たす森林であること。
１　松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。
２　被害木の割合が５０％以上であること。
３　事業実施後保安林指定できる森林であること。

事業名 整備計画

条件不利地
森林整備事業

３，５００ha

水源林機能
増進事業

５００ha

松くい虫等被害地
の再生事業

1００ha

５年間の整備計画

条件不利地
森林整備事業

１　原則として、本数率で３５％以上
  の除伐、間伐
　　ただし、気象被害を受けるおそれ
  のある森林については、生育状況
  を考慮した本数率での除伐、間伐
２　不成績造林地にあっては、広葉
  樹の生育があり、広葉樹の成林が
  見込まれる場合には、針広混交林
  へ誘導するための森林施業
３　伐採木の玉切り、集積
４　森林整備を実施する箇所までの
  幅員２ｍ程度の簡易な作業路の
  開設

水源林機能
増進事業

１　原則として、本数率で３５％以上
  の除伐、間伐
    ただし、気象被害を受けるおそれ
  のある森林については、生育状況
  を考慮した本数率での除伐、間伐
２　不成績造林地であって、広葉樹
  の生育があり、広葉樹の成林が見
  込まれる場合には、針広混交林へ
  誘導するための森林施業
３　伐採木の玉切り、集積
４　森林整備を実施する箇所までの
  幅員２ｍ程度の簡易な作業路の
  開設

松くい虫等被害地
の再生事業

１　被害木等の伐倒、玉切り、集積
２　地拵え、植栽
３　下刈、獣害防止施設等の設置
４　広葉樹の生育があり、広葉樹の
  成林が見込まれる場合には、広葉
  樹林へ誘導するための森林施業
５　森林整備を実施する箇所までの
  幅員２ｍ程度の簡易な作業路の
  開設

水源地域等の森林整備関係●

○水源地域等の森林整備事業の整備要件及び整備内容は次のとおりです。

※ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業実施要綱別表より抜粋

○水源地域等の森林整備事業の５カ年（平成３１～令和５年度）の整備計画は次のとおりです。
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条件不利地森林整備事業イメージ

備考

間伐施業履歴 間伐施業履歴（過去15年)

林班界 ※番号は林班番号

片側200ｍの範囲 林道等から片側200m

凡例

区分

人工林

天然林等 天然林・竹林・未立木地・伐採跡地等

林業経営が成り立たない森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。 

１ 人工林であること。

２ 次の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす森林であること。

（１） 林道及び市町村道等から距離が概ね２００メートル以上の森林であること｡

（２） 傾斜度が３０度以上の森林であること。

３ 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。

４ 市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できていない森林であること。ただし、下層植生が消失してい

る森林についてはこの限りではない。

５ 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。

６ 県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐

現状 目標

林業経営がなされず

放置された森林
公益的機能が低下した森林

間伐などの森林整備の実施

光環境の改善
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水源林機能増進事業イメージ

浄水施設

市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。

１ 小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域の森林であること。

２ 過密林であって下層植生がないなどの森林整備が必要な森林であること。

３ 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。

４ 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。

５ 県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐

採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。

取水口

現状 目標

間伐などの森林整備の実施

水源かん養機能の向上

集水区域

林床に下草等が乏しく水源涵養機

能が低下している森林

適正な管理が行われず、放置された森林
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松くい虫等被害地の再生事業イメージ

松くい虫等の被害地の再生

松くい虫等の被害地であって、被害木の割合が５０％以上

松くい虫等の被害地であって公益的機能が低下し、森林の再生が必要な森林で、次のすべての要件を満たす森林である

こと。

１ 松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。

２ 被害木の割合が５０％以上であること。

３ 事業実施後保安林指定できる森林であること。

松くい虫または気象被害により

新たに、広葉樹などを植栽し、森林を再生し、

公益的機能の高い森林へ転換を図る

現状
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実績
（ha）

A

事業費
（千円）

B

計画
（ha）

実績
（ha）

C

事業費
(千円)

D

繰越
面積
(ha)

繰越額
（千円）

実績
(ha)

Ａ＋Ｃ

実績
(千円)
Ｂ＋Ｄ

区域調査 － 93.68 2,981 1,000 859.12 15,763 510.31 16,687 952.80 18,744

実施計画
調査

－ 110.76 12,967 700 242.37 39,053 47.24 7,095 353.13 52,020

森林整備
の実施

3,500 121.73 76,990 700 136.25 101,588 295.68 146,182 257.98 178,578

区域調査 － 0 0 150 389.45 9,713 0 0 389.45 9,713

実施計画
調査

－ 62.31 8,272 100 230.68 30,305 31.11 4,290 292.99 38,577

森林整備
の実施

500 204.77 106,447 100 93.66 55,902 168.11 112,380 298.43 162,349

区域調査 － 0 0 30 24.46 1,111 0 0 24.46 1,111

実施計画
調査

－ 0 0 20 15.84 1,606 0 0 15.84 1,606

森林整備
の実施

100 7.52 34,694 20 19.22 58,512 6.36 31,917 26.74 93,206

区域調査 － 93.68 2,981 1,180 1,273.03 26,587 510.31 16,687 1,366.71 29,568

実施計画
調査

－ 173.07 21,239 820 488.89 70,964 78.35 11,385 661.96 92,203

森林整備
の実施

4,100 334.02 218,131 820 249.13 216,002 470.15 290,479 583.15 434,133

補償費 － － － － － － － － － －

事務費 － － － － － 2,418 － － － 2,418

－ － 242,351 － － 315,971 － 318,551 － 558,322

○令和３年度水源地域等の森林整備の実施状況は次のとおりです。

事業区分
全体

（５カ年）
計画（ha）

令和２年度繰越事業 令和３年度事業 令和３年度内完了

 水源林
 機能増進

 松くい虫等
 被害地の再生

合　計

水源地域等の森林整備の実施状況について

 条件不利地
 森林整備
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No 事業名 工種
担当事務所

(発注者)
施工箇所名 区分 最終執行額

繰越額
（円）

合計(円)
面積
（ha）

面積合
計

（ha）

協定取
得面積
（ha）

取得面積
合計(ha) 備考

1 甘楽郡下仁田町大字西野牧(上野）地内 完了 693,000 693,000 18.59 18.59

2 甘楽郡南牧村大字磐戸(下悪原）地内 完了 1,375,000 1,375,000 45.23 39.63

3 甘楽郡甘楽町大字天引（堂ノ入南）地内 完了 429,000 429,000 11.25 9.91

4 桐生森林 みどり市大間々町小平(小平)地内 完了 484,000 484,000 18.61 10.14

5 甘楽郡甘楽町大字天引（堂ノ入南）地内 完了 1,331,000 1,331,000 8.68 － －

6 甘楽郡下仁田町大字西野牧(上野）地内 完了 2,827,000 2,827,000 14.58 － －

7 利根町小松(西大関)地内 完了 2,332,000 2,332,000 25.19 － －

8 川場湯原(増渕)地内 完了 3,278,000 2,278,000 34.84 － －

9 利根町大楊(上ノ平)地内ほか 完了 1,276,000 1,276,000 12.09 － －

10 桐生市梅田町三丁目(花台)地内 完了 1,606,000 1,606,000 7.23 － －
11 みどり市大間々町小平(小平）地内※ 完了 1,317,000 1,317,000 8.15 － －
12 渋川森林 渋川市(上白井)地内　※R3事業(予算はR2繰） 完了 6,721,000 6,721,000 9.73 － －
13 西部環森 高崎市(倉渕-13 Ⅰ)地内 完了 15,290,000 15,290,000 17.73 － －
14 甘楽郡　下仁田町大字東野牧(畔ノ萱）ほか地内 完了 16,962,000 16,962,000 24.97 － －
15 富岡市（後谷津）地内 完了 1,793,000 1,083,000 3.47 － －
16 甘楽郡　南牧村大字六車(岩樽）地内 完了 12,397,000 12,397,000 22.22 － －
17 甘楽郡　甘楽町大字秋畑（水ノ入）地内 完了 4,851,000 2,921,000 11.03 － －
18 吾妻環森 東吾妻町本宿（錦平）地内 完了 13,970,000 13,970,000 20.42 － －
19 桐生市梅田町三丁目(花台）地内※ 完了 553,250 553,250 0.65 － －
20 みどり市東町沢入(椀名條）地内 完了 11,693,000 7,093,000 11.51 － －
21 利根環森 片品村大字御座入(山口)地内 完了 2,090,000 2,090,000 28.88 － －
22 桐生森林 みどり市東町座間(柱戸南Ⅱ、Ⅲ)地内 完了 6,182,000 6,182,000 33.43 － －
23 西部環森 高崎市(箕郷-1-1 B)地内 完了 15,928,000 15,928,000 21.38 － －
24 中之条町大道(十二原）地内 完了 14,300,000 14,300,000 18.53 － －
25 長野原町北軽井沢(ホーロク平)地内 完了 30,250,000 30,250,000 69.47 － －
26 東吾妻町五町田（仁田ノ沢）地内 完了 7,040,000 7,040,000 11.70 － －
27 利根環森 利根町大原(小澤Ⅱ）地内 完了 23,573,000 23,573,000 54.19 － －
28 桐生森林 みどり市東町座間(柱戸南Ⅰ)地内 完了 15,356,000 15,356,000 29.50 － －
29 渋川森林 前橋市(大箕山D)地内 完了 4,026,000 4,026,000 1.13 － －
30 利根環森 みなかみ町後閑(大平)地内 完了 17,501,000 17,501,000 － － －
31 桐生市新里町赤城山（御殿）地内 完了 352,000 352,000 － － －
32 みどり市大間々町浅原（梅久保）地内 完了 869,000 869,000 － － －
33 みどり市大間々町塩原（高松）地内 完了 1,760,000 1,760,000 － － －
34 みどり市大間々町塩原（高松Ⅱ）地内 完了 17,226,000 10,186,000 6.39 － －

257,631,250 242,351,250 242,351,250 78.27 78.27

110.76

121.73

62.31

204.77

7.52

合計

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　令和2年度繰越

78.272,981,000

12,967,000

76,990,250

8,272,000

106,447,000

34,694,000

93.68

条件不利地森
林整備事業

区域調査
富岡森林

実施計画調査

富岡森林

利根環森

桐生森林

森林整備
富岡森林

桐生森林

水源林機能増
進事業

実施計画調査

森林整備
吾妻環森

松くい虫等被
害地の再生

森林整備
桐生森林
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No 事業名 工種
担当事務所

(発注者)
施工箇所名 区分

実績
(円)

合計
(円)

面積
（ha）

面積合計
（ha）

協定取
得面積
（ha）

面積計
（ha）

備考

1 渋川森林 渋川市(上白井)地内 完成 1,210,000 29.02 28.00
2 西部環森 安中市東上秋間(安中市-47)地内 完成 297,000 10.02 4.98
3 藤岡森林 藤岡市浄法寺（夏内森林整備区域）ほか地内 完成 1,804,000 176.89 46.05
4 藤岡森林 藤岡市下日野（芝平森林整備区域）ほか地内 完成 1,936,000 263.06 49.15
5 藤岡森林 多野郡神流町大字魚尾（檜沢入森林整備区域）地内 完成 2,266,000 84.43 5.53
6 藤岡森林 多野郡上野村大字川和（栃谷森林整備区内）地内 完成 3,157,000 119.93 5.67
7 富岡森林 富岡市（野上）地内 完成 440,000 9.64 7.25
8 富岡森林 富岡市（岩染）地内 完成 495,000 14.75 4.51
9 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（鳥居）地内 完成 396,000 9.29 9.29
10 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（落沢入）地内 完成 418,000 12.93 12.93
11 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字羽沢（岩穴口）ほか地内 完成 1,463,000 54.14 38.76
12 吾妻環森 吾妻郡中之条町大字上沢渡（権現沢ほか）地内 完成 437,000 15.66 15.66
13 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字厚田（原沢ほか）地内 完成 487,000 17.42 17.42
14 桐生森林 桐生市堤町一丁目（トビノサワ）地内 完成 231,000 7.76 1.15
15 桐生森林 みどり市東町沢入（椀名篠Ⅱ）地内 完成 726,000 34.18 29.84
16 西部環森 高崎市吉井町多比良(吉井-238 ほか3)地内 完成 3,619,000 15.15 －
17 藤岡森林 藤岡市保美濃山（秋和森林整備区域）地内 完成 1,309,000 12.79 －
18 藤岡森林 藤岡市浄法寺（夏内森林整備区域）ほか地内 完成 5,104,000 39.93 －
19 藤岡森林 多野郡神流町大字魚尾（二ツ石森林整備区域）地内 完成 2,552,000 13.06 －
20 藤岡森林 多野郡上野村大字野栗沢（川戸頭森林整備区内）地内 完成 5,599,000 16.38 －
21 富岡森林 富岡市（野上）地内 完成 1,320,000 4.84 －
22 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（鳥居）地内 完成 1,452,000 8.33 －
23 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字磐戸(下悪原）地内 完成 5,203,000 31.81 －
24 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字羽沢（岩穴口）ほか地内 完成 5,797,000 26.83 －
25 吾妻環森 吾妻郡中之条町大字上沢渡（権現沢ほか）地内 完成 1,892,000 15.84 －
26 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字厚田（原沢ほか）地内 完成 2,013,000 21.92 －
27 利根環森 沼田市利根町大楊（上ノ平）地内 完成 2,871,000 33.50 －
28 桐生森林 みどり市大間々町小平(小平）地内 ※ 完成 322,000 1.99 －
29 渋川森林 渋川市(小野子)地内 完成 4,829,000 5.00 －
30 渋川森林 渋川市(上白井)地内 完成 66,000 －
31 西部環森 安中市上後閑(安中-5 ほか2)地内 完成 9,592,000 8.28 －
32 藤岡森林 藤岡市坂原（高瀬森林整備区域）地内 完成 8,635,000 22.94 －
33 藤岡森林 藤岡市保美濃山（細石森林整備区域）ほか地内 完成 3,993,000 8.12 －
34 藤岡森林 藤岡市保美濃山（秋和森林整備区域）地内 完成 5,423,000 12.79 －
35 藤岡森林 多野郡神流町大字神ヶ原（後山森林整備区域）地内 完成 9,680,000 18.50 －
36 藤岡森林 多野郡神流町大字神ヶ原（タツクシ森林整備区域）地内 完成 3,135,000 7.91 －
37 藤岡森林 多野郡上野村大字野栗沢（川戸頭森林整備区内）地内 完成 8,525,000 16.38 －
38 利根環森 利根郡片品村東小川（赤沢Ⅱ）地内 完成 25,894,000 26.58 －
39 桐生森林 桐生市梅田町三町目（花台）地内※Ｒ２と合併 完成 5,628,750 6.58 －
40 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸南Ⅲ）地内 完成 3,157,000 3.17 －
41 藤岡森林 多野郡神流町大字神ヶ原（石神森林整備区域）地内 完成 1,826,000 58.16 8.49
42 藤岡森林 多野郡上野村大字楢原（矢弓沢森林整備区域）ほか地内 完成 2,794,000 83.51 33.63
43 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字北軽井沢（栗平）地内 完成 968,000 39.22 39.22
44 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字大笹（神明ほか）地内 完成 605,000 41.66 41.66
45 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字門貝（須原)ほか地内 完成 440,000 30.20 30.20
46 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字本宿（坂西ほか）地内 完成 891,000 42.47 42.47
47 利根環森 沼田市利根町平川（内山水行寺）地内 完成 374,000 16.15
48 利根環森 川場村谷地（米山）地内 完成 1,034,000 49.55
49 桐生森林 みどり市東町沢入（春場見）地内 完成 781,000 28.53 14.96
50 西部環森 高崎市箕郷町善地(箕郷-1-112ほか2)地内 完成 13,827,000 83.36 －
51 藤岡森林 多野郡上野村大字楢原（矢弓沢森林整備区域）ほか地内 完成 5,203,000 30.30 －
52 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字北軽井沢（栗平）地内 完成 3,036,000 22.98 －
53 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字大笹（神明ほか）地内 完成 2,805,000 37.19 －
54 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字門貝（須原)ほか地内 完成 2,497,000 26.48 －
55 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字本宿（坂西ほか）地内 完成 2,937,000 30.37 －
56 渋川森林 渋川市赤城町北赤城山(三間入)地内 完成 13,376,000 22.58 －
57 西部環森 高崎市十文時町(箕郷-1-1 B)地内 完成 18,436,000 27.02 －
58 西部環森 高崎市箕郷町中野(箕郷-1-103ほか1B)地内 完成 6,292,000 12.82 －
59 藤岡森林 多野郡上野村大字野栗沢（岩倉巣森林整備区域）地内 完成 4,378,000 18.32 －
60 利根環森 沼田市利根町平川（真菜板倉Ⅱ）地内 完成 9,020,000 12.92 －
61 利根環森 沼田市原町（三峰山）地内 完成 319,000 11.90
62 利根環森 利根郡みなかみ町(上津)地内 完成 704,000 11.45
63 利根環森 沼田市白沢町(下古語父)地内 完成 88,000 1.11
64 実施計画調査 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（出水平） 完成 1,606,000 1,606,000 15.84 15.84 － －
65 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山(細窪) 完成 6,710,000 0.00 －
66 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山(細窪・軽沢) 完成 5,159,000 － －
67 渋川森林 渋川市伊香保町(水沢)地内 完成 1,001,000 － －
68 渋川森林 渋川市(川島)地内 完成 352,000 － －
69 渋川森林 前橋市富士見町赤城山(出水平Ⅱ・Ⅲ)地内 完成 12,496,000 9.50 －
70 渋川森林 渋川市赤城町赤城山(螺沢)地内 完成 1,452,000 － －
71 渋川森林 渋川市赤城町赤城山(金丸・大箕山・出水平)地内 完成 9,702,000 － －
72 藤岡森林 藤岡市上日野（細谷戸森林整備区域）ほか地内 完成 1,562,000 － －
73 利根環森 利根郡みなかみ町月夜野（八木野）地内 完成 3,091,000 － －
74 利根環森 利根郡みなかみ町後閑（大平）地内 完成 9,350,000 9.72 －
75 桐生森林 みどり市大間々町塩原（高松Ⅱ）地内 完成 2,057,000 － －

290,542,750 290,542,750

松くい虫

区域調査 1,111,000 24.46 0.00

森林整備 52,932,000 19.22 －

水源林

区域調査 9,713,000 389.45 210.63

実施計画調査 30,305,000 230.68 0.00

森林整備 51,502,000 93.66 0.00

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　令和3年度予算

条件不利地

区域調査 15,763,000 859.12 276.19

実施計画調査 39,053,000 242.37 0.00

森林整備 88,557,750 136.25 0.00
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No 事業名 工種 事務所 箇所名
完成

or繰越
実施予定額

年度内支払額
（円）

繰越額
（円）

繰越額合計
(円)

面積
（ha）

面積計
（ha）

備考

1 藤岡森林 藤岡市坂原（梁瀬森林整備区域）ほか地内 繰越 8,305,000 8,305,000 251.16
2 藤岡森林 藤岡市三波川（月吉森林整備区域）ほか地内 繰越 6,732,000 6,732,000 219.86
3 富岡森林 甘楽郡　甘楽町大字秋畑（小巻平）地内 繰越 1,650,000 1,650,000 39.29
4 富岡森林 富岡市（岩染）地内 繰越 1,661,000 1,661,000 4.47
5 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（落沢入）地内 繰越 1,716,000 1,716,000 12.93
6 桐生森林 みどり市東町沢入（椀名篠Ⅱ）地内 繰越 3,718,000 3,718,000 29.84
7 西部環森 高崎市倉渕町川浦(倉渕-13 Ⅱ)地内 繰越 17,806,000 17,806,000 23.47
8 西部環森 安中市松井田町入山(松井田-20)地内 繰越 1,000,000 1,000,000 1.41
9 富岡森林 富岡市（野上）地内 繰越 4,048,000 1,570,000 2,478,000 4.84
10 富岡森林 富岡市（岩染）地内 繰越 4,000,000 4,000,000 4.50
11 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字西野牧(上野）地内 繰越 8,503,000 8,503,000 14.58
12 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（鳥居）地内 繰越 4,620,000 4,620,000 8.33
13 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字東野牧（落沢入）地内 繰越 7,000,000 7,000,000 12.00
14 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字磐戸(下悪原）地内 繰越 17,831,000 7,130,000 10,701,000 31.81
15 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字羽沢（岩穴口）ほか地内 繰越 18,533,000 18,533,000 27.89
16 富岡森林 甘楽郡　甘楽町大字天引（堂ノ入南）地内 繰越 4,950,000 1,980,000 2,970,000 8.68
17 吾妻環森 吾妻郡中之条町大字上沢渡（権現沢ほか）地内 繰越 8,030,000 8,030,000 15.84
18 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字厚田（原沢ほか）地内 繰越 8,800,000 8,800,000 21.92
19 利根環森 沼田市利根町大楊（上ノ平）地内 繰越 19,250,000 19,250,000 45.59
20 利根環森 利根郡川場村川場湯原（増渕）地内 繰越 8,826,000 8,826,000 34.84
21 桐生森林 みどり市大間々町小平(小平）地内 繰越 6,105,000 2,350,000 3,755,000 10.14
22 桐生森林 みどり市東町沢入（椀名篠Ⅱ）地内 繰越 19,910,000 19,910,000 29.84
23 利根環森 沼田市利根町平川（内山水行寺）地内 繰越 1,771,000 1,771,000 16.15
24 桐生森林 みどり市東町沢入（春場見）地内 繰越 2,519,000 2,519,000 14.96
25 西部環森 高崎市箕郷町中野(箕郷-1-103ほか1A)地内 繰越 19,628,000 19,628,000 31.12
26 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字北軽井沢（栗平）地内 繰越 15,930,000 15,930,000 22.98
27 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字大笹（神明ほか）地内 繰越 25,787,250 25,787,250 37.19
28 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字門貝（須原)ほか地内 繰越 18,360,000 18,360,000 26.48
29 利根環森 沼田市利根町砂川（山申場）地内 繰越 4,125,000 4,125,000 8.79
30 利根環森 利根郡片品村御座入（山口）地内 繰越 8,283,000 8,283,000 10.00
31 桐生森林 みどり市東町沢入（春場見）地内 繰越 13,513,000 13,513,000 14.96
32 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸南Ⅱ）地内 繰越 11,154,000 4,400,000 6,754,000 16.59
33 渋川森林 前橋市富士見町赤城山(大箕山Ｄ3)地内 繰越 16,388,000 16,388,000 6.36
34 渋川森林 前橋市富士見町赤城山(出水平)地内 繰越 7,150,000 7,150,000 －
35 桐生森林 みどり市大間々町塩原（高松Ⅲ）地内 繰越 13,959,000 5,580,000 8,379,000 －

341,561,250 23,010,000 318,551,250 318,551,250

松くい虫 森林整備 31,917,000 6.36

水源林

実施計画調査 4,290,000 31.11

森林整備 112,380,250 168.11

水源地域等の森林整備事業　【令和3年度繰越一覧】

条件不利地

区域調査 16,687,000 510.31

実施計画調査 7,095,000 47.24

森林整備 146,182,000 295.68
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森林ボランティア支援センター

「モリノワ」　　URL：http://morinowa.pref.gunma.jp

○森林は、木材を生産し災害を防ぎ清らかな水を貯えるなど多くの働きを持っていますが、林業

収益性の悪化、林業従事者の不足・高齢化等により森林整備が十分に行き届きません。

○今、自ら積極的に森林整備等の活動をボランティアとして行う個人・団体・企業が増えており、

その活動は、私たちの暮らしのためにも、また、地球温暖化防止のためにも、非常に重要です。

○この森林ボランティアの活動を推進していくために、ボランティア情報の収集と発信、指導や森

林整備作業器具の貸出など、一体的なサポートを行う拠点が、「群馬県森林ボランティア支援セ

ンター」です。

県 民

森林ボランティア活動希望者 森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

国・県

市町村

森林組合
林業関係団体
森林所有者

情報発信

情報発信

情報提供

●情報発信
●活動支援

●団体登録
●情報提供

●参加者募集の依頼
●フィールドの斡旋依頼

事業内容

①情報収集・発信

②森林整備作業器具の貸出
③安全講習の実施

④技術指導・助言
⑤情報交換・交流
⑥活動コーディネート など

森林ボランティア支援センター

森林ボランティア活動・森林環境教育の推進関係●

○渋川市伊香保町伊香保６３７（群馬県憩の森 森林学習センター内）

Tel 0279-72-3220 Fax 0279-72-3045 ryokuka@pref.gunma.lg.jp

○森林ボランティア支援センターホームページ

「モリノワ」を開設し、森林ボランティア活動に必

要な様々な情報を掲載しています。

森林ボランティア活動の推進○
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第1回 榛名山の自然観察プログラム作り ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業に向けた講師実習 実習

自然体験活動における安全対策 講義・実習

児童・生徒の発達段階に応じた指導 講義・実習

第3回 樹木観察 実習

第4回 バイオマス産業 林業（小学校５年生社会科）の学習指導に向けた上野村の取り組みを視察 実習

実際の学校要望をテーマにしたプログラムの作成 実習

作成したプログラムで講師実習 実習

鳥獣被害 講義

室内プログラムづくり 実習

対象学年を意識したプログラムの作成 実習

作成したプログラムで講師実習 実習

第8回 振り返り 実習

※第３，８回は、新型コロナウイルス感染症の流行により中止

第7回 学年別プログラム作成と講師実習

第2回 安全対策・発達段階別指導方法

第5回 テーマ別プログラム作成と講師実習

第6回 鳥獣被害・室内プログラムづくり

フォローアップ研修カリキュラム

回 テーマ 内容 学習形態

○森林環境教育を推進を目的に緑のインタープリターの資質向上のため「フォローアップ研修」を実施しました。

・令和３年度参加者数：１６０名

・令和４年度活動登録者数：１２５名

○令和３年度のカリキュラムは下表のとおりです

森林環境教育の推進○
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●　荒廃した里山・平地林の整備
：　　５４，３９３円      　 ４事業
：１８９，２７２千円　 ３３４事業

【困難地整備支援】
・ 実施報告 ・・・ 15

・ 事業一覧 ・・・ 16

・ 実施箇所紹介 ・・・ 21

【整備】
・ 実施報告 ・・・ 22

・ 事業一覧 ・・・ 23

・ 実施箇所紹介 ・・・ 24

【管理】
・ 実施報告 ・・・ 25

・ 事業一覧 ・・・ 26

・ 実施箇所紹介 ・・・ 45

【苗木の購入】
・ 実施報告 ・・・ 46

・ 事業一覧 ・・・ 47

・ 実施箇所紹介 ・・・ 48

【刈払機・粉砕機の購入】
・ 実績報告 ・・・ 49

・ 事業一覧 ・・・ 50

・ 実施箇所紹介 ・・・ 51

●　貴重な自然環境の保護・保全
　　実績：２，４４８千円　１５事業

・ 実施報告 ・・・ 52

・ 事業一覧 ・・・ 53

・ 実施箇所紹介 ・・・ 54

●　森林環境教育・普及啓発
　　実績：１４，２３０千円　３３事業

・ 実施報告 ・・・ 55

・ 事業一覧 ・・・ 56

・ 実施箇所紹介 ・・・ 59

●　森林の公有林化

・ 実施報告 ・・・ 60

●独自提案事業
　　実績：４０，５２４千円　１９事業

・ 実施報告 ・・・ 61

・ 事業一覧 ・・・ 80

R２繰実績
Ｒ３実績   

市町村提案型事業 実施報告

・令和２年度事業のうち、令和３年度に繰越となった４事業を実施しました。
・令和３年度に採択した４２５事業のうち、年度内に４０１事業が完了し、２４事業を廃止と
しました。
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

区分 区分
市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
　事業費（円） 　事業費（円）
　県民基金（円） 　県民基金（円）

区分 区分
市町村数 市町村数
実施箇所数 繰越箇所数
《決算額》 《繰越額》
　事業費（円） 　事業費（円）
　県民基金（円） 　県民基金（円）

【成果】

・　地域が荒廃した里山・平地林を維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担を軽減し、継続的な管理意欲を
    高めるための支援策を検討する。
・　災害時の停電「ゼロ」を実現するため、ライフライン事業者と市町村、県が連携し、事前伐採の取り組みの試行を進める。

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

・　協議を重ね地元の要望に沿えるよう事業に取り組むことができた。

【課題・方向性】

合計 合計
14
61

141,561,400
128,044,000

･　市町村が森林(竹林)整備をすることにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの確保、景観の保全がなさ
    れ、地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られた。

135,057,000 1,224,000

廃止等の主な理由 降雪の影響により年度内の事業実
施が困難となったため

【事業の実施状況】 【繰越状況】

14 2
63 2

148,929,000 2,349,600

事 業 の 目 的
地域住民等では整備が困難である荒廃した里山・平地林（竹林を含む）について、市町村が整備を実施。次年度以
降は、地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事業実施団体の３者による協定に基づき継続
的に維持管理を実施する。

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
合計 合計

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

荒廃した里山・平地林の整備（困難地整備）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
困難地整備支援

補 助 率
森林は1㏊当たり基準額1,500千円に間伐か全伐及び地況、林況等に基づいて補正
竹林は1㏊当たり基準額5,400千円に間伐か全伐及び地況、林況等に基づいて補正
特殊伐採は補助率１／２以内（補助上限3,000千円）

【令和２年度繰越の実績】 ５４,３９３千円

・ 整備面積 森林 ２３．４４ｈａ 、 竹林 ６．１２ｈａ （２市町村 ４箇所 ）

【令和３年度の実績】 １２８,０４４千円

・ 整備面積 森林 １５．４７ｈａ 、 竹林 ２０．１２ｈａ （１４市町村 ６１箇所 ）
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

森林整備
面積(ha)

竹林整備
面積(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 新規 みなかみ町 師地区森林整備事業
みなかみ町

（エコパーク推
進課）

荒廃した森林を整備することで、景観の保全及び近隣住民
の安全対策を図る。

1,086,000 1,086,000 完了 1,034,000 1,034,000 3.62

R3 新規 みなかみ町 月夜野地区森林整備事業
みなかみ町

（エコパーク推
進課）

荒廃竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を
図る。

13,959,000 13,959,000 完了 13,750,000 13,750,000 2.35

R3 新規 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村 野生鳥獣対策及び景観対策のための竹林整備 25,862,000 25,860,000 完了 25,862,000 25,860,000 3.77

R3 新規 高山村
高山村尻高地区里山・平地林整備事
業

高山村 野生鳥獣対策及び景観対策のための森林整備 13,749,000 13,749,000 完了 13,749,000 13,749,000 19.82

54,656,000 54,654,000 54,395,000 54,393,000 23.44 6.12

新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

森林整備
面積(ha)

竹林整備
面積(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 新規 高崎市 里山林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となって
いる整備されていない森林の伐採・整備。

386,000 386,000 完了 189,200 189,000 0.30

R3 新規 高崎市 里山林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となって
いる整備されていない森林の伐採・整備。

1,405,000 1,405,000 完了 1,768,800 1,768,000 2.68

R3 新規 高崎市 竹林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となって
いる整備されていない竹林の伐採・整備。

1,043,000 1,043,000 完了 1,303,500 1,043,000 0.12

R3 新規 高崎市 竹林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となって
いる整備されていない竹林の伐採・整備。

5,826,000 5,826,000 完了 7,244,600 5,825,000 0.91

R3 新規 藤岡市 法久森林保全事業
藤岡市（森林

課）
集落への進入路沿線の森林を整備し、雪害等による道路
の不通や停電の回避、景観の保全に資する

3,187,000 1,691,000 完了 3,124,000 1,628,000 0.22

R3 新規 藤岡市 小平公園周辺整備事業
藤岡市（農林

課）
小平公園周辺の竹林を整備し、景観の保全等を図る 974,000 974,000 完了 660,000 660,000 0.32

R3 新規 藤岡市 神田里山保全事業
藤岡市（農林

課）
神田地内の里山を整備し、景観の保全等を図る 979,000 501,000 完了 979,000 501,000 0.04

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 富岡市
野生獣害対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的
とした竹林整備。

8,689,000 8,689,000 完了 8,541,000 8,541,000 1.66

廃止

備考事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

令和２年度繰越合計

年度 市町村名 事業名 事業実施者

荒廃した里山・平地林の整備　【困難地整備支援】　事業一覧

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

繰越額

区分

実績 繰越 廃止

備考
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

森林整備
面積(ha)

竹林整備
面積(ha)

事業費
(円）
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（円)

事業費
(円）
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備考事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

年度 市町村名 事業名 事業実施者

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 富岡市
野生獣害対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的
とした竹林整備。

3,397,000 3,397,000 完了 3,339,000 3,339,000 0.52

R3 新規 みどり市 小夜戸地区竹林整備事業Ⅱ
みどり市（農林

課）
路面の凍結防止が侵入竹林の整備により解消したため、
刈り払い等の管理を継続する

11,500,000 11,500,000 完了 8,690,000 8,690,000 0.00 1.85

R3 新規 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村
事業場所は令和２年度に、ぐんま緑の県民基金事業により
除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管
理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。

350,000 350,000 完了 350,000 350,000 0.70

R3 新規 神流町 生利地区森林伐採事業 神流町
森林整備により、地域の環境改善及び倒木被害の防止を
図る

71,000 71,000 完了 128,400 71,000 0.02

R3 新規 下仁田町 上小坂（足倉）森林整備
上小坂区自治

会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森
林整備

3,181,000 1,039,000 完了 2,860,000 849,000 0.38

R3 新規 下仁田町 馬山（石渕①）森林整備
石渕森林管理

組合
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森
林整備

9,038,000 3,893,000 完了 8,129,000 4,073,000 0.20 0.32

R3 新規 下仁田町 馬山（細萱②）森林整備 蒔田区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森
林整備

2,717,000 1,291,000 完了 2,442,000 1,537,000 0.04 0.26

R3 新規 下仁田町 西野牧（萱倉）森林整備
矢川15区自治

会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森
林整備

1,416,000 558,000 完了 1,276,000 564,000 0.05 0.05

R3 新規 甘楽町 紅葉山北東通学路竹林整備 甘楽町
生活道の保全、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的と
した森林整備

3,136,000 3,136,000 完了 3,102,000 3,102,000 0.48

R3 新規 甘楽町 林道草喰八丁河原線竹林整備 甘楽町
生活道の保全、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的と
した森林整備

1,633,000 1,633,000 完了 1,628,000 1,628,000 0.25

R3 新規 嬬恋村 大前区森林整備事業 嬬恋村
集落周辺の荒廃森林を伐採することで、野生動物による農
作物被害を防ぐとともに、災害による道路や電線等のライ
フライン寸断の防止を図る

3,000,000 1,800,000 完了 5,390,000 3,367,000 1.20

R3 新規 東吾妻町 高橋地区竹林伐採事業
東吾妻町（農

林課）
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の
整備を行う

3,267,000 3,267,000 完了 3,740,000 3,740,000 0.59

R3 新規 東吾妻町 上ノ原地区竹林伐採事業
東吾妻町（農

林課）
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の
整備を行う

1,633,000 1,633,000 完了 1,947,000 1,947,000 0.31

R3 新規 東吾妻町 宮貝戸地区竹林伐採事業
東吾妻町（農

林課）
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の
整備を行う

1,306,000 1,306,000 完了 660,000 660,000 0.11

R3 新規 東吾妻町 古谷地区森林伐採事業
東吾妻町（農

林課）
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした荒廃した森林の
整備を行う

1,500,000 375,000 完了 1,500,000 375,000

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の
隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生
活の安全を図る

244,000 244,000 完了 218,000 217,000 0.33
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

森林整備
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竹林整備
面積(ha)

事業費
(円）
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事業費
(円）
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備考事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

年度 市町村名 事業名 事業実施者

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の
隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生
活の安全を図る

66,000 66,000 完了 105,000 105,000 0.16

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生
鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し
獣害防止と生活の安全を図る

2,290,000 2,290,000 完了 2,448,000 2,448,000 0.82 0.50

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生
鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し
獣害防止と生活の安全を図る

1,505,000 1,505,000 完了 984,000 984,000 0.60 0.09

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の
隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生
活の安全を図る

693,000 693,000 完了 1,590,000 1,590,000 2.41

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生
鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し
獣害防止と生活の安全を図る

1,322,000 1,322,000 完了 633,000 633,000 0.96 0.33

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生
鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し
獣害防止と生活の安全を図る

2,017,000 2,017,000 完了 2,151,000 2,151,000 3.26

R3 新規 片品村 里山整備事業 片品村
生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の
隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生
活の安全を図る

165,000 165,000 完了 158,000 158,000 0.24

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(門前地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

2,286,000 2,286,000 完了 2,240,000 2,240,000 0.35

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(門前地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

130,000 130,000 完了 130,000 130,000 0.02

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(門前地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

65,000 65,000 完了 65,000 65,000 0.01

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(谷地地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

980,000 980,000 完了 980,000 980,000 0.15

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(谷地地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

65,000 65,000 完了 65,000 65,000 0.01

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(谷地地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

588,000 588,000 完了 588,000 588,000 0.09

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(川場湯原地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

130,000 130,000 完了 130,000 130,000 0.02

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(川場湯原地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

65,000 65,000 完了 65,000 65,000 0.01

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(川場湯原地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

326,000 326,000 完了 326,000 326,000 0.05
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R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(川場湯原地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

196,000 196,000 完了 196,000 196,000 0.03

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(川場湯原地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

196,000 196,000 完了 196,000 196,000 0.03

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(中野地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

1,241,000 1,241,000 完了 1,241,000 1,241,000 0.19

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(中野地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

653,000 653,000 完了 653,000 653,000 0.10

R3 新規 川場村 川場村竹林整備事業(中野地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

118,000 118,000 完了 118,000 118,000 0.02

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(生品地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

3,201,000 3,201,000 完了 3,201,000 3,201,000 0.49

R3 新規 川場村
川場村竹林整備事業
(生品地区)

川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

130,000 130,000 完了 130,000 130,000 0.02

R3 新規 川場村  川場村竹林整備事業(生品地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

392,000 392,000 完了 392,000 392,000 0.06

R3 新規 川場村  川場村竹林整備事業(生品地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

2,221,000 2,221,000 完了 2221000 2221000 0.34

R3 新規 川場村  川場村竹林整備事業(生品地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

326,000 326,000 完了 326000 326000 0.05

R3 新規 川場村  川場村竹林整備事業(生品地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した竹林の整備を行う

1,437,000 1,437,000 完了 1,437,000 1,437,000 0.22

R3 新規 川場村  川場村森林整備事業(川場湯原地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した森林の整備を行う

138,000 138,000 完了 128,000 128,000 0.21

R3 新規 川場村  川場村森林整備事業(川場湯原地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した森林の整備を行う

99,000 99,000 完了 99,000 99,000 0.15

R3 新規 川場村  川場村森林整備事業(立岩地区) 川場村
村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目
的とした荒廃した森林の整備を行う

323,000 323,000 完了 323,000 323,000 0.49

R3 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（滝寺） 昭和村
村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を
目的とした荒廃した竹林の整備を行う

2,138,000 2,138,000 完了 2,134,000 2,134,000 0.33

R3 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（田岸） 昭和村
村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を
目的とした荒廃した竹林の整備を行う

1,722,000 1,722,000 完了 1,716,000 1,716,000 0.29
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R3 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（滝久保） 昭和村
村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を
目的とした荒廃した竹林の整備を行う

931,000 931,000 完了 924,000 924,000 0.15

R3 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（南内出） 昭和村
村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を
目的とした荒廃した竹林の整備を行う

388,000 388,000 完了 577,500 481,000 0.01 0.06

R3 新規 みなかみ町  西峰須川地区森林整備事業 みなかみ町
町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の
安全対策を図る

17,404,200 17,404,000 完了 17,105,000 17,105,000 2.93

R3 新規 みなかみ町  布施地区森林整備事業 みなかみ町
町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の
安全対策を図る

7,068,600 7,068,000 完了 5,269,000 5,269,000 1.19

R3 新規 みなかみ町  入須川地区森林整備事業 みなかみ町
町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の
安全対策を図る

5,880,600 5,880,000 完了 3,777,400 3,777,000 0.99

R3 新規 みなかみ町  師地区森林整備事業 みなかみ町
町により荒廃した竹林及び森林を整備し、景観保全及び周
辺住民の安全対策を図る

849,600 849,000 廃止 849,600 849,000

R3 新規 みなかみ町  新巻柳沼地区森林整備事業 みなかみ町
町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の
安全対策を図る

19,305,000 19,305,000 完了 19,030,000 19,030,000 3.25

148,929,000 135,057,000 141,561,400 128,044,000 15.47 20.12 2,349,600 1,224,000合計
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事業成果 整備により地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られた。

整備面積 0.70ha 事業費（補助金） 350,000円 （350,000円）

事業名 上野村里山景観整備事業

事業実施主体 上野村 市町村名 上野村

事業成果 安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民からも好評を得ている｡

整備面積 0.91ha 事業費（補助金） 7,244,600円 （5,825,000円）

事業名 竹林整備事業

事業実施主体 高崎市 市町村名 高崎市

着工前 完成

実施中

完成着工前
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
　事業費（円） 廃止等の事業費
　県民基金（円） うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費（円）
　県民基金（円）

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　地域住民が主体的に森林（竹林）整備することにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの確保、景観
    の保全がなされ、地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られると共に、地域住民の連携が強化された。
・　他の地域住民からも、整備要望の声がかかるなど、実施団体の活動が認知されてきている。

・　地域が荒廃した里山・平地林を継続的に維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担感を軽減し、継続的
    な管理意欲を高めるための支援策を検討する必要がある。
・　ぐんま緑の県民税事業の事業活用メリットを積極的にPRし、地域の合意形成や協力体制を円滑に図る必要がある。

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

・　地域の高齢化が進んでおり、管理を長期間実施していけるようば体制づくりが必要である｡
･　整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施する予定である｡
･　人家周辺の整備により、日照が改善され良好な生活環境が保全された｡

5

2,885,332
2,740,000

廃止等の主な理由

合計 合計
3

5
4,410,000
4,410,000

事 業 の 目 的
荒廃した里山・平地林（竹林を含む）について、地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事
業実施団体の３者による協定に基づき整備を実施。次年度以降についても継続的に管理を実施する。

合計 合計
3

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

荒廃した里山・平地林の整備（整備）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
整備

補 助 率
森林は1ha当たり上限280千円
竹林間伐は1ha当たり上限700千円、竹林全伐は1ｈａ当たり上限1,000千円　（竹材処分運搬加算有り）

【令和３年度の実績】 ２,７４０千円

・ 整備面積 竹林 ２．７４ｈａ （３市町村 ５箇所）
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

森林整備
面積(ha)

竹林整備
面積(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 富岡市シニア先遣隊
地域の団体による野生獣害対策、景観維持、安
全安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備。

2,690,000 2,690,000 完了 1,324,661 1,270,000 1.27

R3 新規 安中市 郷原名山地区竹林整備事業 名山美化活動 代表　吉岡  正秋 野生鳥獣被害対策のための竹林の伐採 920,000 920,000 完了 719,925 670,000 0.67

R3 新規 安中市 後閑城址竹林整備事業  後閑の未来を考える会相川　宇三郎 後閑城址公園周辺の竹林整備。 100,000 100,000 完了 112,782 100,000 0.10

R3 新規 安中市 上人見城址竹林整備事業②
上人見区
区長　佐藤　忠

鳥獣害対策を目的とした竹林の整備。 220,000 220,000 完了 245,457 220,000 0.22

R3 新規 みなかみ町
布施大塩地区
森林整備事業

須川・笠原
里山整備保存会

地域団体により荒廃した竹林を整備し、景観保全
及び周辺住民の安全対策を図る

480,000 480,000 完了 482,507 480,000 0.48

4,410,000 4,410,000 2,885,332 2,740,000 0.00 2.74合計

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

荒廃した里山・平地林の整備　【整備】　事業一覧
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事業成果 荒廃した竹林の整備、管理されたため良好な状態となった｡

整備面積 0.10ha 事業費（補助金） 112,782円 （100,000円）

事業名 後閑城址竹林整備事業

事業実施主体 後閑の未来を考える会 市町村名 安中市

事業成果 人家周辺の整備により、日照が改善され良好な生活環境が保全された｡

整備面積 0.48ha 事業費（補助金） 482,507円 （480,000円）

事業名 布施大塩地区森林整備事業

事業実施主体 須川・笠原里山整備保存会 市町村名 みなかみ町

着工前 完成

着工前 完成

作業中
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
事業費 廃止等の事業費
うち県民基金 うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費
　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　地域住民が主体的に里山・平地林の維持管理を行うことにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの
　　確保・景観の維持がなされ、地域住民の安心・安全な生活環境の維持が図られた。
・　地域住民が地域の管理活動に参加することで、地域住民の身近な里山・平地林の環境に対する関心が高まった。

･　事業地が急傾斜地であることや、管理者の高齢化により管理の継続性が課題である。
・　地域が荒廃した里山・平地林を継続的に維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担感を軽減し、継続
　　的な管理意欲を高めるための支援策を検討する必要がある。

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】
・　地域団体の構成員の高齢化や減少に伴い、下刈り等の管理が負担になってきている。
・　事業を継続的に実施することにより、各自治会員に事業の趣旨の理解が浸透してきている。また、この事業により
　　地域のつながりが年々深まってきている。
・　継続的に事業を実施するためには、住民に幅広く自治会の活動を認知してもらうことと、住民の活動参加の機運を
　　高めることが課題である。

250

57,532,234
43,849,000

廃止等の主な理由
管理団体の高齢化に伴い、事業継
続が困難となったため

合計 合計
26

254 4
58,022,000 192,000
45,168,000 174,000

26 4

荒廃した里山・平地林の整備（管理）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
管理

補 助 率 1ha当たり上限100千円(｢100千円を超える経費について補助上限1haあたり50千円で補助率1/2以内）

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

事 業 の 目 的
地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事業実施団体の３者による協定に基
づき森林や竹林の維持管理を実施。次年度以降についても継続的に管理を実施する。

【事業の廃止】
合計 合計

【令和３年度の実績】 ４３,８４９千円

・ 管理面積 ３７４．０９ｈａ （２６市町村 ２５０箇所 ）
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 継続 前橋市 橘山環境整備事業 田口町自治会
　橘山の自然環境を維持保全するため、自
治会で下草刈り等を行い、環境の整備を図
る。

147,000 73,000 完了 147,243 109,000 0.73

R3 継続 前橋市 市之関町里山整備保全事業 市之関町里山整備保全協力組合
地域の団体による安全・安心な生活環境づ
くりを目的とした里山･平地林の管理

100,000 52,000 完了 102,179 76,000 0.52

R3 継続 前橋市
富士見町横室自治会十二山整備事
業

富士見町横室自治会
地域の自治会による安全・安心な生活環境
づくり、皆が親しめる里山林の保全を目的
とした森林の管理

310,000 200,000 完了 418,320 255,000 2.00

R3 継続 前橋市
宮城地区参道松並木内森林整備事
業

参道松並木を守る会
地域の団体による景観維持と安全・安心な
生活環境づくりを目的とした森林の管理

167,000 51,000 完了 167,000 76,000 0.51

R3 継続 前橋市
宮城地区参道松並木内森林整備事
業

参道松並木を守る会
地域の団体による景観維持と安全・安心な
生活環境づくりを目的とした森林の管理

946,000 247,000 完了 944,770 441,000 2.94

R3 継続 前橋市 松枯れ林地再生事業 NPO法人赤城自然塾
森林の持つ公益的機能（保健・保養機能）
を高めることを目的とした植林及び下刈り
等の管理

138,000 77,000 完了 138,550 107,000 0.77

R3 継続 前橋市
富士見町皆沢自治会憩いの森管理
事業

富士見町皆沢自治会
地域の自治会による安全・安心な生活環境
づくり、皆が親しめる里山林の保全を目的
とした森林の管理

234,000 166,000 完了 272,705 183,000 1.32

R3 継続 前橋市 富士見町九十九山の里山整備
原西自治会　九十九山の里山環境を
守る会

地域の団体による皆が親しめる里山林とし
ての景観維持と安全・安心な生活環境づく
りを目的とした里山林の管理

204,000 136,000 完了 204,409 170,000 1.36

R3 新規 前橋市 松枯れ林地再生事業 NPO法人赤城自然塾
森林の持つ公益的機能（保健・保養機能）
を高めることを目的とした管理

90,000 50,000 完了 128,822 75,000 0.50

R3 継続 高崎市 倉渕ホタルの里周辺整備（管理） 倉渕ほたるの会
刈り払い等により、ホタルの生息地周辺の
管理を行う

72,000 72,000 完了 76,000 72,000 0.72

R3 継続 高崎市 H26里山元気再生事業(管理) 塩地区の自然を守る会

野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林を伐
採した跡地について継続的に刈り払い等を
行うことで、緩衝帯を維持し、野生鳥獣被害
の低減を図る

14,000 14,000 完了 15,368 14,000 0.14

R3 継続 高崎市 Ｈ26・27里山元気再生事業（管理） 城山の緑と桜を守る会

野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林を伐
採した跡地について継続的に刈り払い等を
行うことで、緩衝帯を維持し、野生鳥獣被害
の低減を図る

258,000 258,000 完了 346,049 321,000 3.21

R3 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 塩地区の自然を守る会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

67,000 67,000 完了 73,950 67,000 0.67

R3 継続 高崎市 H27里山林整備事業(管理) 烏川里山の会
里山林の伐採跡地について、継続的に刈り
払い等を行うことで、公益的機能の維持を
図る

66,000 66,000 完了 66,440 66,000 0.66

廃止

備考事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

年度 市町村名 事業名 事業実施者

荒廃した里山・平地林の整備　【管理】　事業一覧
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

廃止

備考事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

年度 市町村名 事業名 事業実施者

R3 継続 高崎市 H28竹林整備事業(管理) 中里見４区
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

102,000 102,000 完了 105,547 102,000 1.02

R3 継続 高崎市 H28竹林整備事業(管理) 塩地区の自然を守る会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

108,000 108,000 完了 109,937 108,000 1.08

R3 継続 高崎市 H28（繰越）竹林整備事業(管理) 中里見３区
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

37,000 37,000 完了 38,117 37,000 0.37

R3 継続 高崎市 H28（繰越）里山林整備事業(管理) 雑木を守る会
里山林の伐採跡地について、継続的に刈り
払い等を行うことで、公益的機能の維持を
図る

53,000 53,000 完了 54,744 53,000 0.53

R3 継続 高崎市 H29竹林整備事業(管理)
（一財）日本熊森協会
群馬県支部

竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

85,000 85,000 完了 176,747 85,000 0.85

R3 継続 高崎市 H29竹林整備事業(管理) 塩地区の自然を守る会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

70,000 70,000 完了 72,727 70,000 0.70

R3 継続 高崎市 H30里山林整備事業（管理） 烏川里山の会
里山林の伐採跡地について、継続的に刈り
払い等を行うことで、公益的機能の維持を
図る

45,000 45,000 完了 45,410 45,000 0.45

R3 継続 高崎市
H30・R1・R2里山元気再生事業(管
理)

烏川流域緑心会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

61,000 61,000 完了 62,550 61,000 0.61

R3 継続 高崎市 H30（繰越）竹林整備事業(管理) 小池用水利用組合
竹林の伐採跡地のうち、天然更新が期待
できない箇所へ植栽を行う

47,000 47,000 完了 48,888 47,000 0.47

R3 継続 高崎市 H30（繰越）里山林整備事業（管理） 長根自然を愛する会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

100,000 100,000 完了 105,568 100,000 1.00

R3 継続 高崎市 R2竹林整備事業（管理） 烏川里山の会
竹林の伐採跡地のうち、天然更新が期待
できない箇所へ植栽を行う

36,000 36,000 完了 36,610 36,000 0.36

R3 新規 高崎市 茶臼山周辺森林整備（管理） 考楽会
刈り払い等を適切に行い、茶臼山周辺の管
理を行う

70,000 70,000 完了 79,918 70,000 0.70

R3 継続 高崎市 R2里山元気再生事業（管理） 向原緑を守る会
竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払
い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や
生活環境の保全を図る

11,000 11,000 完了 11,674 11,000 0.11

R3 継続 桐生市 荒廃した里山・平地林の整備 桐生市相生町四丁目町会

地域の自治会による刈り払い等により、カ
タクリの生息地である里山の管理を行い、
里山環境の保全及び鳥獣害の防止に資す
る。

120,000 89,000 完了 114,384 89,000 0.89
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R3 継続 桐生市 荒廃した里山・平地林の整備 特定非営利法人名久木里山保存会
地域の団体による刈り払い等により、里山
環境の維持及び景観保全に資する

263,000 240,000 完了 256,469 240,000 2.40

R3 継続 桐生市 荒廃した里山・平地林の整備 黒保根地域の山を守る会
植栽、間伐、刈り払い等を通して、良好な里
山環境を維持する

475,000 410,000 完了 446,282 410,000 4.10

R3 継続 沼田市
発知新田町
森林管理事業

発知新田農事組合
森林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

580,000 435,000 完了 580,000 435,000 2.90

R3 継続 沼田市
追貝地区
森林管理事業

追貝地区
有害鳥獣対策協議会

森林及び竹林伐採により整備された地域を
刈り払い等により管理を行う

1,600,000 1,200,000 完了 1,600,000 1,200,000 8.00

R3 継続 沼田市
沼須町
森林管理事業

沼須町区
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

488,000 366,000 完了 488,000 366,000 2.44

R3 継続 沼田市
上沼須町
森林管理事業

上沼須町区
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

674,000 505,000 完了 674,000 505,000 3.37

R3 継続 沼田市
下川田町（内宿）
森林管理事業

下川田町区
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

53,000 53,000 完了 53,417 53,000 0.53

R3 継続 沼田市
岩本町
森林管理事業

本陣森林管理組合
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

11,000 11,000 完了 0 0 0.11

事業は実施
したが補助
金の申請は
なし

R3 継続 沼田市
上古語父地区
森林管理事業

稲荷神社氏子会
森林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

51,000 51,000 完了 51,638 51,000 0.51

R3 継続 沼田市
上川田町（滝合）
森林管理事業

滝合土地改良事業
共同施行組合

竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

106,000 79,000 完了 107,215 79,000 0.53

R3 継続 沼田市
上久屋町
森林管理事業

沼田市立
利南東小学校PTA

竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

22,000 22,000 完了 22,000 22,000 0.22

R3 継続 沼田市
新町
森林管理事業

新町地域環境保全
推進協議会

竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

8,000 8,000 完了 49,800 8,000 0.08

R3 継続 沼田市
多那地区
森林管理事業

大島地域を整備する会
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

150,000 150,000 完了 0 0 1.50

事業は実施
したが補助
金の申請は
なし

R3 継続 沼田市
上川田町（下村）
森林管理事業

下村竹林の会
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

104,000 78,000 完了 104,000 78,000 0.52
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R3 継続 沼田市
高橋場町
森林管理事業

高橋場町24地区
森林保護の会

森林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

25,000 25,000 完了 25,016 25,000 0.25

R3 継続 沼田市
下久屋町
森林管理事業

下久屋町区
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

348,000 261,000 完了 348,000 261,000 1.74

R3 継続 沼田市
下川田町（宮塚）
森林管理事業

宮塚美土里
環境保全委員会

竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

112,000 112,000 完了 112,051 112,000 1.12

R3 継続 沼田市
下沼田町
森林管理事業

うすね水土里
保全協議会

竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

152,000 114,000 完了 152,000 114,000 0.76

R3 継続 沼田市
秋塚町
竹林整備事業

秋塚町区
竹林伐採により整備された地域を刈り払い
等により管理を行う

276,000 207,000 完了 147,344 138,000 1.38

R3 継続 渋川市 緑で包む里山整備事業（渋川地区）
NPO法人
渋川広域ものづくり協議会

NPO法人による小野池あじさい公園内の景
観美化等を目的とした森林の管理

100,000 100,000 完了 80,591 80,000 1.00

R3 新規 渋川市 緑で包む里山整備事業（棚下地区） 棚下自治会

棚下不動の滝を通年集客できる観光場所
にするため、滝まで行ける遊歩道及び森林
の整備を行い、市民及び観光客の休養の
場としての機能を持つ森林として維持管理
を目的とした除草作業等をする

75,000 75,000 完了 26,000 26,000 0.75

R3 継続 渋川市
緑で包む里山整備事業（北牧東地
区）

北牧東自治会

人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛
かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が
高い箇所など、住民等では整備が困難な
箇所の整備を行い、その後地域住民による
管理を行う

15,000 15,000 完了 13,832 13,000 0.15

R3 継続 渋川市 緑で包む里山整備事業（小室地区） 日向組

人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛
かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が
高い箇所など、住民等では整備が困難な
箇所の整備を行い、その後地域住民による
管理を行う

94,000 94,000 廃止 0.00 94,000 94,000

R3 継続 渋川市
緑で包む里山整備事業（下南室地
区）

下南室自治会

人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛
かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が
高い箇所など、住民等では整備が困難な
箇所の整備を行い、その後地域住民による
管理を行う

20,000 20,000 完了 183,640 20,000 0.20

R3 継続 藤岡市 高山社跡周辺整備事業 たかやまの里山を愛する会
世界遺産「高山社跡」周辺の景観及び生活
改善を目的とした整備した箇所を維持する
ための刈り払いを行う

116,000 116,000 完了 121,046 116,000 1.16

R3 継続 藤岡市 風久保里山保全事業 風久保里山を守る会
地域住民により森林及び景観の保全を図
るため刈り払いを行う

46,000 46,000 完了 46,470 46,000 0.46

R3 継続 藤岡市 土師の森保全事業 土師の森保存会
地域住民による安全安心、景観保全のた
め刈り払いを行う

60,000 60,000 完了 60,879 60,000 1.00
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R3 継続 藤岡市 三本木里山保全事業 三本木里山保全会
里山の再生と地域環境の改善を図るため
刈り払いを行う

100,000 100,000 完了 100,150 100,000 1.39

R3 継続 藤岡市 椿杜保全事業 椿杜を守る会
椿社周辺の森林及び景観保全を図るため
刈り払いを行う

70,000 70,000 完了 87,453 70,000 0.70

R3 継続 藤岡市 保美里山保全事業 保美里山保存会
整備した竹林を刈り払い、身近な里山の再
生と地域環境の改善を図る

68,000 68,000 完了 68,325 68,000 0.68

R3 継続 藤岡市 平地の森保全事業 中大塚永寿会
平地神社周辺の景観の保全を図るため整
備箇所の刈り払いを行う

22,000 22,000 完了 24,497 22,000 0.22

R3 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
二千階段周辺の景観の保全を図るため整
備箇所の刈り払いを行う

101,000 101,000 完了 101,024 101,000 1.01

R3 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
二千階段周辺の景観の保全を図るため整
備箇所の刈り払いを行う

65,000 65,000 完了 65,003 65,000 0.65

R3 継続 藤岡市 大沢・雲尾里山保全事業 桜山観光道路雲尾線保全会
桜山への進入路沿線の森林を刈り払い、
雪害等による道路の不通、停電の回避、景
観の保全を行う

150,000 150,000 完了 150,049 150,000 1.50

R3 継続 藤岡市 子王山周辺整備事業 子王山里山保全会
子王山周辺の景観保全のため整備した箇
所の刈り払いを行う

50,000 50,000 完了 56,023 50,000 0.50

R3 継続 藤岡市 八塩ハイキング道周辺整備事業 八塩自治会
八塩ハイキング道周辺景観の保全を図る
ため刈り払いを行う

100,000 100,000 完了 100,200 100,000 2.09

R3 継続 藤岡市 法久森林保全事業 法久自治会
集落への進入路沿線の整備した森林の刈
り払いを行い、雪害等による道路の不通や
停電の回避、景観の保全に資する

6,000 6,000 完了 7,119 6,000 0.06

R3 継続 藤岡市 法久森林保全事業 法久自治会
集落への進入路沿線の整備した森林の刈
り払いを行い、雪害等による道路の不通や
停電の回避、景観の保全に資する

10,000 10,000 完了 10,041 10,000 0.10

R3 継続 藤岡市 犬間森林保全事業 諏訪自治会
集落への進入路沿線の整備した森林の刈
り払いを行い、雪害等による道路の不通や
停電の回避、景観の保全に資する

20,000 20,000 完了 20,000 20,000 0.20

R3 継続 藤岡市 犬間森林保全事業 諏訪自治会
集落への進入路沿線の整備した森林の刈
り払いを行い、雪害等による道路の不通や
停電の回避、景観の保全に資する

34,000 34,000 完了 36,355 34,000 0.34

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 富岡市シニア先遣隊
備をした箇所の景観を維持し、安全安心な
生活環境が保てるよう管理をおこなう。

1,039,000 1,039,000 完了 1,039,021 1,039,000 10.39
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R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 NPO法人ふれあいパーク岡成
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

34,000 34,000 完了 37,482 34,000 0.34

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 桑原区桑原自治会
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

190,000 190,000 完了 177,530 177,000 1.90

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 一般社団法人甦る小野連絡協議会
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

1,000,000 1,000,000 完了 527,002 447,000 4.47

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 行沢クリーンクラブ
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

50,000 50,000 完了 55,042 50,000 0.50

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 上高瀬横瀬地区山林整備協議会
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

40,000 40,000 完了 23,578 23,000 0.40

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 明戸竹林整備の会
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

20,000 20,000 廃止 20,000 20,000

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 妙義里山再生の会
整備をした箇所の景観を維持し、安全安心
な生活環境が保てるよう管理をおこなう。

60,000 60,000 完了 0 0 0.60

事業は実施
したが補助
金の申請は
なし

R3 継続 安中市 松井田城址森林整備事業
松井田城址保全会
代表　小板橋　治徳

松井田城址の灌木や雑草の刈り払い 100,000 100,000 完了 100,771 100,000 1.00

R3 継続 安中市 国衙地区（名山）竹林整備事業
なやま地区里山の会
代表　矢島　勲

野生鳥獣被害対策及び森林機能維持のた
めの伐採跡地の刈り払い

30,000 30,000 完了 33,873 30,000 0.30

R3 継続 安中市 土塩地区（小柏）竹林整備事業
土塩地区を守る会
代表　浅川　孝

野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地
の刈り払い

27,000 27,000 完了 27,654 27,000 0.27

R3 継続 安中市 土塩地区（北村）森林竹林整備事業
土塩１区緑の環境を守る会
代表　萩原　克巳

野生鳥獣被害対策及び景観維持のための
竹林伐採跡地の刈り払い

41,000 41,000 完了 42,044 41,000 0.41

R3 継続 安中市 土塩地区（山ノ神）森林整備事業
土塩１区緑の環境を守る会
代表　萩原　克巳

野生鳥獣被害対策及び景観維持のための
伐採跡地の刈り払い

17,000 17,000 完了 18,434 17,000 0.17

R3 継続 安中市 五料地区（西尾）竹林整備事業
五料西区通学路を守る会
区長　猿谷　孝雄

通学路の安全確保のため、竹林伐採跡地
の刈り払い

10,000 10,000 完了 10,295 10,000 0.10

R3 継続 安中市 土塩地区（竹ノ内）竹林整備事業
土塩地区を守る会
代表　浅川　孝

野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地
の刈り払い

80,000 80,000 完了 33,741 33,000 0.80
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R3 継続 安中市 土塩地区（松原）竹林整備事業
土塩地区を守る会
代表　浅川　孝

野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地
の刈り払い

30,000 30,000 完了 0 0 0.30

事業は実施
したが補助
金の申請は
なし

R3 継続 安中市 上人見城址竹林整備事業
上人見区
区長　塩谷　幸生

野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地
の刈り払い

100,000 100,000 完了 101,399 100,000 1.00

R3 継続 みどり市 塩原竹林管理事業 16区里山整備研究会
路面の凍結防止が侵入竹林の整備により
解消したため、刈り払い等の管理を継続す
る

97,000 97,000 完了 97,019 97,000 0.97

R3 継続 みどり市 小平竹林管理事業 大間々林業研究会
竹林の整備箇所において、刈り払い等の管
理を継続し、森林として維持管理すること
で、有害鳥獣対策にも資する

97,000 97,000 完了 97,206 97,000 0.97

R3 継続 みどり市 塩原竹林管理事業Ⅱ 16区里山整備研究会
路面の凍結防止が侵入竹林の整備により
解消したため、刈り払い等の管理を継続す
る

100,000 100,000 完了 100,123 100,000 1.00

R3 継続 榛東村
榛東八幡ホタルの郷周辺整備(管
理)

榛東八幡ホタルの会
「八幡神社」敷地内の管理を行いホタルの
生息する環境を維持する。

85,000 85,000 完了 90,564 85,000 0.85

R3 継続 吉岡町 金剛寺跡周辺森林管理事業 南下自治会
憩いの場としての機能保全及び良好な景
観維持

34,000 34,000 完了 35,552 34,000 0.34

R3 継続 吉岡町 デ・レイケ堰堤周辺森林管理事業 榛名山麓のデ・レイケを見守る会
歴史的な砂防施設であるデ・レイケ堰堤（3
号）周辺の森林維持管理

20,000 10,000 廃止 20,000 10,000

R3 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村

事業場所は平成29年度に、ぐんま緑の県
民基金事業により除間伐を実施した箇所で
ある。地域住民による森林の管理・整備を
行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。

150,000 150,000 完了 301,000 150,000 3.01

R3 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村

事業場所は平成30年度に、ぐんま緑の県
民基金事業により除間伐を実施した箇所で
ある。地域住民による森林の管理・整備を
行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。

152,000 152,000 完了 304,000 152,000 3.04

R3 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村

 事業場所は平成31年度／令和元年度に、
ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実
施した箇所である。地域住民による森林の
管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観
美化を図る。

153,000 153,000 完了 307,000 153,000 3.07

R3 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村

事業場所は令和２年度に、ぐんま緑の県民
基金事業により除間伐を実施した箇所であ
る。地域住民による森林の管理・整備を行
い、獣害防止と里山の景観美化を図る。

35,000 35,000 完了 71,000 35,000 0.71

R3 継続 神流町 高八木地内森林管理作業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

36,000 36,000 完了 36,000 36,000 0.36

R3 継続 神流町 気奈沢地内森林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

8,000 8,000 完了 8,000 8,000 0.08
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R3 継続 神流町 平原地区竹林管理事業
へばーらんど研究会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

97,000 97,000 完了 99,000 97,000 0.97

R3 継続 神流町 間物地区森林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

23,000 23,000 完了 23,000 23,000 0.23

R3 継続 神流町 小平地区森林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

4,000 4,000 完了 4,000 4,000 0.04

R3 継続 神流町 魚尾櫻井地区竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

34,000 34,000 完了 34,000 34,000 0.34

R3 継続 神流町 尾附地区竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

45,000 45,000 完了 45,000 45,000 0.45

R3 継続 神流町 万場地区役場裏竹林管理事業
紙ふうせん
代表　大谷彰

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

27,000 27,000 完了 27,000 27,000 0.27

R3 継続 神流町 船子竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

34,000 34,000 完了 34,000 34,000 0.34

R3 継続 神流町 船子地区森林竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

12,000 12,000 完了 12,000 12,000 0.12

R3 継続 神流町 神ヶ原恐竜ｾﾝﾀｰ下竹林管理事業 神流町
伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

12,000 12,000 完了 25,040 12,000 0.25

R3 継続 神流町 船子地区竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

8,000 8,000 完了 8,000 8,000 0.08

R3 継続 神流町 神ヶ原地区森林竹林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

40,000 40,000 完了 40,000 36,000 0.36

R3 継続 神流町 黒田地区森林管理事業
ひのき会
代表 今井祐市

伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持する。

42,000 42,000 完了 42,000 42,000 0.42

R3 継続 下仁田町
産業遺産と自然環境との共生を体
験できる森づくり

荒船風穴友の会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

73,000 73,000 完了 78,400 78,000 1.02

R3 継続 下仁田町 大桑原（番匠免）森林整備 大桑原区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

253,000 69,000 完了 253,000 69,000 0.46
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R3 継続 下仁田町 大桑原（森上）森林整備 大桑原区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

220,000 60,000 完了 220,000 60,000 0.40

R3 継続 下仁田町 大桑原（北野）森林整備 大桑原区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

297,000 81,000 完了 297,000 81,000 0.54

R3 継続 下仁田町 風口森林整備 宮室区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

398,000 129,000 完了 359,764 129,000 0.86

R3 継続 下仁田町 馬山農免（米山）森林整備 小川区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

160,000 48,000 完了 159,894 48,000 0.32

R3 継続 下仁田町 馬山農免（柳沢①）森林整備 小川区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

40,000 29,000 完了 39,971 34,000 0.29

R3 継続 下仁田町 上蒔田（三本杉）森林整備 蒔田区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

637,000 241,000 完了 559,636 241,000 1.61

R3 継続 下仁田町 上蒔田（細萱）森林整備 蒔田区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

40,000 24,000 完了 39,971 31,000 0.24

R3 継続 下仁田町 土橋森林整備 大東区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

40,000 22,000 完了 39,600 30,000 0.22

R3 継続 下仁田町 黒川森林整備 西野牧区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

39,000 5,000 完了 38,500 7,000 0.05

R3 継続 下仁田町 上小坂（杉ノ木）森林整備 上小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

23,000 23,000 完了 79,945 70,000 0.62

R3 継続 下仁田町 中小坂（尾屋敷）森林整備 中小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

279,000 54,000 完了 279,815 54,000 0.36

R3 継続 下仁田町 土谷沢（七久保）森林整備 土谷沢区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

13,000 5,000 完了 13,367 7,000 0.05

R3 継続 下仁田町 馬山バイパス①森林整備 馬山バイパス沿い森林管理組合
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

414,000 315,000 完了 413,600 314,000 2.16

R3 継続 下仁田町 上ノ原森林整備 大東区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

359,000 64,000 完了 239,843 64,000 0.43
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R3 継続 下仁田町 下町（伊勢山）森林整備 下町区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

160,000 30,000 完了 79,945 30,000 0.20

R3 継続 下仁田町 土谷沢（ウロノ平）森林整備 土谷沢区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

40,000 23,000 完了 79,945 34,000 0.23

R3 継続 下仁田町 東野牧（日影）森林整備 東野牧区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

239,000 54,000 完了 239,843 54,000 0.36

R3 継続 下仁田町 中小坂（寺附）森林整備 中小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

411,000 57,000 完了 564,423 57,000 0.38

R3 継続 下仁田町 中小坂（小豆畑）森林整備 中小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

120,000 51,000 完了 159,894 51,000 0.34

R3 継続 下仁田町 中小坂（大泓）森林整備 中小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

120,000 22,000 完了 119,920 22,000 0.15

R3 継続 下仁田町 馬山（上鎌田）森林整備 大東区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

315,000 42,000 完了 455,862 42,000 0.28

R3 継続 下仁田町 青倉（番匠免）森林整備 下青倉区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林整備

80,000 17,000 完了 119,920 25,000 0.17

R3 継続 南牧村
六車日向地区林地荒廃対策整備支
援事業

六車日向地区森林管理ボランティア
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.40

R3 継続 南牧村
小沢中ノ萱地区林地荒廃対策整備
支援事業

小沢中ノ萱地区森林管理ボランティア
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

210,000 210,000 完了 210,000 210,000 2.10

R3 継続 南牧村
大仁田地区林地荒廃対策整備支援
事業

大仁田えぼし会
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

110,000 110,000 完了 110,000 110,000 1.10

R3 継続 南牧村
大塩沢高原地区林地荒廃対策整備
支援事業

愛郷会
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

171,000 171,000 完了 171,000 171,000 1.71

R3 継続 南牧村
小沢日向地区林地荒廃対策整備支
援事業

小沢日向地区森林管理ボランティア
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

76,000 76,000 完了 76,000 76,000 0.76

R3 継続 南牧村
日影小沢地区林地荒廃対策整備支
援事業

日影小沢地区森林管理ボランティア
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

177,000 177,000 完了 177,000 177,000 1.77
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R3 継続 南牧村
六車子母山地区林地荒廃対策整備
支援事業

子母山集落農地共同組合
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

70,000 70,000 完了 70,000 70,000 0.70

R3 継続 南牧村
六車赤岩地区林地荒廃対策整備支
援事業

六車赤岩地区森林管理ボランティア
野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持
するための管理を行う。

30,000 30,000 完了 30,000 30,000 0.30

R3 継続 甘楽町 紅葉山北西通学路山林整備
甘楽町行政連絡区
第６区

令和２年度事業で伐採整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路の安全確保と環境整備を図りたい。

103,000 103,000 完了 109,288 103,000 1.03

R3 継続 甘楽町 上引田竹林整備
甘楽町行政連絡区
第23区

令和元年度事業で竹林整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路の安全確保と環境整備を図りたい。

68,000 68,000 完了 73,828 68,000 0.68

R3 継続 甘楽町 甘楽総合公園西側山林整備
甘楽町行政連絡区
第３区

平成30年度事業で伐採整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路維持と安全確保を図りたい。

73,000 73,000 完了 78,514 73,000 0.73

R3 継続 甘楽町 新屋小学校西側山林整備
甘楽町行政連絡区
第25区

平成30年度事業で伐採整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路維持と安全確保を図りたい。

48,000 48,000 完了 50,400 48,000 0.48

R3 継続 甘楽町 甘楽総合公園西側竹林整備
甘楽町行政連絡区
第３区

平成29年度事業で山林整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路維持と安全確保を図りたい。

220,000 220,000 完了 221,114 220,000 2.20

R3 継続 甘楽町 下引田通学路竹林整備
甘楽町行政連絡区
第23区

平成28年度事業で竹林整備を実施した山
林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道
路維持と安全確保を図りたい。

8,000 8,000 完了 9,540 8,000 0.08

R3 継続 甘楽町 秋畑那須こいのぼりの里竹林整備
甘楽町行政連絡区
第11区

平成28年度事業で竹林伐倒を実施した秋
畑那須鯉のぼりの里において、草刈り等の
管理作業を行い、美しい山里の風景を保全
するとともに、有害鳥獣等の緩衝地帯とし
て安全な生活環境の整備を図る。

21,000 21,000 完了 25,639 21,000 0.21

R3 継続 甘楽町 甘楽中学校北側山林整備 松泉会

平成28年度事業で山林整備を実施した甘
楽中学校北側において、草刈り等の管理
作業を行い、安全確保と環境整備を図りた
い。

49,000 49,000 完了 57,588 49,000 0.49

R3 継続 中之条町
西中之条宮澤森林整備事業管理作
業

中之条地区第1区
道路凍結防止のための伐採した区域の刈
り払い

28,000 24,000 完了 28,000 24,000 0.20

R3 継続 中之条町 下市城竹林整備事業管理作業 市城公民館
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

56,000 42,000 完了 56,000 42,000 0.28

R3 継続 中之条町 沢渡温泉森林整備事業管理作業 沢田地区第6区
道路凍結防止のための伐採した区域の刈
り払い

128,000 110,000 完了 128,000 110,000 0.92

R3 継続 中之条町 折田戦道森林整備事業管理作業 沢田地区第16区
道路凍結防止のための伐採した区域の刈
り払い

30,000 26,000 完了 30,000 26,000 0.22
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R3 継続 中之条町
折田瀧沢地区森林整備事業管理作
業

美野原土地改良区
野生鳥獣対策及び道路凍結防止のための
伐採した区域の刈り払い

140,000 120,000 完了 140,000 120,000 1.00

R3 継続 中之条町 成田原東部森林整備事業管理作業 美野原土地改良区
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

60,000 52,000 完了 60,000 52,000 0.44

R3 継続 中之条町
折田成田原地区森林整備事業管理
作業

美野原土地改良区
野生鳥獣対策及び日照改善のための伐採
した区域の刈り払い

252,000 216,000 完了 252,000 216,000 1.80

R3 継続 中之条町
蓑原南部地区森林整備事業管理作
業

美野原土地改良区
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

127,000 109,000 完了 127,000 109,000 0.91

R3 継続 中之条町
五反田後界戸竹林整備事業管理作
業

伊参地区第4区
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

36,000 31,000 完了 36,000 31,000 0.26

R3 継続 中之条町
五反田白久保森林整備事業管理作
業

伊参地区第6区
日照改善のための伐採した区域の刈り払
い

28,000 24,000 完了 28,000 24,000 0.20

R3 継続 中之条町 熊野沢地区竹林伐採事業管理作業 大亀地区獣害対策組合
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

58,000 50,000 廃止 58,000 50,000

R3 継続 中之条町 平二日市竹林整備事業管理作業 平むつみ会
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

21,000 18,000 完了 21,000 18,000 0.15

R3 継続 中之条町
平二日市・H29・地区竹林整備事業
管理作業

平むつみ会
野生鳥獣対策のための伐採した区域の刈
り払い

28,000 21,000 完了 28,000 21,000 0.14

R3 継続 中之条町 横尾栃瀬竹林整備事業管理作業 横尾土地改良区
日照改善のための伐採した区域の刈り払
い

84,000 63,000 完了 84,000 63,000 0.42

R3 継続 中之条町 赤坂貫坂竹林整備事業管理作業 名久田地区第13区
日照改善のための伐採した区域の刈り払
い

80,000 60,000 完了 80,000 60,000 0.40

R3 継続 中之条町
伊勢町古垣内松林整備事業管理作
業

中之条地区第1区
日照改善のための伐採した区域の刈り払
い

22,000 19,000 完了 22,000 19,000 0.18

R3 継続 中之条町 下市城塔本竹林整備事業管理作業 市城公民館
野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採
した区域の刈り払い

52,000 39,000 完了 52,000 39,000 0.26

R3 継続 中之条町
折田小川団地周辺森林整備事業管
理作業

中之条地区第4-2区 伐採した区域の刈り払い 13,000 10,000 完了 13,000 10,000 0.09
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R3 継続 中之条町 五反田親都森林整備事業管理作業 伊参地区第6区 伐採した区域の刈り払い 29,000 25,000 完了 29,000 25,000 0.21

R3 継続 中之条町
五反田白久保県道東森林整備管理
作業

伊参地区第6区 伐採した区域の刈り払い 15,000 13,000 完了 15,000 13,000 0.12

R3 継続 長野原町 浅間牧場解放区森林整備事業 浅間牧場売店組合 伐採した区域の刈り払い 280,000 280,000 完了 245,520 245,000 2.80

R3 継続 長野原町 草木原地区竹林整備事業 草木原地区電気柵管理組合 伐採した区域の刈り払い 88,000 88,000 完了 88,040 88,000 0.88

R3 継続 嬬恋村 大前区森林管理事業 大前区
伐採した区域を地域の自治会により刈り払
いを行う

100,000 100,000 完了 140,310 100,000 1.00

R3 継続 嬬恋村 三原区竹林管理事業 三原区
伐採した区域の竹林の新芽等の除伐、刈り
払い等を行う

85,000 85,000 完了 70,966 70,000 1.00

R3 継続 嬬恋村 門貝区森林管理事業 門貝区
伐採した区域を地域の自治会により刈り払
いを行う

90,000 90,000 完了 94,400 90,000 1.00

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
20工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

2,744,000 2,058,000 完了 2,812,000 2,109,000 14.06

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
19工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

4,080,000 3,060,000 完了 3,964,000 2,973,000 19.82

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
18工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

724,000 543,000 完了 754,000 565,000 3.77

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
17工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

1,882,000 1,411,000 完了 1,882,000 1,411,000 9.41

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
16工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

3,148,000 2,361,000 完了 3,148,000 2,361,000 15.74

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
15工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

884,000 663,000 完了 884,000 663,000 4.42

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
14工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

1,156,000 867,000 完了 1,156,000 867,000 5.78
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R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
13工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

2,358,000 1,768,000 完了 2,358,000 1,768,000 11.79

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
12工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

1,100,000 825,000 完了 1,100,000 825,000 5.50

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
11工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

384,000 288,000 完了 384,000 288,000 1.92

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
10工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

730,000 547,000 完了 730,000 547,000 3.65

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
9工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

996,000 747,000 完了 996,000 747,000 4.98

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
8工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

826,000 619,000 完了 826,000 619,000 4.13

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
7工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

2,360,000 1,770,000 完了 2,360,000 1,770,000 11.80

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
6工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環
境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を
目的に刈り払い等を行う

1,416,000 1,062,000 完了 1,416,000 1,062,000 7.08

R3 継続 東吾妻町 新巻地区竹林管理事業
NPO法人
フォレストぐんま２１

野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

140,000 140,000 完了 146,461 140,000 1.40

R3 継続 東吾妻町 広野原地区森林管理事業 小泉区自治会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

141,000 141,000 完了 142,184 141,000 1.41

R3 継続 東吾妻町 宮戸地区竹林管理事業 宮戸竹林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

32,000 32,000 完了 33,750 32,000 0.32

R3 継続 東吾妻町 山根地区竹林管理事業 山根竹林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

30,000 30,000 完了 32,100 30,000 0.30

R3 継続 東吾妻町 南町地区竹林管理事業
平地林の整備と管理に関する南町自
治会

野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

37,000 37,000 完了 39,904 37,000 0.37

R3 継続 東吾妻町 岩櫃山地区森林管理事業 平沢区自治会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

300,000 300,000 完了 300,000 300,000 3.00
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R3 継続 東吾妻町 上之宮地区竹林管理事業 川戸自治会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

50,000 50,000 完了 50,000 50,000 0.50

R3 継続 東吾妻町 姉山地区竹林管理事業 姉山竹林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

20,000 20,000 完了 20,228 20,000 0.20

R3 継続 東吾妻町 三島地区森林管理事業 アグリグループ
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

100,000 100,000 完了 100,094 100,000 1.00

R3 継続 東吾妻町 上の平地区森林管理事業 平・大谷沢区自治会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

10,000 10,000 完了 10,680 10,000 0.10

R3 継続 東吾妻町 須賀尾地区竹林管理事業 須賀尾竹林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

30,000 30,000 完了 30,000 30,000 0.30

R3 継続 東吾妻町 萩生地区竹林管理事業 西榛名区自治会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

62,000 62,000 完了 62,000 62,000 0.62

R3 継続 東吾妻町 大柏木地区竹林管理事業 中井竹林整備組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

50,000 50,000 完了 50,048 50,000 0.50

R3 継続 東吾妻町 広野地区森林管理事業 ひろの里山の会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

72,000 72,000 完了 75,587 72,000 0.72

R3 継続 東吾妻町 小田沢地区竹林管理事業 天神さま管理会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

11,000 11,000 完了 12,129 12,000 0.12

R3 継続 東吾妻町 十二沢地区竹林管理事業 大石十二沢竹林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

30,000 30,000 完了 33,210 32,000 0.32

R3 継続 東吾妻町 迦葉地区竹林管理事業 迦葉地区竹林伐採組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

16,000 16,000 完了 19,450 16,000 0.16

R3 継続 東吾妻町 古谷地区竹林管理事業 古谷区緑の会
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

22,000 22,000 完了 24,372 24,000 0.25

R3 継続 東吾妻町 奥田地区竹林管理事業 佐藤森林管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

19,000 19,000 完了 19,678 19,000 0.19

R3 継続 東吾妻町 上ノ原地区竹林管理事業 下の関管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

37,000 37,000 完了 37,202 37,000 0.37
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R3 継続 東吾妻町 五町田地区竹林管理事業 五町田上の山管理組合
野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした
荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払
いを行う

22,000 22,000 完了 27,000 27,000 0.27

R3 継続 片品村 里山整備事業 太田組
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

180,000 180,000 完了 190,000 190,000 1.90

R3 継続 片品村 里山整備事業 須賀川共有林組合
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

716,000 716,000 完了 716,000 716,000 7.16

R3 継続 片品村 里山整備事業 鎌田森林を守る会
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

263,000 263,000 完了 263,000 263,000 2.63

R3 継続 片品村 里山整備事業 摺渕組
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

406,000 406,000 完了 419,000 419,000 4.19

R3 継続 片品村 里山整備事業 御座入組
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

311,000 311,000 完了 280,000 280,000 2.80

R3 継続 片品村 里山整備事業 鍛治屋組
整備した森林環境を維持し、安全・安心な
生活環境を確保するため、刈り払い等の管
理を行う。

25,000 25,000 完了 50,000 50,000 0.50

R3 継続 片品村 里山整備事業 上小川組
令和2年度に本事業で整備した森林環境を
維持し、安全・安心な生活環境を守る。

155,000 155,000 完了 155,000 155,000 1.55

R3 継続 片品村 里山整備事業 幡谷組
令和2年度に本事業で整備した森林環境を
維持し、安全・安心な生活環境を守る。

230,000 230,000 完了 230,000 230,000 2.30

R3 継続 川場村 立岩地区竹林管理事業 立岩地区竹の会
村により整備を行った竹林の刈り払い等に
より継続的な管理を行う

71,000 71,000 完了 73,522 71,000 0.71

R3 継続 昭和村 昭和村森林管理事業（森下） 昭和村

村による地域の安心・安全な生活環境づく
りと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整
備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理を
継続する

1,400,000 700,000 完了 1,397,000 698,000 7.00

R3 継続 昭和村
橡久保北部
森林管理事業

橡久保北部区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

219,000 219,000 完了 219,000 219,000 2.19

R3 継続 昭和村 川額森林管理事業 川額区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

270,000 270,000 完了 270,000 270,000 2.70

R3 継続 昭和村 入原森林管理事業 入原区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

150,000 150,000 完了 150,000 150,000 1.50
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R3 継続 昭和村 滝寺森林管理事業 滝寺区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

149,000 149,000 完了 149,000 149,000 1.49

R3 継続 昭和村 中内出森林管理事業 中内出区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

140,000 140,000 完了 140,000 140,000 1.40

R3 継続 昭和村 常木森林管理事業 常木区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

94,000 94,000 完了 94,000 94,000 0.94

R3 継続 昭和村 田岸森林管理事業 田岸区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

70,000 70,000 完了 70,000 70,000 0.70

R3 継続 昭和村 池原森林管理事業 池原区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

50,000 50,000 完了 50,000 50,000 0.50

R3 継続 昭和村 森下森林管理事業 森下中組区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

50,000 50,000 完了 50,000 50,000 0.50

R3 継続 昭和村
橡久保南部
森林管理事業

橡久保南部区

自治会による地域の安心・安全な生活環境
づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林
整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管
理を継続する

5,000 5,000 完了 5,000 5,000 0.05

R3 継続 みなかみ町
下牧地区
里山管理事業

下牧四ヵ村用水周辺
整備委員会

地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

841,000 841,000 完了 842,871 841,000 8.41

R3 継続 みなかみ町
みなかみ町
里山管理事業

利根川源流森林整備隊
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

577,000 577,000 完了 83,135 83,000 5.77

R3 継続 みなかみ町
浅地地区
里山管理事業

浅地区
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

396,000 396,000 完了 396,438 396,000 3.96

R3 継続 みなかみ町
小和知地区
里山管理事業

小和知区
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

129,000 129,000 完了 127,940 127,000 1.29

R3 継続 みなかみ町
真政地区
里山管理事業

真政八幡保全会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

27,000 27,000 完了 22,070 22,000 0.27

R3 継続 みなかみ町
須川・笠原地区
里山管理事業

須川・笠原
里山整備保存会

地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

166,000 166,000 完了 166,000 166,000 1.66

R3 継続 みなかみ町
上原地区
里山管理事業

布施上原隣保班
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

34,000 34,000 完了 34,000 34,000 0.34
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R3 継続 みなかみ町
久々戸地区
里山管理事業

リンカーズ
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

32,000 32,000 完了 32,094 32,000 0.32

R3 継続 みなかみ町
浅地地区
里山管理事業

浅地区
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

47,000 47,000 完了 48,378 47,000 0.47

R3 継続 みなかみ町
田中地区
里山管理事業

上津観音堂耕作組合
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

114,000 114,000 完了 113,532 113,000 1.14

R3 継続 みなかみ町
下石倉地区
里山管理事業

下石倉里山保全会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

107,000 107,000 完了 107,016 107,000 1.07

R3 継続 みなかみ町
後閑地区
里山管理事業

後閑下村中村
竹林整備会

地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

36,000 36,000 完了 36,046 36,000 0.36

R3 継続 みなかみ町
向原地区
里山管理事業

下師竹林管理会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

33,000 33,000 完了 34,620 33,000 0.33

R3 継続 みなかみ町
須川・笠原地区
里山管理事業

須川・笠原
里山整備保存会

地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

105,000 105,000 完了 105,000 105,000 1.05

R3 継続 みなかみ町
笠原地区
里山管理事業

須川・笠原
里山整備保存会

地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

34,000 34,000 完了 34,000 34,000 0.34

R3 継続 みなかみ町
箕輪地区
里山管理事業

塩原竹林保全会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

303,000 303,000 完了 303,000 303,000 3.03

R3 継続 みなかみ町
師地区
森林整備事業

師区
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

362,000 362,000 完了 362,000 362,000 3.62

R3 継続 みなかみ町  月夜野地区森林整備事業 NPO里山環境さなざわ
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

235,000 235,000 完了 69,436 69,000 2.35

R3 継続 みなかみ町  小川地区森林整備事業 水沼地区里山保全会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

105,000 105,000 完了 106,266 105,000 1.05

R3 継続 みなかみ町  上牧地区森林整備事業 戸倉組竹林整備組合
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

46,000 46,000 完了 36,640 36,000 0.46

R3 継続 みなかみ町  下矢瀬地区竹林整備事業 下矢瀬竹林整備組合
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

71,000 71,000 完了 72,023 71,000 0.71
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R3 継続 みなかみ町  下石倉地区南部竹林整備事業 下石倉里山保全会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

120,000 120,000 完了 120,000 120,000 1.20

R3 継続 みなかみ町  笠原地区竹林整備事業  須川・笠原里山整備保存会
地元管理団体において、当事業により整備
した箇所について、住民の安全確保のた
め、除伐・刈り払い等の管理を継続する

44,000 44,000 完了 44,000 44,000 0.44

R3 継続 明和町 斗合田オオタカの森竹林整備事業 斗合田オオタカの森を楽しむ会
荒廃した森林や竹林を整備し、地域の安
全・安心を確保するとともに、良好な景観の
維持に努める

120,000 108,000 完了 110,000 108,000 1.08

58,022,000 45,168,000 57,532,234 43,849,000 374.09 192,000 174,000合計
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事業名 神ヶ原恐竜ｾﾝﾀｰ下竹林管理事業

事業実施主体 神流町 市町村名 神流町

事業成果
伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持することができ
た｡

整備面積 0.25ha 事業費（補助金） 25,040円 （12,000円）

事業名 草木原地区竹林整備事業

事業実施主体 草木原地区電気柵管理組合 市町村名 長野原町

事業成果 竹林整備を実施した箇所の刈り払いを夏と秋に実施したことで鳥獣害対策の効果もあった｡

整備面積 0.88ha 事業費（補助金） 88,040円 （88,000円）

作業中

作業中
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

区分 区分
市町村数
採択箇所数
　事業費（円）
　県民基金（円）

区分 区分
市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費（円）
　県民基金（円）

【成果】

・　シカ等による植栽木への食害が発生する地域では、獣害対策についての支援を行う必要がある。
・　植栽後の苗木の管理について、地域における維持管理体制の支援を行う。

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

･　植栽により里山の景観向上が期待される｡

【課題・方向性】

合計 合計
4
9

5,821,365
5,761,000

・　高木性苗木の購入・植栽を支援し、森林の機能回復に繋げられた。
・　本事業により整備された箇所で植栽が実施された。

6,006,000

【事業の実施状況】 【繰越状況】

4
9

6,006,000

事業の目的 地元自治会やNPO法人等が主体となり実施する森林整備等に必要となる高木性の苗木の購入を支援

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
合計 合計

基本方針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

荒廃した里山・平地林の整備（苗木・資材購入）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
苗木・資材購入

補 助 率 1ha当たり上限300千円

【令和３年度の実績】 ５,７６１千円

・ 実施面積 ２０．７２ｈａ （ ４市町村 ９箇所 ）
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
（ha）

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 継続 富岡市 市町村提案型事業 妙義里山再生の会
整備した箇所を健全な森林に戻すため、苗木
の植栽をおこなう。

180,000 180,000 32,130 32,000 0.60

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 妙義里山再生の会
事業地区内おいてシカによる食害が懸念される
ため苗木の植栽と同時に獣害対策資材を設置
を行う。

180,000 180,000 114,587 114,000 0.60

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 行沢クリーンクラブ
整備した箇所を健全な森林に戻すため、苗木
の植栽を行う。

150,000 150,000 15,998 15,000 0.50

R3 新規 富岡市 市町村提案型事業 行沢クリーンクラブ
事業地区内おいてシカによる食害が懸念される
ため苗木の植栽と同時に獣害対策資材を設置
を行う。

150,000 150,000 46,805 46,000 0.50

R3 継続 神流町 神ヶ原地区竹林植栽事業  ひのき会代表 今井祐市
伐採後の植栽に向けて苗木購入を行い、獣害
の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を
確保・維持する。

12,000 12,000 7,095 7,000 0.03

R3 継続 下仁田町 中小坂（寺附）森林整備 中小坂区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を
目的とした森林整備

79,000 79,000 153,450 114,000 0.38

R3 継続 下仁田町 馬山（上鎌田）森林整備 大東区自治会
自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を
目的とした森林整備

53,000 53,000 102,300 84,000 0.28

R3 継続 高山村 里山整備事業
高山村
20工区

健全な里山・平地林の維持により、快適環境形
成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に伐
採した区域に植栽を行う

4,116,000 4,116,000 4,218,000 4,218,000 14.06

R3 継続 高山村 里山整備事業  高山村18工区
健全な里山・平地林の維持により、快適環境形
成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に伐
採した区域に植栽を行う

1,086,000 1,086,000 1,131,000 1,131,000 3.77

6,006,000 6,006,000 5,821,365 5,761,000 20.72

繰越 廃止

備考

合計

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績

荒廃した里山・平地林の整備　【苗木】　事業一覧
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事業成果 本事業により全伐した跡地への植栽を実施することができた｡

整備面積 3.77ha 事業費（補助金） 1,131,000円 （1,131,000円）

事業名 里山整備事業

事業実施主体 高山村　18工区 市町村名 高山村

事業成果 本事業により全伐した跡地への植栽を実施することができた｡

整備面積 14.06ha 事業費（補助金） 4,218,000円 （4,218,000円）

事業名 里山整備事業

事業実施主体 高山村　20工区 市町村名 高山村

植栽木購入状況
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止等】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
台数
事業費
うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
台数
《決算額》
　事業費
　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

　・　粉砕機を市で購入し、森林整備を行う意向のある地元住民に貸し出しを行うことで、処分が困難であることから手入れ
　　が十分になされていなかった竹林の整備を支援することができた。
・　地域団体よりの要望を踏まえ、町が刈払機を貸与し森林及び竹林を効率的に管理できる体制が整った。
・　補助対象条件の拡充をお願いしたい。

11,841,610
8,878,000

・　粉砕機の導入により、竹林整備で伐採した竹の粉砕が可能になり、竹林整備の効率化が図れた。
・　刈払機、チェーンソーの導入により、事業実施団体の活動支援の充実が図れた。

・　導入した粉砕機等の機器について、利用率が向上するよう指導に努める。
・　導入した粉砕機等が市町村の貸出規定に基づき、円滑に利用されるよう指導に努める。

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

9

事 業 の 目 的
市町村が刈払機、粉砕機、チェーンソー、動力ウインチを購入・保守管理し、貸与規定を整備して、市
町村提案型事業に取り組む地域の団体等へ貸与し、地域の取組を支援する。

合計
6
9

13,963,100
10,090,000

合計
6

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

荒廃した里山・平地林の整備（粉砕機、刈払機の購入）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
刈払機、粉砕機の購入

補 助 率
補助率3／4以内
（ただし上限、刈払機50千円／台、粉砕機2,800千円／台、チェーンソー100千円／台、動力ウインチ
300千円／台とする）

・ 導入台数 粉砕機６台、刈払機４台、チェーンソー２台 （ ６市町村 ）

【令和３年度の実績】 ８,８７８千円
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

粉砕機 刈払機 チェーンソー
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 新規 太田市 樹木粉砕機購入事業
太田市

農業政策課
放置竹林の整備をさらに推進するため粉砕機を追加で整
備する。

3,905,000 2,800,000 2,655,400 1,991,000 1

R3 新規 渋川市 渋川市 渋川市
ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための刈払機（3台）
を購入する。

105,600 79,000 103,620 77,000 3

R3 新規 渋川市 渋川市 渋川市
ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための粉砕機（1台）
を購入する。

852,500 639,000 836,000 627,000 1

R3 新規 安中市 安中市竹林整備事業 安中市
地域住民の自主的な竹林管理を促進を図るための貸し
出し用粉砕機購入。

969,000 969,000 904,750 678,000 1

R3 新規 甘楽町 竹林整備（管理） 甘楽町

令和３年度に困難地支援整備にて実施を計画している紅
葉山北東通学路竹林整備において竹林の整備に活用す
る。また、過去に整備を行い、現在の管理箇所においても
竹林が増えており、地域の活動団体における管理作業に
活用したい。

3,500,000 2,100,000 2,992,000 2,244,000 1

R3 新規 甘楽町 竹林整備（管理） 甘楽町

令和元年度に整備した上引田竹林整備や令和３年度に
困難地支援整備を計画している２箇所など地域の活動団
体における管理作業において竹林の管理箇所が増えて
いることから地域の活動団体における管理作業に活用し
たい。

1,340,000 1,005,000 1,100,000 825,000 1

R3 新規 中之条町 粉砕機購入事業 中之条町
市町村提案型事業にて行う伐採後の支障木、竹、篠など
を現地で破砕することで、作業の効率化や景観向上を図
る

3,169,000 2,376,000 3,146,000 2,359,000 1

R3 新規 明和町 明和町機器購入(刈払機）事業 明和町
刈払機1台を購入し、間接補助事業者に貸与する仕組み
を整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うため

33,000 33,000 44,000 33,000 1

R3 新規 明和町
明和町機器購入(チェーンソー）
事業

明和町
チェーンソーを2台購入し、間接補助事業者に貸与する仕
組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うため

89,000 89,000 59,840 44,000 2

13,963,100 10,090,000 11,841,610 8,878,000 6 4 2

廃止

備考

合計

荒廃した里山・平地林の整備　【刈払機、粉砕機の購入】　事業一覧

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越
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事業成果 町がチェーンソーを貸与し森林及び竹林を効率的に整備できる体制が整った。

導入台数 ２台 事業費（県民税） 59,840円 （44,000円）

事業名 明和町機器購入(チェーンソー）事業

事業実施主体 明和町 市町村名 明和町

事業成果 町が粉砕機を貸与し竹林を効率的に整備できる体制が整った。

導入台数 1台 事業費（県民税） 3,146,000円 （2,359,000円）

事業名 粉砕機購入事業

事業実施主体 中之条町 市町村名 中之条町

チェーンソー購入

粉砕機購入
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
事業費 廃止等の事業費
うち県民基金 うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費
　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

廃止等の主な理
由

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
事業の中止

合計
7

・　保護活動により生じた伐採木をチップにし、地面に敷くことで来訪者の踏み荒らし防止のための見学路を整備するこ
　　とができた｡
・　会員の高齢化や次世代の担い手育成に課題を感じている｡保護活動については村の広報誌などで周知･勧誘を図
　　っているが現役世代に参加してもらうには工夫が必要である｡
・　村民に向けて外来種の防除について啓蒙活動が必要と思われる｡

2,908,615
2,448,000

・　保護・保全活動に地域住民等が参加することにより、地域の自然環境の保護・保全に対する意識の向上が図れた。
・　７市町村１５箇所で事業を実施し、対象となる貴重種の生息地の保護・保全が図られた。

・　２０１２年に改訂された県レッドリストに指定される希少種は約６５０種あるが、今後もこれらの種が生育・生息する環
　　境の保護・保全の取組について積極的に支援していく。
・　新たに希少種が生育・生息する環境の保護・保全に取り組む団体を市町村と協力し育成・支援に努める。

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

15

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

貴重な自然環境の保護・保全　実施報告

貴重な自然環境の保護・保全
活動支援・付帯施設整備

補 助 率
活動支援：1事業当たり上限500千円（ただし、継続して実施する場合、2年目以降は1事業当たり上限250千円
とする）
付帯施設整備：補助率1／2以内（ただし、上限2,000千円とする）

3,400,000
2,805,000

事 業 の 目 的
市町村あるいは地域住民・NPO・ボランティア団体等が行う、県動植物レッドリストで野生絶滅種及
び絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定されている種（約650種）が生息している地域の保護・保全活動を支
援する。

合計
7
16

合計
1
1

80,000
80,000

・ 取組件数 １５事業 （ ７市町村 ）

・ 対象となる貴重種 動物１０種 ミヤマシジミ、ヤリタナゴほか 植物１５種 アサザ、カッコソウほか

【令和３年度の実績】 ２,４４８千円
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新規

継続
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)

R3 継続 前橋市 活動支援 甦らせよう覚満淵の希少植物 赤城山の自然保護活動推進協議会
覚満淵に生息する絶滅危惧種の「イトイヌノハナヒゲ（IA）」等の生育環境保護のための整備、及び保護に関す
る啓発活動

250,000 250,000 34,034 34,000

R3 継続 前橋市 活動支援 クロメダカの保護育成活動 牛池川の豊かな思い出を育む会
絶滅危惧種IAである前橋メダカ（クロメダカ）の保護、繁殖活動並びに県民に対して、前橋メダカを深く理解しても
らうための広報活動と保護するための啓発活動。

30,000 30,000 30,000 30,000

R3 継続 前橋市 活動支援 野メダカを育てる会支援事業 野メダカを育てる会
絶滅危惧種の「前橋メダカ（クロメダカ）（IA）」の保護、繁殖活動並びに県民に対して、前橋メダカを深く理解して
もらうための広報活動と保護するための啓発活動

270,000 250,000 250,000 250,000

R3 継続 高崎市 活動支援 ミヤマシジミ保全活動 高崎市 絶滅危惧ⅠB類に指定されているミヤマシジミの生息地において刈り払い等の整備を行う 80,000 80,000 81,274 80,000

R3 継続 高崎市 活動支援 鳴沢湖周辺環境保護・保全及び啓発活動事業
NPO法人
みさと鳴沢ドリームチーム

鳴沢湖の周辺には、絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定されているオオヨシゴイ、サシバ、クマタカ、ニホンアカガエル、
ウナギ、ホトケドジョウなどの生息が確認されており、これらの生息環境を守るため草刈りや樹木の剪定などの
活動を行う

250,000 250,000 259,635 250,000

R3 継続 伊勢崎市 活動支援
男井戸川ビオトープ絶滅危惧種、準絶滅危惧
種保全事業

殖蓮地区自然環境を守る会
男井戸川ビオトープには、県レッドデータブックに掲載されているアサザ、キタミソウ等が自生しており、地域はも
とより群馬県の貴重な財産であることから、保全活動を通じて後世に繋ぐとともに、地域住民における身近な自
然を理解し、守り育てる。

250,000 250,000 250,468 250,000

R3 継続 伊勢崎市 活動支援
波志江町一丁目地区内キンラン・ギンラン生息
地保護事業

波志江町一丁目区
県レッドデータブックに掲載されているキンラン、ギンランの生息地における定期的な除草、盗掘等の被害防止
のための周辺パトロールを実施し保護を図る。

180,000 180,000 181,424 180,000

R3 継続 伊勢崎市 活動支援 三和町堤区内キタミソウ生息地管理事業 三和町堤区
県レッドデータブックに掲載されているキタミソウ自生地における定期的な除草、調査や観察会を実施すること
で、群馬県の貴重な財産であるこれらの種の保護を図る。

63,000 63,000 64,804 63,000

R3 継続 館林市 活動支援 蛇沼湿原環境整備事業
館林市
地球環境課

蛇沼湿原において葦刈りを行うことで、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る 825,000 250,000 693,000 250,000

R3 継続 藤岡市 活動支援 旧笹川をきれいにする事業 旧笹川をきれいにする会 刈り払い等により絶滅危惧種「ヤリタナゴ」の生息地の保全を図るとともに、森林の働きについて学習を行う 200,000 200,000 200,062 200,000

R3 継続 藤岡市 活動支援 かんな川水辺の楽校環境教育事業 かんな川水辺の楽校運営協議会 刈り払いや清掃活動により、絶滅危惧種「ギバチ」の生息環境の保全を図る 250,000 250,000 250,046 250,000

R3 継続 みどり市 活動支援 カッコソウ保全事業 小平さくら草の会 絶滅危惧種である「カッコソウ」の生息環境の保全を図る 250,000 250,000 251,140 250,000

R3 継続 嬬恋村 活動支援 ギンラン等希少植物保護活動支援事業 浅間山熔岩樹型保護員会
絶滅危惧種クリンソウ、ギンラン、イチョウラン、ミヤマウズラ、サクラソウの生息地の刈り払い等により保全を図
る

180,000 180,000 135,800 135,000

R3 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸山希少植物保護活動（レンゲツツジ保
存会）事業

湯の丸レンゲツツジ保存会 ササの刈り払いや雑木の伐採により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る 62,000 62,000 47,200 47,000

R3 継続 嬬恋村 活動支援 希少植物保護活動支援事業 嬬恋軽井沢自然倶楽部 刈り払い等により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る 180,000 180,000 179,728 179,000

R3 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸山希少植物保護活動（ジオパークガイド
会）支援事業

ジオパークガイド会 ササの刈り払い等により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る 80,000 80,000 80,000 80,000

3,400,000 2,805,000 2,908,615 2,448,000 80,000 80,000

繰越 廃止

備考

合計

貴重な自然環境の保護・保全　事業一覧

年度 市町村名 細々区分 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績
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事業成果 沼の水量を調整し、葦の刈払いを実施することができた。

希少種 オニバス、タコノアシ他2種 事業費（補助金） 693,000円 （250,000円）

事業名 蛇沼湿原環境整備事業

事業実施主体 館林市　地球環境課 市町村名 館林市

事業成果
獣害対策として、防護柵の設置を拡充しカッコソウを保護するための環境を整備することができ
た。

希少種 カッコソウ 事業費（補助金） 251,140円 （250,000円）

事業名 カッコソウ保全事業

事業実施主体 小平さくら草の会 市町村名 みどり市

活動状況

整備前 整備後
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
事業費 廃止等の事業費
うち県民基金 うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費
　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・   子供たちが興味深く取り組むことができ、環境教育の一環として意義深い学習をすることができた。
・   木工体験を通じて、地元産の木材を使用したことにより、市の林業のPRや地元団体への寄与、担い手確保の一端を
     担うことができた。
・   林業事業体と協力し、森林の大切さを参加者が理解しやすいイベントを開催することができた。

廃止等の主な理由
新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業
の中止等

合計
19
33

16,154,728
14,230,000

・　１９市町村、３３事業により延べ８，４９９人が参加し、幼稚園児から大人までと幅広い年齢層に森林環境や林業に対す
る
    理解を深めることができた。

・　教育委員会などと連携し、実施市町村（団体）の拡大を図っていく。
・　ぐんま緑の県民基金を用いて「森林ボランティア活動・森林環境教育の推進」で育成した講師（緑のインタープリター）を
    斡旋し、各団体が本メニューに取り組みやすい体制づくりに努める。
・　より多くの方に観察会等に参加してもらえるよう事業の周知活動を進める。

・　適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

50 17
30,543,998 6,232,088
24,844,000 3,298,000

事 業 の 目 的 児童生徒や県民を対象とする森林環境教育及び森林体験活動に対して支援する。

合計 合計
21 9

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

森林環境教育・普及啓発　実施報告

森林環境教育・普及啓発

補助率

1市町村当たり上限3,000千円（ただし、学校、教育関係団体及びNPO・ボランティア団体等に間接補
助する場合は1団体当たり上限300千円とする）
加算措置：学校、教育関係団体が森林環境教育・普及啓発を実施する場合に、１校（団体）当たり150
千円を上限として加算（ただし基礎枠を越えた場合）

・ 取組件数 １９市町村 ３３事業 参加人数 ８，４４９人

【令和3年度の実績】 １4,２３０千円
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

参加人数
事業
費

(円）

県補助
金

（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 継続 太田市 森林環境教育 森林環境教育自然観察会
太田市教育委員会
学校教育課

赤城山覚満淵や榛名山沼ノ原周辺において森林環境教育や自然体験活動を行い地
球温暖化や生物多様性の保全に森林が果たす役割の理解を進める

3,600,000 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,028

R3 継続 板倉町 森林環境教育 自然体験教室  板倉町立板倉中学校 赤城山において森林環境学習を実施することで、森林への関心を高める 1,452,000 300,000 1,002,884 300,000 117

R3 継続 大泉町 森林環境教育 ぐんま緑の県民基金自然体験活動支援事業  大泉町教育委員会 赤城山周辺での自然観察会や野外体験活動を通して森林の持つ役割について理解を深める1,897,500 900,000 1,405,600 900,000 374

R3 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（邑楽中学校）  邑楽町立邑楽中学校
覚満淵周辺での自然観察や野外体験活動を通して、森林の役割、森林保全に対す
る理解や意識向上に努める

923,712 300,000 923,712 300,000

R3 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（邑楽南中学校）  邑楽町立邑楽南中学校
覚満淵周辺での自然観察や野外体験活動を通して、森林の役割、森林保全に対す
る理解や意識向上に努める

571,176 300,000 571,176 300,000

（コーディネーター対応業務） 8,444,388 5,400,000 4,208,484 3,000,000 1,519 1,494,888 600,000

R3 継続 館林市 森林環境教育 足尾フィールドワーク  館林市教育委員会（学校教育課）
環境学習や植樹体験を通して、環境問題や森林を育てる大切さについて理解を深め
る

182,000 148,000 182,000 148,000

R3 新規 館林市 森林環境教育 足尾植樹と産業遺跡を訪ねる  館林市教育委員会（学校教育課）
環境学習や植樹体験を通して、環境問題や森林を育てる大切さについて理解を深め
る

182,000 148,000 182,000 148,000

R3 継続 藤岡市 森林環境教育 林業体験教室 藤岡市立美九里東小学校 間伐体験及び木工工作体験、キノコ栽培を行い、森林への関心を高める 250,000 250,000 250,912 250,000 68

R3 継続 安中市 森林環境教育 秋間小学校森林環境教育事業  市立秋間小学校校長　渡辺　泰弘 地域の森林を題材とした環境教育 300,000 300,000 147,500 147,000 113

R3 継続 榛東村 森林環境教育 榛東村立小学校林間学校実施事業  榛東村立北小学校榛東村立南小学校 森林環境教育を実施し森林の重要さを学ぶ。 721,500 600,000 337,280 337,000 156

R3 新規 南牧村 森林環境教育 森林環境教育及び森林体験活動 南牧村教育委員会事務局 地域人材による森林環境教育と森林体験活動（キャリア教育、伐採現場や山林及び製材所の見学、間伐材を利用した木工作、植林(栽)体験）を通じ、ふるさと学習を行う。300,000 300,000 391,885 300,000 186

R3 新規 玉村町 森林環境教育 ぐんま緑の県民基金森林環境教育支援事業玉村町教育委員会 玉村町の小学生を対象とした体験教育を実施し、森林環境への理解を深める。 300,000 300,000 578,372 300,000 118

R3 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（高島小学校）  邑楽町立高島小学校 現地における森林環境学習を通して、森林保護・環境保全の重要性を実感させる 200,000 200,000 100,000 100,000 29

R3 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（長柄公民館） 邑楽町教育委員会（長柄公民館） 自然環境の豊かな地域を訪れ、自然観察等を通して、森林や生態系について学ぶ 250,000 250,000 31,061 31,000 24

2,685,500 2,496,000 1,837,010 1,465,000 694 364,000 296,000

（小中学校又は市町村教育委員会が実
施主体である事業）

11,129,888 7,896,000 6,045,494 4,465,000 2,213 1,858,888 896,000

R3 継続 前橋市 森林環境教育 松枯れ林地再生事業 NPO法人赤城自然塾
下刈りや植栽等の森づくりを通して森林環境教育を行い、森林環境への理解と保全
の重要性について学ぶ。

300,000 300,000 159,500 159,000 30

R3 継続 前橋市 森林環境教育
幼児への森林環境教育及び森林体験
活動

ＮＰＯ法人まえばし保育ﾈｯﾄﾜｰｸ 幼児を対象とした森林内での体験活動を通じた森林環境教育 400,000 300,000 400,000 300,000

小計

小計

計

森林環境教育・普及啓発　事業一覧

年度 市町村名 細々区分 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

参加人数
事業
費

(円）

県補助
金

（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

年度 市町村名 細々区分 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

R3 継続 前橋市 森林環境教育 森のようちえん・森のほいくえん
特定非営利活動法人あかぎの森のようち
えん

幼児を対象とし、森のようちえんの考え方を取り入れた森林内での体験活動を通じた
森林環境教育

300,000 300,000 302,306 300,000 529

R3 新規 前橋市 森林環境教育 橘山森林環境教育事業 田口町自治会
地域の中学生を対象にした里山の環境や生物の多様性について体験的に学ぶ森林
環境教育

165,000 165,000 166,516 165,000 239

R3 継続 前橋市 森林環境教育
ぐんま緑の県民基金自然体験活動支援
事業

前橋市教育委員会
前橋市立学校の児童生徒を対象にした森林環境の重要性の理解と、森林を保全しよ
うとする態度の育成を目的とした森林環境教育

9,600,000 9,600,000 5,679,000 5,679,000 2,962

R3 継続 高崎市 森林環境教育 倉渕親子自然体験ツアー 高崎市
ホタルの観察会や森林体験及び木工クラフト体験を通じて、自然環境への関心を高
める

525,000 525,000 229,657 229,000 86

R3 継続 高崎市 森林環境教育 観音山山桜観察会 O.C.B会
自然観察会や講演会によりヤマザクラに対する理解が深まり、里山への関心を高め
る

300,000 300,000 347,632 300,000 173

R3 継続 高崎市 森林環境教育
親子竹工作体験・ネイチャークラフト体
験

群馬の森サポーターズクラブ
ネイチャークラフト体験や親子による竹の間伐体験、自然観察会等により森林資源の
利用意識の向上を図る

100,000 100,000 100,000 100,000

R3 継続 高崎市 森林環境教育 観音山公園森林環境教育活動 環境アドバイザー高崎地区会 里山整備についての体験学習や自然観察会により森林への理解を深める 300,000 300,000 300,155 300,000 166

R3 新規 桐生市 森林環境教育 林業体験事業
桐生市
林業振興課

間伐から木工体験までの一連の作業を通して、森林や林業への理解を深める 520,000 320,000 363,000 320,000 19

R3 新規 桐生市 森林環境教育
環境保全活動事業
こども環境教室

桐生市
環境課

足尾銅山の緑化状況の見学と植樹体験により、森林の機能と重要性について学ぶ 309,000 300,000 309,000 300,000

R3 継続 桐生市 普及啓発 親子森林環境教育事業 桐生自然観察の森
さまざまな生きものの観察や自然体験を通して、森林環境における生物多様性の理
解を深める

100,000 100,000 80,938 80,000 33

R3 継続 桐生市 普及啓発 森の生きもの調べ事業 桐生自然観察の森 園内での生物調査の方法や生きものについての講座を通じて森林環境教育を行う 95,000 95,000 88,963 88,000 45

R3 継続 桐生市 普及啓発 里山保全事業 桐生自然観察の森 シカによる森林被害について学び、森林環境やその管理について理解を深める 179,000 179,000 108,748 108,000 9

R3 継続 桐生市 普及啓発 森で健康になろう 桐生自然観察の森
森林の中でﾖｶﾞやフィットネスを行い、森林何おける運動効果を実感することで、森林
への関心を高める

45,000 45,000 36,920 36,000 39

R3 継続 伊勢崎市 森林環境教育 守ろう群馬の森と水 殖蓮地区自然環境を守る会
損なわれつつある森林を整備することで川の水は良好な水質に保たれ、その川の中
へサケを放流することで、新しい命が育まれ遡上することを学ぶとともに、森林環境
整備の重要さを学習する。

250,000 250,000 199,050 199,000 1,030

R3 継続 館林市 森林環境教育 多々良アカマツ植樹体験事業
館林市
緑のまち推進課

植樹体験を通じて、森林の重要性について学ぶ 140,000 90,000 140,000 90,000

R3 継続 館林市 森林環境教育 森林浴と自然観察会
館林市
緑のまち推進課

森林において自然観察を行い、緑化意識の向上を図る 163,700 159,000 163,700 159,000

R3 継続 館林市 森林環境教育 森林体験教室
館林市
緑のまち推進課

ツリーイングや森林学習を行うことで、緑や樹木に触れ、緑化意識の向上を図る 466,100 457,000 466,100 457,000
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

参加人数
事業
費

(円）

県補助
金

（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

年度 市町村名 細々区分 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

R3 継続 館林市 森林環境教育 緑化イベント～身近な緑を楽しもう～  館林市緑のまち推進課 地域に存在する貴重な古木について学ぶことにより、緑化意識の向上を図る 118,000 93,000 20,734 20,000 11

R3 新規 館林市 森林環境教育 緑とのふれあい事業  館林市緑のまち推進課 森林内での散策や木工体験を通じて、森林の持つ多様な役割を学習する 223,400 217,000 223,400 217,000

R3 継続 館林市 森林環境教育 公園を散策しよう  館林市緑のまち推進課
公園において、ネイチャーゲームや森林に触れる体験を通じて、身近な緑について再
認識し、緑化意識の向上を目指す

33,000 33,000 33,000 33,000

R3 継続 館林市 森林環境教育 向井千秋記念子ども科学館教育普及事業  向井千秋記念子ども科学館 森林の観察等を通して、地域の森林環境や生物への関心を高める 76,000 76,000 65,000 65,000 199

R3 継続 渋川市 森林環境教育 緑で包む里山整備事業（小野池周辺）  NPO法人渋川広域ものづくり協議会
NPO法人による渋川市民等を対象とした小野池あじさい公園での自然観察会と植樹
体験を通した森林の役割の学習

50,000 50,000 39,790 39,000 120

R3 継続 藤岡市 森林環境教育 林業体験教室 桜山観光道路雲尾線保全会
森林学習により森林の働きや整備の大切さへの理解を深めたうえで、間伐作業体験
を行うことで、森林を守り育てる意識の創造に資する

300,000 300,000 300,000 300,000 35

R3 継続 富岡市 森林環境教育 市町村提案型事業 甘楽富岡農業協同組合

シイタケの栽培方法は原木から菌床へと主流が変わり、現在では原木栽培は栽培者
数全体の1割ほどでしか行われていない貴重な栽培方法となっている。里山との関わ
りが深い原木シイタケを通じて、原木栽培を続ける生産者の多い甘楽富岡地域の産
業と森林についての理解を深めてもらう。

200,000 200,000 53,088 53,000 55

R3 継続 安中市 森林環境教育 秋間梅林森林環境教育事業  秋間梅林観光協会代表　砂岡　恵子 伐採・植樹・剪定を体験することで、森林を守り育てる意識を育む 300,000 300,000 277,050 277,000 31

R3 継続 みどり市 森林環境教育 林業体験事業 みどり市（農林課） 間伐から木工体験までの一連作業を通じて、森林について学ぶ 519,000 300,000 507,987 300,000 66

R3 新規 みどり市 森林環境教育 こども環境教室 みどり市（生活環境課） 植樹体験を通して、緑化意識の向上を図る 43,000 41,000 43,000 41,000

R3 継続 草津町 森林環境教育 「草津・白根自然学校」活動支援事業 草津町 森林散策や冬の森のスノーシューウオークなどにより、自然に触れて森林の重要性の高める 350,000 300,000 334,400 300,000 115

R3 継続 川場村 森林環境教育  健康村里山自然学校森林環境教育支援事業川場村 森林環境教育や林業体験により森林林業への関心を高める 299,530 299,000 299,420 299,000 103

R3 継続 川場村 森林環境教育  学校林の手入れ支援事業 川場村 森林環境教育や林業体験により森林林業への関心を高める 149,380 149,000 149,380 149,000 141

R3 継続 板倉町 森林環境教育 板倉町子ども会自然体験スクール  板倉町子ども会育成会連絡協議会 森林環境学習により、森林への関心を高める 1,600,000 300,000 1,600,000 300,000

R3 継続 明和町 普及啓発 子ども野外活動  明和町生涯学習課 赤城山周辺での体験学習を通して、森林について学習する 630,000 150,000 630,000 150,000

R3 継続 明和町 森林環境教育 森林野草観察教室  明和町生涯学習課 森林に自生する植物や森林の役割について学習し、森林への関心を高める 60,000 50,000 60,000 50,000

R3 継続 千代田町 森林環境教育 森林体験ツアー  千代田町産業観光課 赤城山周辺での森林体験を通して植物に触れ、森林への興味を深める 205,000 205,000 205,000 205,000

19,414,110 16,948,000 0 10,109,234 9,765,000 6,236 4,373,200 2,402,000

30,543,998 24,844,000 16,154,728 14,230,000 8,449 6,232,088 3,298,000

計

合計
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事業成果
参加者からは、地元には様々な種類の植物があることを発見できたとの声があがった。
多々良沼周辺での観察会では、葦焼き後の植林など貴重な体験ができた。

参加人数 24人 事業費（補助金） 31,061円 （31,000円）

事業名 自然体験活動支援事業（長柄公民館）

事業実施主体 邑楽町教育委員会（長柄公民館） 市町村名 邑楽町

事業成果
木工体験において「桐生市産木材」を使用してことで、市の林業のPRと林業の担い手確保の一端を担うこ
とができた。

参加人数 19人 事業費（補助金） 363,000円 （320,000円）

事業名 林業体験事業

事業実施主体 桐生市　林業振興課 市町村名 桐生市

木工体験

  

丸太切り体験
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 採択箇所数
事業費 事業費
うち県民基金 うち県民基金

廃止理由

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事 業 の 目 的 水源地域の森林の公有林化や平地林を公有化あるいは造成しようとする市町村の取組を支援する。

合計

合計 合計

合計

基 本 方 針 里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造

森林の公有林化　実施報告

森林の公有林化
水源地域の公有林化、平地林の公有林化

補 助 率 補助率1／2以内（ただし、上限10,000千円とする）

【令和３年度の実績】
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 5,400,000

うち県民基金 2,700,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

今後の管理の継続について、管理団体の高齢化による管理不足が問題となっている｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

安心・安全な生活環境の確保が継続できている｡

事業成果 野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林･里山林の整備により緩衝帯を設けることができた｡

面積 1.70ha
事業費

（補助金）
3,427,391円 （1,350,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 野生鳥獣の隠れ場となっている、竹林・里山林を整備し、野生鳥獣害の低減を図る。

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１／１９）

事 業 名 里山元気再生事業 実施主体／市町村 高崎市

作業中
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 13,902,570

うち県民基金 6,951,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

被害木の把握と対応については、今後も対策を講じていくとともに、新たな被害木を増やさないよう、市内一斉の対策や伐
採など具体的な方法の検討が必要である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】
広報紙の活用や、管理者間の情報共有などから広く周知されるようになり、被害木や被害が疑われる木の報告が多く寄
せられた｡
また市内の行政センター窓口でスプレー剤を貸し出しできるよう体制を構築した｡

事業成果 樹幹注入の被害拡大防止に寄与した｡

面積
事業費

（補助金）
13,140,460円 （6,570,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（２／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリの防除・駆除事業 実施主体／市町村 太田市
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,497,210

うち県民基金 748,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

管理団体への貸し出しの際に、機械の管理と整備を徹底する｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

住民が伐採から粉砕まで行う事で、森林整備や景観保全の意識が高まった。

事業成果 粉砕機の貸し出しにより、森林・竹林の整備に対する意識を高めることができた。

面積 粉砕機1台
事業費

（補助金）
1,398,738円 （699,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的
市内の放置竹林について、一層の整備推進を図るため県民基金事業実施団体だけではなく広く一般市民へ貸与
するための竹粉砕機を購入する。

１／２以内

独自提案事業　実施報告（３／１９）

事 業 名 竹粉砕機購入事業 実施主体／市町村 沼田市
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 10,359,800

うち県民基金 5,179,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

樹幹注入は手間やコストが大きい。また新薬による予防方法も検討中である。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

樹幹注入の業務委託方法について、単価契約をすることにより予定外の被害木に柔軟に対応できる体制を整えた。

事業成果
令和元年度より継続して事業を実施しており、当初はカバーできなかった小規模の公園の被害木もリストアップし
て、被害拡散防止に努めた。

面積
事業費

（補助金）
6,235,536円 （3,117,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（４／１９）

事 業 名 公共施設クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 館林市(緑のまち推進課)
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 5,984,000

うち県民基金 2,992,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

事業の周知活動に注力し、被害拡大防止に努めたい。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

令和2年度より事業を開始しており、制度が浸透し、地域住民より昨年度を大幅に上回る申し込みがあり、市内の広範囲
の民地のサクラに樹幹注入を実施することができた。

事業成果 樹幹注入の実施によりフラスの排出量が減少するなど、被害の拡大防止に一定の効果がみられた。

面積
事業費

（補助金）
5,489,000円 （2,744,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（５／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ被害木樹幹注入事業 実施主体／市町村 館林市(地球環境課)
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 12,760,152
うち県民基金 6,380,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

所有者に整備地の管理について周知を行う。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元自治会等の要望のあった箇所の整備であり、周辺住民だけでなく、周辺で耕作している農業従事者にも歓迎された。

事業成果 地元住民では手が付けられなかった竹林が整備されたことにより、所有者が管理する契機にもなった。

面積 2.37ha
事業費

（補助金）
11,799,246円 （5,899,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 渋川市による放置竹林を対象とした、獣害対策、道路などへの掛かり木等の解消を目的とした竹林の整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（６／１９）

事 業 名 竹林整備事業（中郷他４地区） 実施主体／市町村 渋川市

作業前 作業後
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 2,283,000

うち県民基金 1,141,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 県道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.33ha
事業費

（補助金）
2,079,000円 （1,039,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（7／１９）

事 業 名 R3西中之条宮澤森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

完成着工前
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 2,200,000

うち県民基金 1,100,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 県道、町道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.07ha
事業費

（補助金）
2,068,000円 （1,034,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（８／１９）

事 業 名 四万温泉山口駐車場付近森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

完成着工前
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 5,280,000

うち県民基金 2,640,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 町道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.33ha
事業費

（補助金）
4,103,000円 （2,051,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（９／１９）

事 業 名 折田板渡戸森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

完成着工前
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,100,000

うち県民基金 550,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 冬期の日照改善により、、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.13ha
事業費

（補助金）
1,017,500円 （508,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１０／１９）

事 業 名 R3折田瀧沢地区森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

着工前 完成
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 2,749,000

うち県民基金 1,374,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 冬期の日照改善により、、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.26ha
事業費

（補助金）
3,652,000円 （1,826,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林管理

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１１／１９）

事 業 名 太子森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

着工前 完成
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,980,000

うち県民基金 990,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした｡

事業成果 冬期の日照改善により、、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった｡

面積 0.15ha
事業費

（補助金）
1,969,000円 （984,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 日照改善による道路凍結防止のための森林整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１２／１９）

事 業 名 入山京塚森林整備事業 実施主体／市町村 中之条町（農林課）

着工前 完成
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 7,519,490

うち県民基金 3,759,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

ぐんま緑の県民基金事業の第Ⅲ期が未定であるため、事業が終了した場合、管理が続くか懸念がある｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元管理団体に同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した｡

事業成果 整備により野生鳥獣害対策や景観保全が図られた｡

面積 0.28ha
事業費

（補助金）
7,513,000円 （3,756,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１３／１９）

事 業 名 大久保地区森林伐採事業 実施主体／市町村 東吾妻町

作業状況
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 7,393,100

うち県民基金 3,696,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

ぐんま緑の県民基金事業の第Ⅲ期が未定であるため、事業が終了した場合、管理が続くか懸念がある｡

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元管理団体に同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した｡

事業成果 整備により野生鳥獣害対策や景観保全が図られた｡

面積 0.08ha
事業費

（補助金）
6,578,000円 （3,289,000円）

採 択 の
考 え 方

森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場
合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の１／２以内、同一地につき１回限り
を条件に独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１４／１９）

事 業 名 古谷地区森林伐採事業 実施主体／市町村 東吾妻町

作業中
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,937,870

うち県民基金 968,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

板倉町では対象箇所の所管課で樹木調査を行い、その結果を基に被害木の樹幹注入を行っているが、被害木は年々増
加傾向にある。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

樹幹注入作業は被害本数が膨大であることから、市町村提案型事業を利用し業務委託を検討したい。

事業成果
当初予定していた被害木本数を大きく上回ったが、実施工程や作業方法を見直すことで、被害木に樹幹注入を実
施することができた。

面積
事業費

（補助金）
2,052,200円 （1,026,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１５／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 板倉町
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,180,000

うち県民基金 590,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

樹幹注入により被害拡大を防止していく。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

市町村提案型事業の補助率の引き上げをお願いしたい。

事業成果 被害拡大防止のため、薬剤の樹幹注入を実施し、被害拡大を防止した。

面積
事業費

（補助金）
596,530円 （298,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１６／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村
明和町

住民環境課

76



【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 3,236,750

うち県民基金 1,618,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

令和元年度より樹幹注入を実施しているが、今後も本事業を実施するとともに、他の防除方法も検討していく必要がある。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

町職員が直営で事業を実施したことで迅速な施工ができただけでなく、職員にクビアカツヤカミキリの防除意識が芽生え、
成虫の捕殺等への前向きな姿勢がみられるようになった。

事業成果 樹幹注入により、クビアカツヤカミキリの防除は着実に進んだ。

面積
事業費

（補助金）
2,675,200円 （1,337,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１７／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村
千代田町

産業観光課
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 5,607,296

うち県民基金 2,803,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

各公共施設の防除については、今後も継続していく予定であるが、町内の被害がさらに拡大した場合、職員の対応の限界
や予算不足が懸念するため、どのような対応が可能なのか新たな手法の検討が必要と考える。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

大泉町では町民に対し、町広報誌やHPへの掲載、窓口でのチラシ配布などクビアカツヤカミキリに関する注意喚起や発
見時の捕殺、情報提供の協力依頼を行っている。

事業成果 クビアカツヤカミキリの被害状況確認や被害木の薬剤注入を行い、被害状況の把握や防除に努めた。

面積
事業費

（補助金）
5,016,350円 （2,508,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１８／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村
大泉町

環境整備課
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 1,000,000

うち県民基金 500,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているが、今後も被害が拡大しないようできる限り事業を拡大し実施していきたい。

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

被害木の中には既に駆除ではなく伐倒をしなくてはならないものも出てきているので、事業に伐倒も必要だと考えられる。

事業成果 被害拡大防止のため、薬剤の樹幹注入を早急に実施することができた。

面積
事業費

（補助金）
979,000円 （489,000円）

採 択 の
考 え 方

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意
義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑
の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。

事 業 の 目 的 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１９／１９）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村
邑楽町
(安全安心課)
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

整備面積
（ha）

公有林化面
積( ha)

機器購入
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R3 新規 高崎市 里山元気再生事業
町内会ほか
(9団体)

野生鳥獣の隠れ場になっている竹林や里山林等の伐採・
下刈りにより集落との間に緩衝帯を整備し、野生鳥獣被
害の低減を図る

5,400,000 2,700,000 3,427,391 1,350,000 1.70

R3 継続 太田市
クビアカツヤカミキリの防
除、駆除事業

太田市
環境政策課

クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているため、薬剤注入
による対策を継続する

13,902,570 6,951,000 13,140,460 6,570,000

R3 新規 沼田市 竹粉砕機購入事業
沼田市（農
林課）

市内の放置竹林について、一層の整備推進を図るため県
民基金事業実施団体だけではなく広く一般市民へ貸与す
るための竹粉砕機を購入する。

1,497,210 748,000 1,398,738 699,000 粉砕機1台

R3 継続 館林市
公共施設クビアカツヤカミ
キリ対策事業

館林市
緑のまち推
進課

クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているため、薬剤注入
による対策を実施する

10,359,800 5,179,000 6,235,536 3,117,000

R3 継続 館林市
クビアカツヤカミキリ被害
木樹幹注入事業

館林市
地球環境課

被害木への薬剤注入により、被害の拡散を防止する 5,984,000 2,992,000 5,489,000 2,744,000

R3 新規 渋川市
竹林整備事業（中郷他４
地区）

渋川市
渋川市内に放置林多くあり、道路への掛かり木、有害鳥
獣の住処となることから、地域の安心安全のため整備を
行う。

12,760,152 6,380,000 11,799,246 5,899,000 2.37

R3 新規 中之条町
R3西中之条宮澤森林整
備事業

中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 2,283,000 1,141,000 2,079,000 1,039,000 0.33

R3 新規 中之条町
四万温泉山口駐車場付近
森林整備事業

中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 2,200,000 1,100,000 2,068,000 1,034,000 0.07

R3 新規 中之条町 折田板渡戸森林整備事業 中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 5,280,000 2,640,000 4,103,000 2,051,000 0.33

R3 新規 中之条町
R3折田瀧沢地区森林整
備事業

中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 1,100,000 550,000 1,017,500 508,000 0.13

R3 新規 中之条町 太子森林整備事業 中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 2,749,000 1,374,000 3,652,000 1,826,000 0.26

R3 新規 中之条町 入山京塚森林整備事業 中之条町 日照改善による道路凍結防止のための森林管理 1,980,000 990,000 1,969,000 984,000 0.15

R3 新規 東吾妻町 大久保地区森林伐採事業 東吾妻町
野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森
林の整備を行う

7,519,490 3,759,000 7,513,000 3,756,000 0.28

R3 新規 東吾妻町 古谷地区森林伐採事業 東吾妻町
野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森
林の整備を行う

7,393,100 3,696,000 6,578,000 3,289,000 0.08

R3 継続 板倉町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

板倉町
クビアカツヤカミキリによる被害が拡大してるため、薬剤
の樹幹注入による対策を進める

1,937,870 968,000 2,052,200 1,026,000

R3 継続 明和町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

明和町
住民環境課

クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注
入による対策を進める

1,180,000 590,000 596,530 298,000

R3 継続 千代田町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

千代田町
産業観光課

クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注
入による対策を進める

3,236,750 1,618,000 2,675,200 1,337,000

R3 継続 大泉町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

大泉町
環境整備課

クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注
入による対策を進める

5,607,296 2,803,000 5,016,350 2,508,000

R3 継続 邑楽町
クビアカツヤカミキリ駆除
事業

邑楽町
（安全安心
課）

クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注
入による対策を進める

1,000,000 500,000 979,000 489,000

93,370,238 46,679,000 81,789,151 40,524,000 5.70

廃止

備考

合計

独自提案　事業一覧

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越
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令和３年度　市町村提案型事業　市町村別　一覧

○令和３年度　市町村別の採択状況及び実施状況は次のとおりです。

事業数 補助金額 事業数 補助金額 事業数 補助金額 事業数 補助金額 事業数 補助金額 事業数 補助金額

1 前橋市 0 0 0 0 17 12,247,000 16 8,109,000 1 300,000 16 8,109,000

2 高崎市 0 0 0 0 29 14,217,000 28 12,699,000 1 100,000 28 12,699,000

3 桐生市 0 0 0 0 9 1,778,000 8 1,371,000 1 300,000 8 1,371,000

4 伊勢崎市 0 0 0 0 4 743,000 4 692,000 0 0 4 692,000

5 太田市 0 0 0 0 3 13,351,000 3 10,361,000 0 0 3 10,361,000

6 沼田市 0 0 0 0 18 4,425,000 18 4,146,000 0 0 18 4,146,000

7 館林市 0 0 0 0 12 9,842,000 5 6,196,000 7 1,252,000 5 6,196,000

8 渋川市 0 0 0 0 9 7,452,000 8 6,781,000 1 94,000 8 6,781,000

9 藤岡市 0 0 0 0 23 5,184,000 23 4,807,000 0 0 23 4,807,000

10 富岡市 0 0 0 0 16 18,069,000 15 15,180,000 1 20,000 15 15,180,000

11 安中市 0 0 0 0 15 3,244,000 15 2,450,000 0 0 15 2,450,000

12 みどり市 0 0 0 0 7 12,385,000 6 9,534,000 1 41,000 6 9,534,000

13 榛東村 0 0 0 0 2 685,000 2 422,000 0 0 2 422,000

14 吉岡町 0 0 0 0 2 44,000 1 34,000 1 10,000 1 34,000

15 上野村 0 0 0 0 5 840,000 5 840,000 0 0 5 840,000

16 神流町 0 0 0 0 16 505,000 16 496,000 0 0 16 496,000

17 下仁田町 0 0 0 0 30 8,451,000 30 8,853,000 0 0 30 8,853,000

18 南牧村 0 0 0 0 9 1,184,000 9 1,184,000 0 0 9 1,184,000

19 甘楽町 0 0 0 0 12 8,464,000 12 8,389,000 0 0 12 8,389,000

20 中之条町 0 0 0 0 27 11,243,000 26 10,823,000 1 50,000 26 10,823,000

21 長野原町 0 0 0 0 2 368,000 2 333,000 0 0 2 333,000

22 嬬恋村 0 0 0 0 8 2,577,000 7 3,988,000 1 80,000 7 3,988,000

23 草津町 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 0 0 1 300,000

24 高山村 2 39,609,000 2 39,609,000 17 23,791,000 17 23,924,000 0 0 19 63,533,000

25 東吾妻町 0 0 0 0 27 15,267,000 26 14,633,000 1 375,000 26 14,633,000

26 片品村 0 0 0 0 16 10,588,000 16 10,589,000 0 0 16 10,589,000

27 川場村 0 0 0 0 26 15,825,000 26 15,769,000 0 0 26 15,769,000

28 昭和村 0 0 0 0 15 7,076,000 15 7,150,000 0 0 15 7,150,000

29 みなかみ町 2 15,045,000 2 14,784,000 29 54,950,000 28 48,947,000 1 849,000 30 63,731,000

30 玉村町 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 0 0 1 300,000

31 板倉町 0 0 0 0 3 1,568,000 2 1,326,000 1 300,000 2 1,326,000

32 明和町 0 0 0 0 6 1,020,000 4 483,000 2 200,000 4 483,000

33 千代田町 0 0 0 0 2 1,823,000 1 1,337,000 1 205,000 1 1,337,000

34 大泉町 0 0 0 0 2 3,703,000 2 3,408,000 0 0 2 3,408,000

35 邑楽町 0 0 0 0 5 1,550,000 3 620,000 2 600,000 3 620,000

県計 4 54,654,000 4 54,393,000 425 275,059,000 401 246,474,000 0 0 24 4,776,000 405 300,867,000

※「廃止」とは、採択された市町村提案型事業について、各事業実施主体が事業そのものの執行をとりやめることを示す。

令和３年度内完了

市町村名

令和２年度繰越 令和３年度採択 令和３年度実施状況

繰越 実績

事業数 補助金額

実績(完了) 繰越 廃止
※

市町村提案型事業関係●
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○ チラシの作成

パンフレット等を利用した普及啓発

制度運営関係●

普及啓発○

チラシ ：4０，０００部

(ぐんま山と森林イベントチラシ)

イベント会場にてＰＲ

イベントによる普及啓発

市町村提案型事業のＰＲ

展示によるPR
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氏名 職業・役職等 参考 任期 備考 第1回 第2回 第3回 第4回

西 野 寿 章 高崎経済大学地域政策学部教授
学識経験者
（森林環境保全）

R3.4.1～R5.3.31 委員長 ○ ○

木 村 正 一 太田市副市長 平地林代表市町村 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

草 場 史 子 群馬県NPO協議会幹事
NPO・ボランティア
活動

R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

黒 田 ま り 子 川場村議会議員　尾瀬自然ガイド 環境教育 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

後 藤 孝 きのこ生産者 森林・林業関係者 R3.4.1～R5.3.31 ○ 欠席

須 藤 美 由 貴
群馬県商工会連合会 女性部連合
会副会長

経済団体 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

高 草 木 悟 連合群馬事務局長 労働団体 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

田 中 利 恵 子 群馬県生活協同組合連合会理事 消費者団体 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

西 村 尚 之
群馬大学社会情報学部社会情報
学科教授

学識経験者
(森林生態学)

R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

松 下 清 枝 苗木生産者 森林・林業関係者 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

森 平 仁 志 甘楽町副町長 山地代表市町村 R3.4.1～R5.3.31 ○ ○

11 11 11 11

11 － － 10

ぐんま緑の県民税評価委員会開催状況

令和３年度については、ぐんま緑の県民税評価検証委員会を４回開催しました。開催の状況については次のとおりです。

       ・出席者 委   員：西野委員長ほか１０名 県    　：岩瀬環境森林部長ほか１０名 事務局：森林保全課職員４名
　　　　・主な議事

　　　・主な議事

　　　・主な議事

       ・出席者 委   員：西野委員長ほか９名 県    　：岩瀬環境森林部長ほか７名 事務局：森林保全課３名
　　　・主な議事

　（３）令和３年度第３回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和３年１２月２４日（金）　書面開催

　（４）令和３年度第４回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和４年３月１６日（水）　１４：００～１６：００　県庁２９階　第１特別会議室

　（２）令和３年度第２回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和３年１０月１３日（水）　書面開催

　（１）令和３年度第１回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和３年８月３日（火）　１４：００～１６：３０　県庁２９階　第１特別会議室

出席者数

ぐんま緑の県民税評価委員会

○「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」は、事業の内容検討等に関し有識者等から広く意見を聴くために設置された第三者機関です。大学教
授等の学識経験者、森林の現状をよく知る森林所有者のほか、市町村、労働者団体、消費者団体、経済団体からの推薦により決定した１１名
の委員で構成されています。

（五十音順　敬称略）

構成員数

書
面
開
催

書
面
開
催

・令和２年度ぐんま緑の県民基金事業実績について

・ぐんま緑の県民基金 市町村提案型事業の評価 (令和元年度開始事業・令和３年度評価)
・令和３年度市町村提案型事業の追加採択箇所

・第２期「ぐんま緑の県民税」効果検証調査 (水源地域等の森林整備事業)
・令和３年度市町村提案型事業 事業採択整理案 (独自提案型)
・ぐんま緑の県民基金事業 令和２年度実施報告書(案)

第三者機関○

・令和３年度ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業採択整理案（通常事業）

・ぐんま緑の県民基金事業令和２年度実施報告書

・市町村提案型事業の評価(令和元年度開始事業・令和3年度評価)

・令和３年度ぐんま緑の県民基金事業の実施状況について

・令和４年度市町村提案型事業の採択について（独自提案事業を除く）

・林業試験場の今後の研究について

・令和４年度市町村提案型事業の採択について（独自提案事業）
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区　分

名称

課税の方法

納める方

東日本大震災からの復興を
図る基本理念に基づき実施
する防災施策の財源（平成
26年度から令和５年度ま
での10年間）

500円 500円 1,000円
ぐんま緑の

県民税
（7%相当額）

1,400円 3,500円 9,100円 37,800円 56,000円

合　　計 2,200円 3,500円 5,700円

納税の方法

導入の時期

第Ⅱ期
課税の期間

使い道の
明確化

事業内容の
検討・評価

ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を「ぐんま緑の県民基金」に積み立てた上で、森林環境を保全するための施
策に充て、使い道を明確にします。

県民等で構成する第三者機関「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、事業の意見聴取を行います。

平成26年度課税（平成25年所得分）から 平成２６年４月１日以後に終了する事業年度分から

税収見込額
約８．５億円（個人：約６．８億円　法人：約１．７億円）

※金額は平年度ベース。

５年間（令和元年度課税から令和５年度課税ま
で）

５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までの間
に終了する事業年度分）

53,500円 139,100円 577,800円 856,000円

個人の県民税として、個人の市町村民税と併せ
て市町村に納税していただきます（個人の県民
税は市町村から県へ払い込まれます）。

法人の県民税として、従来の申告書により、直接県に申告納付
していただきます。

50,000円 130,000円 540,000円 800,000円

ぐんま緑の県民税（平成
26年度から令和5年度ま
での10年間）

700円 －　円 700円 　合　　計 21,400円

上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円
上乗せ前の
均等割額

20,000円

50億円超

年間の
納税額
（率）

年間700円 資本金等の額により年間1,400円～56,000円

（県民税均等割の税額の７%相当額）

【個人の住民税均等割額】 【法人の県民税均等割額】

区　　分
県民税
均等割

市町村民税
均等割

合　計
資本金等

の額
1千万円
以下など

1千万円超
～

1億円以下

1億円超
～

１０億円以
下

10億円超
～

50億円以下

県内に住所がある人、事務所又は家屋敷などを持っ
ている人（前年の所得金額が一定基準を下回るなど
一定の条件を満たす人は非課税）

県内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人等

ぐんま緑の県民税（森林環境の保全に係る県民税均等割超過課税）の仕組み

個　人 法　人

この税は、税制上は「森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税」ですが、皆様に広く知っていただくための通称として
「ぐんま緑の県民税」を使用し、周知に努めています。

個人の県民税均等割、法人の県民税均等割に一定額を上乗せします。

○税の使い道など森林保全に関すること／環境森林部森林局森林保全課

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

○税の仕組みに関すること／総務部税務課

℡：０２７－２２６－３７７１ Fax：０２７－２２１－８０９６

○ この実施報告書に関するお問い合わせ先

群馬県環境森林部 森林局 森林保全課 緑化推進係

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

E-mail ：gm-zei@pref.gunma.lg.jp

○ ぐんま緑の県民税ホームページ

http://www.pref.gunma.jp/04/e3000101.html
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ぐんま緑の県民基金事業
令和３年度　実施報告書　　資料編

○ この実施報告書に関するお問い合わせ先

群馬県環境森林部 森林局 森林保全課 緑化推進係

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

E-mail ：gm-zei@pref.gunma.lg.jp

○ ぐんま緑の県民税ホームページ

http://www.pref.gunma.jp/04/e3000101.html


