
資料　８

新規

継続

1 前橋市 里山・平地林 整備／森林
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 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の整備 560,000 560,000

2 前橋市 里山・平地林 整備／森林
宮城地区参道松並木内
森林整備事業

宮城地区参道松並木を守る会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の整備（獣害対策） 935,000 142,800

3 前橋市 里山・平地林 苗木購入 継続 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活動 120,000 120,000

4 前橋市 里山・平地林 管理／森林 継続 松枯れ林地再生事業 NPO法人 赤城自然塾 地域住民による森林の公益的機能を高めることを目的とした植林地の管理活動 123,200 61,600

5 前橋市 里山・平地林 管理／竹林 継続
富士見町漆窪自治会
里山管理事業

富士見町漆窪自治会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理活動 8,000 4,000

6 前橋市 里山・平地林 管理／森林 継続
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 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の管理活動 211,200 105,600

7 前橋市 教育・普及 森林環境教育 松枯れ林地再生事業 NPO法人 赤城自然塾 児童・生徒を対象とした散策道の整備を通じた森林環境教育 300,000 300,000

8 前橋市 教育・普及 森林環境教育 継続
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 幼児と保護者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 450,000 300,000

9 前橋市 教育・普及 森林環境教育 継続 森のようちえん・森のほいくえん NPO法人 あかぎの森のようちえん 幼児と保護者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 300,000 300,000

10 前橋市 自然環境 活動支援 甦らせよう覚満淵の希少植物 NPO法人 赤城自然塾
覚満淵に生息する絶滅危惧種ⅠＡ類に指定される「イトイヌノハナヒゲ」等の生息環境保護のための整
備活動

500,000 500,000

11 高崎市 自然環境 活動支援 継続 ミヤマシジミ保全活動 高崎市 絶滅危惧種Ⅰ類に指定される「ミヤマシジミ」の生息地整備活動【継続】 200,000 200,000

12 高崎市 教育・普及 森林環境教育 継続 倉渕森林環境教育活動 高崎市 市内の生徒を対象としたホタルの生息地の観察や林業体験を通じた森林環境教育 401,000 401,000

13 高崎市 教育・普及 森林環境教育 継続 観音山山桜観察会
ＯＣＢ会
（観音山丘陵の山桜を育てる会）

高崎市民を対象とした里山散策を通じた山桜の自然観察会 300,000 300,000

14 高崎市 教育・普及 森林環境教育 継続
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 親子による竹林の伐採や竹を利用した木工体験等を通じた森林環境教育 140,000 140,000

15 高崎市 教育・普及 森林環境教育 高崎市小学生自然体験活動
高崎市
（学校教育課）

高崎市による市内の小学５年生を対象とした倉渕地域等での自然体験活動 6,529,000 6,529,000

16 高崎市 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

竹林整備事業 高崎市 高崎市による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した竹林の整備（樹種転換・獣害対策） 19,706,000 19,706,000

17 高崎市 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

里山林整備事業 高崎市 高崎市による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した森林の整備（樹種転換・獣害対策） 300,000 300,000

18 高崎市 里山・平地林 管理／森林 継続 倉渕ホタルの里周辺整備（管理） 倉渕ほたるの会 ホタル生息地における刈払いなどの管理活動 57,600 57,600

19 高崎市 里山・平地林 管理／竹林 Ｈ25里山元気再生事業（管理） 箕郷町松之沢区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 66,400 66,400

20 高崎市 里山・平地林 管理／森林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 城山の緑と桜を守る会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の管理（獣害対策） 120,000 120,000

21 高崎市 里山・平地林 管理／森林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 考楽会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の管理（獣害対策） 28,000 28,000

22 高崎市 里山・平地林 管理／森林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 高崎里山の会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林（雑木林）の管理（獣害対策） 80,000 80,000

23 高崎市 里山・平地林 管理／竹林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 箕郷町松之沢区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 24,800 24,800

24 高崎市 里山・平地林 管理／竹林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 箕郷町白川辻区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 32,000 32,000

25 高崎市 里山・平地林 管理／森林・竹林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 本郷奥原区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林・里山林（雑木林）の管理（獣害対策） 9,600 9,600

26 高崎市 里山・平地林 管理／竹林 継続 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 吉井町第１４区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 11,200 11,200

27 桐生市 教育・普及 森林環境教育 森林環境学習事業 カッコソウ協議会（桐生市環境課） 桐生地域の豊かな自然環境をフィールドとした自然観察や研修等を通じた森林環境教育 150,000 150,000

28 桐生市 自然環境 活動支援 継続 絶滅危惧植物保全事業 桐生市（環境課） 絶滅危惧種ⅠＡ類に指定される「カッコソウ」の生息地調査及び啓発活動【継続】 250,000 250,000

29 桐生市 教育・普及 森林環境教育 里山管理体験事業
桐生市
（公園緑地課・桐生自然観察の森）

里山林（雑木林）の管理や整備体験を通じた里山の森林環境教育活動 731,100 731,100

30 桐生市 教育・普及 森林環境教育 野鳥の暮らす森づくり事業
桐生市
（公園緑地課・桐生自然観察の森）

野鳥の生態や野鳥を取り巻く自然環境の学習や木工工作（巣箱）を通じた森林環境教育 337,500 337,500

31 桐生市 教育・普及 森林環境教育 森の生きもの調べ事業
桐生市
（公園緑地課・桐生自然観察の森）

桐生自然観察の森内の生物調査を実施し、森林環境教育プログラムに活用できる生物リスト等を作成す
る

415,600 415,600
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32 伊勢崎市 里山・平地林 苗木購入 継続 八寸権現山整備事業 八寸の会 実施地に生育する広葉樹を使用した育苗作業及び植栽 156,600 156,600

33 伊勢崎市 里山・平地林 管理／森林 継続 八寸権現山整備事業 八寸の会 植栽前の下草刈り及び植栽後の管理等 21,600 21,600

34 伊勢崎市 自然環境 活動支援 継続
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 絶滅危惧種であるアサザ等の保護のための危険外来種の駆除、調査活動及び自然観察会【継続】 250,000 250,000

35 伊勢崎市 自然環境 付帯設備の整備
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 ビオトープに生息する絶滅危惧種保護のための水流調整工事 280,800 140,400

36 伊勢崎市 教育・普及 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 親子で自然に親しみ、森林や森林が育む水の大切さを深める教育プログラムの実施 252,500 252,500

37 太田市 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

菅塩地区竹林整備事業 太田市 太田市による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備（獣害対策） 20,000,000 3,780,000

38 太田市 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

菅塩地区森林整備事業 太田市 太田市による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林整備（獣害対策） 4,450,000 4,450,000

39 太田市 公有林化 平地林の公有林化 継続 （仮称）矢場町地内平地林事業 太田市 平地林を造成し、管理することで森林の持つ公益的機能の維持増進を図る 33,200,000 9,485,000

40 太田市 里山・平地林 管理／竹林 継続 西長岡地区竹林整備事業 西長岡地区 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林管理（獣害対策） 49,000 49,000

41 沼田市 里山・平地林 管理／森林 継続 発知新田町地区森林管理 発知新田町農事組合 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の整備（獣害対策） 226,000 226,000

42 沼田市 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 追貝地区森林・竹林管理 追貝地区有害鳥獣対策協議会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林及び森林の管理（獣害対策） 480,000 480,000

43 沼田市 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 佐山地区森林・竹林管理 佐山町南部地区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林及び森林の管理（獣害対策） 21,000 21,000

44 沼田市 里山・平地林 管理／竹林 継続 沼須町竹林管理 沼須町区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 119,000 119,000

45 沼田市 里山・平地林 管理／竹林 継続 上沼須町竹林管理 上沼須町区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 212,000 212,000

46 沼田市 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

岡谷町森林整備 沼田市 沼田市による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林整備（樹種転換・獣害対策） 825,000 825,000

47 館林市 教育・普及 森林環境教育 多々良アカマツ植樹体験
館林市
（緑のまち推進課）

地域住民を対象としたアカマツの植樹及び講話を通じた森林環境教育 367,000 367,000

48 館林市 教育・普及 森林環境教育 継続
秋の緑化イベント
～身近な緑を楽しもう～

館林市
（緑のまち推進課）

地域に存在する古木の紹介と緑による森林環境教育 62,000 62,000

49 館林市 自然環境 活動支援 継続
茂林寺沼湿原
貴重種保護整備事業

館林市教育委員会
（文化振興課）

絶滅危惧種Ⅱ類に指定される「ノテンツキ」や「カキツバタ」等の生育環境の保護・保全を図る【継
続】

250,000 250,000

50 館林市 自然環境 活動支援 蛇沼湿原環境整備事業
館林市
（地球環境課）

絶滅危惧種ⅠＡ類に指定される「オニバス」等の生育環境の保護・保全を図る 425,000 425,000

51 館林市 教育・普及 森林環境教育 四中の森・森林環境教育
館林市教育委員会
（学校教育課）

生徒やPTAを対象とした学校林の管理を通じた森林環境教育 300,000 300,000

52 渋川市 里山・平地林 管理／森林 継続 緑で包む里山整備事業 NPO法人 渋川広域ものづくり協議会 小野池あじさい公園に隣接する里山林の景観美化等を目的とした森林管理活動 80,000 80,000

53 渋川市 教育・普及 森林環境教育 緑で包む里山整備事業 NPO法人 渋川広域ものづくり協議会 小野池あじさい公園と連携した観光客誘致のための自然活動体験 83,670 83,600

54 藤岡市 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林、森林

藤岡市森林・竹林整備 藤岡市
藤岡市による世界遺産「高山社跡」周辺の景観及び生活環境の改善を目的とした繁茂した森林及び竹林
の整備

2,433,000 2,433,000

55 藤岡市 教育・普及 森林環境教育 継続 林業体験教室 藤岡市立美九里東小学校 児童を対象とした間伐体験及び木工工作体験、きのこ栽培を通じた森林環境教育 300,000 300,000

56 藤岡市 教育・普及 森林環境教育 林業体験教室 藤岡市立日野小学校 児童を対象とした間伐体験及び木工工作体験、きのこ栽培を通じた森林環境教育 300,000 300,000

57 藤岡市 教育・普及 森林環境教育 継続 林業体験教室 NPO法人 林業倶楽部「山屋」 NPO法人による間伐体験及び炭焼体験、きのこの駒打ちを通じた森林環境教育 300,000 300,000

58 藤岡市 自然環境 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 絶滅危惧種に指定される「ヤリタナゴ」の生息地周辺の保全活動 400,000 400,000

59 富岡市 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

富岡市里山再生事業 富岡市 富岡市による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備（獣害対策） 2,950,000 2,950,000

60 富岡市 里山・平地林 管理／竹林 継続 富岡市里山再生事業 竹林整備の会 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 160,000 160,000

61 みどり市 里山・平地林
刈払機、粉砕機の購
入

里山・平地林整備事業 みどり市
粉砕機を購入し、所有者の高齢化等の理由から手入れが行き届かなくなった民有地の竹林整備を促進す
る

1,728,000 1,296,000

62 みどり市 自然環境 活動支援 継続 カッコソウ保全事業 小平さくら草の会
絶滅危惧ⅠＡ類に指定される「カッコソウ」の生育地に盗難及び獣害防止柵の設置を行い種の保存に努
める【継続】

250,000 250,000
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63 上野村 里山・平地林 管理／森林 継続 上野村里山景観整備事業 塩ノ沢里山の会 地域住民による景観美化を目的とした森林の管理活動 60,000 60,000

64 上野村 里山・平地林 管理／森林 継続 上野村里山景観整備事業 勝山里山整備の会 地域住民による景観美化を目的とした森林の管理活動 50,000 50,000

65 神流町 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 青梨地区紅葉街道景観整備作業 青梨花の会 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林・里山林（雑木林）の管理（獣害対策） 45,000 45,000

66 神流町 里山・平地林
刈払機、粉砕機の購
入

粉砕機購入事業 神流町 竹林整備等に伴って発生する伐採竹の処理のための粉砕機の購入 1,601,640 1,201,000

67 南牧村 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 南牧村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃森林の整備（獣害対策） 4,500,000 3,000,000

68 南牧村 里山・平地林
管理／森林、苗木購
入

継続 六車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 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の管理 152,000 152,000

69 甘楽町 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

林道稲含線周辺森林整備 甘楽町 甘楽町による生活道路の完全確保と景観保全を目的とした森林整備 1,800,000 1,800,000

70 甘楽町 里山・平地林 苗木購入 継続 紅葉山周辺竹林整備 甘楽町行政連絡区第７区 地域住民による景観美化を目的とした紅葉等の植栽 300,000 300,000

71 甘楽町 里山・平地林 管理／竹林 継続 紅葉山周辺竹林整備 甘楽町行政連絡区第７区 地域住民による景観美化を目的とした森林管理 80,000 80,000

72 中之条町 教育・普及 森林環境教育 継続 芳ヶ原湿原周辺自然観察会 中之条町 自然観察を通じた森林環境教育 540,000 54,000

73 中之条町 自然環境 活動支援 野反湖周辺遊歩道整備事業 中之条町 野反湖周辺に生息する絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類（コマクサ、シラネアオイ等）の保護の歩道周辺整備 1,500,000 500,000

74 中之条町 自然環境 活動支援 大平湿原周辺遊歩道整備事業 中之条町
大平湿原周辺に生息する絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類（ジガバチソウ、ヒメミズニラ等）の保護のための歩道周
辺整備

750,000 500,000

17 75 長野原町 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

浅間牧場解放区森林整備事業 長野原町 長野原町による景観美化を目的とした森林整備 500,000 500,000

76 嬬恋村 里山・平地林 管理／竹林 継続 三原区竹林整備 三原区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 80,000 80,000

77 嬬恋村 里山・平地林 管理／竹林 継続 袋倉区竹林整備 袋倉区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 40,000 40,000

78 嬬恋村 自然環境 活動支援 継続 高山蝶保護活動支援事業 嬬恋村高山蝶を守る会 絶滅危惧種Ⅰ類に指定される「ミヤマモンシロチョウ」保護のための生息地整備活動【継続】 120,000 120,000

79 嬬恋村 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

門貝区森林整備 嬬恋村 嬬恋村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃森林の整備（獣害対策） 1,000,000 500,000

80 嬬恋村 里山・平地林 整備／森林 大前区森林整備 大前区 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃森林の整備（獣害対策） 280,000 280,000

81 嬬恋村 自然環境 活動支援 希少植物保護活動 嬬恋軽井沢自然倶楽部 絶滅危惧種ⅠＢ類に指定される「クリンソウ」保護のための生息地保全活動 200,000 200,000

82 高山村 里山・平地林 管理／森林 継続 たかやま高原牧場整備事業 ねこやなぎの会 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の管理（獣害対策） 320,000 320,000

83 高山村 里山・平地林 管理／竹林 継続 尻高地区竹林整備事業 高山村尻高１工区 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 46,000 46,000

84 高山村 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

高山村竹林整備事業 高山村 高山村による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した竹林の整備（樹種転換・獣害対策） 1,770,000 1,770,000

85 高山村 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

高山村竹林整備事業 高山村 高山村による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した竹林の整備（獣害対策） 5,400,000 5,400,000

86 高山村 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

高山村里山・平地林整備事業 高山村 高山村による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した森林の整備（獣害対策） 2,000,000 2,000,000

87 高山村 里山・平地林
刈払機、粉砕機の購
入

刈払機購入事業 高山村 刈払機を購入し本事業に取り組む団体を支援 125,280 93,000

88 東吾妻町 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

東吾妻町竹林整備事業 東吾妻町 東吾妻町による安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した竹林の整備（獣害対策） 2,700,000 2,700,000

89 東吾妻町 里山・平地林
管理／竹林、森林森
林

継続 原町地区竹林整備事業 在下区 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林の管理（獣害対策） 28,000 28,000

90 片品村 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

竹林整備事業 片品村 片品村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備 1,620,000 1,620,000

91 片品村 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

里山整備事業 片品村 片品村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林整備 1,650,000 1,650,000

92 片品村 里山・平地林 管理／竹林 継続 里山整備事業 太田組 地域住民による安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林の管理（獣害対策） 151,200 151,200

93 川場村 里山・平地林
困難地整備支援／森
林

川場村平地林整備事業 川場村 川場村による安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の整備（獣害対策） 4,000,000 4,000,000

94 川場村 教育・普及 森林環境教育 里山塾森林環境教育支援事業 世田谷川場ふるさと公社 里山塾が実施する森林環境教育に必要なる資材等を支援し、森林環境教育プログラムを充実させる 300,000 300,000

95 川場村 教育・普及 森林環境教育 継続 学校林の手入れ支援事業 川場村立川場中学校 川場中学校が実施する森林環境教育に必要なる資材等を支援し、森林環境教育プログラムを充実させる 165,000 165,000
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96 昭和村 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 橡久保森林管理事業 橡久保北部区 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林管理（獣害対策） 80,000 80,000

97 昭和村 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 川額森林管理事業 川額区 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林管理（獣害対策） 80,000 80,000

98 昭和村 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

昭和村森林整備事業（橡久保地区） 昭和村 昭和村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備（獣害対策） 1,300,000 1,300,000

99 昭和村 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林

昭和村森林整備事業（川額地区） 昭和村 昭和村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備（獣害対策） 1,300,000 1,300,000

100 みなかみ町 里山・平地林
困難地整備支援／竹
林、森林

みなかみ町森林整備事業 みなかみ町
みなかみ町による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした荒廃した森林・竹林整備（獣害対
策）

5,350,000 5,350,000

101 みなかみ町 里山・平地林 整備／竹林、森林 細尾地区森林整備事業 谷地区 昭和村による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林整備（獣害対策） 2,886,800 2,886,800

102 みなかみ町 教育・普及 普及啓発 継続 みなかみ町域学連携事業
全国農村サミットinみなかみ町実行
委員会

日本大学と連携し、全国農村サミットにおいて森林環境教育の普及啓発活動を実施 1,500,000 300,000

103 みなかみ町 里山・平地林 管理／竹林、森林 継続 みなかみ町里山管理事業 地元団体等 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林管理 2,080,000 2,080,000

104 みなかみ町 里山・平地林 整備／竹林、森林 真沢地区森林整備事業 里山環境さなざわ 地域住民による地域の安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林・竹林整備 390,000 390,000

105 みなかみ町 教育・普及 森林環境教育 真沢地区森林環境教育 里山環境さなざわ 月夜野（真沢）の地元小学生を対象とした里山環境教育の実施 400,000 300,000

25 106 板倉町 教育・普及 森林環境教育 継続 板倉町子ども会自然体験スクール 板倉町子ども会育成化連絡協議会 妙義山登山及び野外活動を通じた森林環境教育 1,310,000 300,000

26 107 明和町 里山・平地林 管理／竹林 継続 斗合田オオタカの森竹林整備 斗合田オオタカの森を楽しむ会 地域住民による地域の景観づくりや安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山の管理 86,000 86,000

27 108 千代田町 教育・普及 森林環境教育 継続 森林体験日帰りツアー 千代田町 国立赤城青少年交流の家での自然体験を通じた森林環境教育 185,000 181,000

合計 合計 合計 108 箇所 155,151,290 107,047,500

27
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108 ※不採択事業数２
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事業内容 留意事項

荒廃した里山・平地林の整備

・市町村が実施する「困難地整備支援」で整備した箇所については、確実に次年度以降地域の団体等による管理を行うこと。

・他の事業等で別の補助金を受けている場合には、事業実施区域や会計を明確に区分して取り組むこと。

(事業略名）
●里山・平地林：荒廃した里山・平地林の整備　●自然環境：貴重な自然環境の保護・保全
●教育・普及：森林環境教育・普及啓発　●公有林化：森林の公有林化

【事業数内訳】

市町村数

申請計画数

採択事業数

森林環境教育・普及

・木工クラフト体験などは、参加者が森林に入って材料等を調達するといった体験が必要。材料を全て用意して、単なる工作を行うと言った趣旨では当事業の森林環境教育としては内容が不十分である。

・自然観察会や登山体験、公園内の自然体験などについては、事業の一部に森林環境を主眼においたカリキュラムを取り入れること（例：副読本を利用した学習や森林内での樹木観察会等）

(採択事業数内訳）

①荒廃した里山・平地林の整備

②貴重な自然環境の保護保全

③森林環境教育・普及啓発

④森林の公有林化

【事業実施時の留意点について（庁内審査会意見）】
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