
事業名 子王山周辺整備事業

事業実施主体 子王山里山保全会 市町村名 藤岡市

森林整備を実施したことで、景観の保全がなされた。

整備面積 0.04ha 事業費（補助金） 14,607円 （11,000円）

事業成果

事業名 新井地区竹林整備事業

事業実施主体 関口会 市町村名 安中市

事業成果 竹林整備を実施したことで、野生鳥獣の隠れ場所となり、日照を遮る原因を除去することができた。

（100,000円）整備面積 0.15ha 事業費（補助金） 100,227円

完成

着工前

完成着工前

取組状況
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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 市町村数
実施箇所数 実施箇所数
《決算額》 《決算額》
　事業費 　事業費
　県民基金 　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

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

合計 合計

補 助 率 haあり上限８０千円

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。次年度以降についも継続的に管理を実施する。

【事業の廃止】

23 4
110 11

20,302,216 3,152,800
11,154,000 2,763,000

廃止等の主な理由 管理が不要となったため、事業を取りやめた。

合計 合計
23 2
92 7

10,319,784 7,480,600
7,752,000 600,000

・　地域住民が主体的に森林（竹林）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（竹林）環境に対する関心が高まった。

・　管理活動は実施しているが、事務処理等が不慣れな地域団体等が実施するため、補助金額と書類作成を比較した
場合、申請を取りやめるケースが発生した。

・　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】

・　地域の山林がきれいになり、野生鳥獣の出没が少なくなった。不法投棄の防止や地域の安全・安心な生活環境の確
保につながっている。
・　本事業は平成３０年度までとなっているが、それ以降も継続し、地域の活動を補助してほしい。
・地域の高齢が進んでおり、作業のための人員確保が難しくなっている。若い参加者の確保が必要である。

【平成２8年度の実績】 ７，７５２千円

・ 管理面積 １０６．５７ｈａ （２３市町村 ９２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)

H28 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

354,000 160,000 完了 350,762 160,000 2.00

H28 継続 前橋市
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
参道松並木を守る会による景観維持と安
心・安全な生活環境づくりを目的とした森林
の管理

190,000 40,000 完了 144,000 40,000 0.51

H28 継続 前橋市
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
参道松並木を守る会による景観維持と安
心・安全な生活環境づくりを目的とした森林
の管理

1,210,000 258,000 完了 947,556 235,000 2.94

H28 継続 前橋市 松枯れ林地再生事業 NPO法人赤城自然塾
NPO法人による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活動

122,000 61,000 完了 124,968 61,000 0.77

H28 継続 前橋市 富士見町漆窪自治会里山管理事業 富士見町漆窪自治会
地域の自治会による安全・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 完了 9,025 4,000 0.05

H28 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
づくりを目的とした里山林の管理活動

205,000 105,000 完了 205,990 105,000 1.32

H28 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）

地域の自治会による安全・安心な生活環境
づくりを目的とした里山林の管理活動

90,000 45,000 完了 90,403 45,000 0.57

H28 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）

地域の自治会による安全・安心な生活環境
づくりを目的とした里山林の管理活動

40,000 20,000 完了 40,616 20,000 0.26

H28 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
地域のボランティア団体によるホタルの生
息地周辺での刈払い等の森林の管理活動

57,000 57,000 完了 64,250 57,000 0.72

H28 継続 高崎市 Ｈ25里山元気再生事業（管理） 箕郷町松之沢区
地域の自治会による獣害対策を目的とした
竹林の管理活動

66,000 66,000 完了 75,079 66,000 0.83

H28 継続 高崎市 H25里山元気再生　事業(管理) 塩地区の自然を守る会
地域の有志団体による獣害対策を目的とし
た竹林の管理活動

10,000 10,000 完了 10,274 10,000 0.13

H28 継続 高崎市 Ｈ26里山元気再生事業（管理） 箕郷町松之沢区
地域の自治会による獣害対策を目的とした
竹林の管理活動

24,000 24,000 完了 25,440 24,000 0.31

H28 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
地域の有志団体による獣害対策を目的とし
た竹林の管理活動

10,000 10,000 完了 11,364 11,000 0.14

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 吉井町第4区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林の管理活動

11,000 11,000 完了 10,560 10,000 0.13

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 高地区里山を守る会
地域の有志団体による獣害対策及び生活
環境の保全を目的とした竹林の管理活動

16,000 16,000 完了 19,750 19,000 0.24

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 下神保南地区竹林整備実行委員会
地域の有志団体による獣害対策及び生活
環境の保全を目的とした竹林の管理活動

75,000 75,000 完了 88,928 87,000 1.09

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 塩地区の自然を守る会
地域の有志団体による獣害対策及び生活
環境の保全を目的とした竹林の管理活動

39,000 39,000 完了 53,921 53,000 0.67

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 牛伏山を愛する会
地域の有志団体による獣害対策及び生活
環境の保全を目的とした竹林の管理活動

121,000 121,000 完了 99,651 92,000 1.15

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 吉井町第29区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林の管理活動

453,000 453,000 完了 484,907 473,000 5.92

H28 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
地域の有志団体による獣害対策を目的とし
た竹林の管理活動

144,000 144,000 完了 147,037 144,000 1.80

H28 継続 高崎市 Ｈ27里山元気再生事業（管理） 榛名林業研究会
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林の管理活動

8,000 8,000 完了 11,129 8,000 0.10

廃止

備考

荒廃した里山・平地林の整備　【管理】　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

2
4



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

H28 継続 高崎市 Ｈ27里山元気再生事業（管理） 上室田4区
地域の自治会による獣害対策を目的とした
竹林の管理活動

16,000 16,000 完了 23,160 22,000 0.28

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 吉井町第27区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林の管理活動

147,000 147,000 完了 149,048 142,000 1.78

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 下室田8区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林の管理活動

35,000 35,000 完了 37,000 36,000 0.46

H28 継続 高崎市 H27竹林整備事業(管理) 上室田3区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林の管理活動

78,000 78,000 完了 80,080 78,000 0.98

H28 継続 高崎市 H27里山林整備事業(管理) 烏川里山の会
地域の有志団体による獣害対策及び生活
環境の保全を目的とした里山の管理活動

52,000 52,000 完了 52,140 52,000 0.66

H28 新規 桐生市 里山・平地林の整備 桐生市相生町四丁目町会
地域の自治会により、町内のカタクリの生
育地である里山の管理を行い、里山保全維
持を行うとともに、鳥獣被害の防止に資する

38,000 38,000 完了 70,745 38,000 0.48

H28 継続 伊勢崎市 八寸権現山整備事業 八寸の会
八寸権現山の植栽後の下草刈りなどの管
理活動

84,316 84,000 完了 84,456 84,000 1.90

H28 継続 沼田市 発知新田町地区森林管理 発知新田町農事組合
地域の団体による地域の獣害対策や適正
な森林管理を目的とした刈払い等の管理活
動

226,000 226,000 完了 226,000 226,000 2.83

H28 継続 沼田市 追貝地区森林・竹林管理 追貝地区有害鳥獣対策協議会
地域の団体による地域の獣害対策や適正
な森林・竹林の管理を目的とした刈払い等
の管理活動

480,000 480,000 廃止 480,000 480,000

H28 継続 沼田市 佐山地区森林・竹林管理 佐山町南部区
地域の自治会による地域の獣害対策や適
正な森林・竹林の管理を目的とした刈払い
等の管理活動

21,000 21,000 廃止 21,000 21,000

H28 継続 沼田市 沼須竹林管理 沼須町区
地域の自治会による地域の獣害対策や適
正な竹林の管理を目的とした刈払い等の管
理活動

119,000 119,000 完了 119,000 119,000 1.49

H28 継続 沼田市 上沼須竹林管理 上沼須町区
地域の自治会による地域の獣害対策や適
正な竹林の管理を目的とした刈払い等の管
理活動

212,000 212,000 完了 212,000 212,000 2.66

H28 継続 渋川市 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

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活動。

80,000 80,000 完了 80,202 80,000 1.00

H28 継続 藤岡市 高山社跡周辺整備事業 たかやま里山を愛する会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林及び竹林管理

93,000 93,000 完了 93,608 93,000 1.17

H28 継続 藤岡市 風久保里山保全事業 風久保里山を守る会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の植栽及び森林の管理活動

36,000 36,000 完了 37,800 36,000 0.46

H28 継続 藤岡市 土師の森保全事業 土師の森保存会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林管理

80,000 80,000 完了 80,130 80,000 1.01

H28 継続 藤岡市 三本木里山保全事業 三本木里山保全会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林及び竹林管理

112,000 112,000 完了 112,385 112,000 1.40

H28 継続 藤岡市 椿杜保全事業 椿杜を守る会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林管理

56,000 56,000 完了 56,216 56,000 0.70

H28 継続 藤岡市 保美里山保全事業 保美里山保存会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林及び竹林管理

55,000 55,000 完了 57,280 55,000 0.69

H28 継続 藤岡市 平地の森保全事業 中大塚永寿会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林管理

18,000 18,000 完了 18,048 18,000 0.23

H28 継続 藤岡市 三ツ木里山保全事業 三ツ木里山を守る会
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林管理

72,000 72,000 完了 80,057 72,000 0.91

H28 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
地域の団体による二千階段周辺の森林及
び景観の保全を図るための森林管理

81,000 81,000 完了 81,741 81,000 1.02

2
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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

H28 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
地域住民による安心安全、景観保全のため
の森林管理

120,000 120,000 完了 120,038 120,000 1.50

H28 継続 富岡市 里山再生事業 上黒岩新田竹林整備の会
地域の有志団体による地域の獣害対策、
安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹
林の管理

80,000 80,000 完了 65,169 65,000 1.00

H28 継続 富岡市 里山再生事業
NPO法人
ふれあいパーク岡成

地域のNPO法人による地域の獣害対策、安
全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林
の管理

20,000 20,000 完了 42,593 27,000 0.34

H28 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
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施す
る竹林の管理

24,000 24,000 完了 27,048 24,000 0.30

H28 継続 安中市
松井田町五料臼井小学校
プール直近の竹林整備事業

御所平地区地権者の会
児童の安全確保のための団体が実施する
竹林の管理

32,000 32,000 完了 32,000 32,000 0.40

H28 継続 安中市
松井田町五料御所平・
雲の内里山林整備事業

御所平・雲の内地区地権者の会
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施す
る森林の管理

80,000 80,000 完了 80,000 80,000 1.00

H28 継続 安中市
松井田町五料臼井小学校
通学路地区竹林整備事業

御所平・小竹地区地権者の会
通学路の安全確保のための団体が実施す
る竹林の管理

24,000 24,000 完了 24,000 24,000 0.30

H28 継続 安中市 上人見城址竹林整備事業 上人見区
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施す
る竹林の管理

81,000 80,000 完了 81,782 80,000 1.00

H28 継続 安中市 森熊地区竹林整備事業 森熊林道の会
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施す
る竹林の管理

21,000 16,000 完了 12,415 12,000 0.20

H28 継続 安中市
上後閑長源寺地区
竹林整備事業

長源寺電柵の会
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施す
る竹林の管理

19,000 19,000 完了 20,876 19,000 0.24

H28 新規 榛東村 榛東八幡ホタルの郷周辺整備事業 榛東八幡ホタルの会
地元自治会による八幡神社周辺森林を対
象としたホタルの生息環境を維持することを
目的とした森林の管理

68,000 68,000 完了 69,360 68,000 0.85

H28 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 塩ノ沢里山の会
地域住民による里山の景観美化を目的とし
た管理

50,000 50,000 完了 15,163 15,000 3.18

H28 継続 上野村 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

25,000 25,000 完了 15,630 15,000 0.35

H28 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村景観整備推進協議会
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

170,000 170,000 完了 165,903 165,000 3.00

H28 継続 神流町 魚尾地区竹林管理作業 ひのき会
地域のボランティ団体による獣害の未然防
止に努め、地域の安心・安全な環境を確
保・維持を目的とした竹林の管理

19,000 19,000 完了 22,356 19,000 0.24

H28 継続 神流町 青梨地区紅葉街道景観整備作業 青梨花の会
地域のボランティ団体による獣害の防止、
地域の安心・安全な環境を確保、景観づくり
を目的とした森林・竹林の管理

44,000 44,000 完了 44,806 44,000 0.57

H28 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
地域のボランティア団体による世界遺産「荒
船風穴」周辺森林の刈払い等の森林管理
活動

193,200 81,000 廃止 193,200 81,000

H28 継続 下仁田町 大桑原（番匠免）森林整備 大桑原区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

92,000 36,000 完了 179,919 36,000 0.46

H28 継続 下仁田町 大桑原（森上）森林整備 大桑原区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

1,551,200 32,000 繰越 1,551,200 32,000 森林0.40ha

H28 継続 下仁田町 大桑原（北野）森林整備 大桑原区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

1,819,700 43,000 繰越 1,819,700 43,000 森林0.54ha

H28 継続 下仁田町 風口森林整備 宮室区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

162,900 68,000 完了 552,420 68,000 0.86

H28 継続 下仁田町 馬山農免（米山）森林整備 小川区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

60,600 25,000 廃止 60,600 25,000
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H28 継続 下仁田町 馬山農免（柳沢）森林整備 小川区自治会
地域の自治会による森林の全伐実施箇所
に対する植栽及び維持管理活動

1,325,000 23,000 繰越 1,325,000 23,000 森林0.29ha

H28 継続 下仁田町 上蒔田（三本杉）森林整備 蒔田区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

322,000 128,000 完了 575,741 128,000 1.61

H28 継続 下仁田町 上蒔田（細萱）森林整備 蒔田区自治会
地域の自治会による森林の全伐実施箇所
に対する植栽及び維持管理活動

1,219,300 19,000 繰越 1,219,300 19,000 森林0.24ha

H28 継続 下仁田町 土橋森林整備 大東区自治会
地域の自治会による森林の全伐実施箇所
に対する植栽及び維持管理活動

1,099,400 17,000 繰越 1,099,400 17,000 森林0.22ha

H28 継続 下仁田町 黒川森林整備 西野牧区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

60,000 16,000 廃止 60,000 16,000

H28 継続 下仁田町 上小坂（杉ノ木）森林整備 上小坂区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

150,000 40,000 廃止 150,000 40,000

H28 継続 下仁田町 中小坂（尾屋敷）森林整備 中小坂区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

60,000 16,000 廃止 60,000 16,000

H28 継続 下仁田町 土谷沢（七久保）森林整備 土谷沢区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観問題の改善を目的とした森林の
維持管理活動

60,000 16,000 廃止 60,000 16,000

H28 継続 南牧村
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
地域のボランティア団体による獣害対策や
景観の保全を目的とした下草刈り等の森林
管理

32,000 32,000 完了 24,000 24,000 0.40

H28 継続 南牧村
小沢地区林地荒廃対策整備支援事
業

小沢地区森林管理ボランティア
地域のボランティア団体による森林の全伐
実施箇所に対する植栽及び下草刈り等の
維持管理活動

272,000 272,000 完了 162,000 162,000 2.10

H28 継続 甘楽町 林道稲含線周辺森林整備 甘楽町行政連絡区第11区
地域住民による景観美化を目的とした植栽
及び下草刈り等の森林の管理

96,000 96,000 完了 96,000 96,000 1.20

H28 継続 甘楽町 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竹林
の管理

80,000 80,000 完了 80,000 80,000 1.00

H28 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
遊歩道周辺の景観美化を目的とした森林
の管理

80,000 80,000 完了 80,000 80,000 1.00

H28 継続 嬬恋村 三原区竹林整備事業 三原区
地域の自治会による獣害防止対策としての
緩衝帯整備を目的とした竹林の管理

80,000 80,000 完了 67,016 67,000 1.00

H28 継続 嬬恋村 袋倉区竹林整備事業 袋倉区
地域の自治会による獣害防止対策としての
緩衝帯整備を目的とした竹林の管理

40,000 40,000 完了 32,974 32,000 0.50

H28 継続 嬬恋村 大前区森林整備事業 大前区
地域の自治会による獣害防止や地域の環
境保全を目的とした森林の管理

80,000 80,000 完了 100,943 80,000 1.00

H28 継続 高山村 たかやま高原牧場整備事業 ねこやなぎの会
地域の団体による野生鳥獣対策、安全・安
心な生活環境づくり、景観保全を目的とした
森林の刈払い等の管理

320,000 320,000 完了 320,000 320,000 4.00

H28 継続 高山村 尻高地区竹林整備事業 高山村尻高1工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

50,000 50,000 完了 50,000 50,000 0.63

H28 継続 高山村 中山地区竹林整備事業 高山村中山1工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

24,000 24,000 完了 24,000 24,000 0.30

H28 継続 高山村 高山村地区竹林整備事業 高山村1工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

160,000 160,000 完了 241,000 241,000 3.02

H28 継続 高山村 高山村地区里山・平地林整備事業 高山村2工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

320,000 320,000 完了 264,000 264,000 3.30

H28 継続 高山村 高山村地区竹林整備事業 高山村3工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

116,000 116,000 完了 116,000 116,000 1.45
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H28 継続 高山村 高山村地区竹林整備事業 高山村尻高2工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た竹林の管理

99,000 99,000 完了 96,000 96,000 1.20

H28 継続 高山村 高山村地区里山・平地林整備事業 高山村4工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た森林の刈払い等の管理

1,420,000 1,420,000 廃止 1,420,000 1,420,000

H28 継続 高山村 高山村地区里山・平地林整備事業 高山村5工区
地域の自治会による野生鳥獣対策、安全・
安心な生活環境づくり、景観保全を目的とし
た森林の刈払い等の管理

58,000 58,000 完了 223,000 223,000 2.79

H28 継続 東吾妻町 岩下地区管理 岩島小学校ＰＴＡ
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観対策を目的とした竹林の管理

17,000 17,000 完了 16,842 16,000 0.22

H28 継続 東吾妻町 新巻地区管理
NPO法人
フォレストぐんま２１

NPO法人による野生鳥獣害対策及び景観
対策を目的とした竹林の管理

40,000 40,000 完了 42,574 40,000 0.50

H28 継続 東吾妻町 大谷沢地区管理 大谷沢管理組合
地域の有志団体による野生鳥獣害対策及
び景観対策を目的とした森林の管理

16,000 16,000 完了 28,274 16,000 0.20

H28 継続 東吾妻町 岩櫃山管理 平沢区
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観対策を目的とした森林の管理

240,000 240,000 完了 240,000 240,000 3.00

H28 継続 東吾妻町 在下地区管理 猟友会原町支部
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観対策を目的とした竹林の管理

9,000 9,000 完了 16,500 9,000 0.12

H28 継続 片品村 里山整備事業 太田組
地域の自治会による獣害防止、安全・安心
な生活環境づくり、景観保全を目的とした竹
林の管理

151,000 151,000 完了 151,000 151,000 1.89

H28 継続 片品村 里山整備事業 下平組
地域の自治会による獣害防止、安全・安心
な生活環境づくり、景観保全を目的とした竹
林の管理

200,000 200,000 完了 200,000 200,000 2.50

H28 継続 片品村 里山整備事業 上小川組
地域の自治会による獣害防止、安全・安心
な生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林の管理

64,000 64,000 完了 64,000 64,000 0.80

H28 継続 昭和村 橡久保森林管理事業 橡久保北部区
地域自治会による獣害防止、安全・安心な
生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林・竹林の管理

80,000 80,000 完了 80,000 80,000 1.00

H28 継続 昭和村 川額森林管理事業 川額区
地域自治会による獣害防止、安全・安心な
生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林・竹林の管理

80,000 80,000 完了 80,000 80,000 1.00

H28 継続 昭和村 川額森林管理事業 川額区
地域自治会による獣害防止、安全・安心な
生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林・竹林の管理

30,000 30,000 完了 30,000 30,000 0.39

H28 継続 昭和村 橡久保森林管理事業 橡久保北部区
地域自治会による獣害防止、安全・安心な
生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林・竹林の管理

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.50

H28 継続 昭和村 滝寺森林管理事業 滝寺区
地域自治会による獣害防止、安全・安心な
生活環境づくり、景観保全を目的とした森
林・竹林の管理

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.50

H28 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
「小和知」、「矢瀬」、「布施」地区について、
地元ボランティア団体により刈払い等の森
林の管理活動を実施

449,600 449,000 繰越 (63,338) (63,000) 4.45 386,000 386,000
森林・竹林
1.17ha

H28 継続 みなかみ町 みなかみ町里山管理事業 真政八幡保全会
地域の団体による獣害対策や通学路の安
全確保等を目的とした刈払い等の竹林の管
理活動

40,000 40,000 完了 18,904 18,000 0.27

H28 継続 みなかみ町 みなかみ町里山管理事業 浅地区
地域の自治会による獣害対策や安全安心
な生活環境の確保を目的とした刈払い等の
森林・竹林の管理活動

168,000 168,000 完了 167,494 167,000 2.10

H28 継続 みなかみ町 みなかみ町里山管理事業
NPO法人
里山環境さなざわ

地域のNPO法人による獣害対策や安全安
心な生活環境の確保を目的とした刈払い等
の森林・竹林の管理活動

80,000 80,000 繰越 80,000 80,000
森林・竹林
1.00ha

H28 継続 みなかみ町 みなかみ町里山管理事業 四ヶ村用水周辺整備委員会
地域の団体による獣害対策や安全安心な
生活環境の確保を目的とした刈払い等の森
林・竹林の管理活動

568,000 568,000 廃止 568,000 568,000
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H28 新規 みなかみ町
「みなかみ花見山」整備事業プロジェ
クト

「みなかみ花見山」
整備事業実行委員会

景勝地である「諏訪峡大橋」付近に桜・モミ
ジ・ハナモモを植栽し、観光客誘致を図る

80,000 80,000 廃止 80,000 80,000

H28 継続 明和町 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 完了 150,000 86,000 1.08

20,302,216 11,154,000 10,319,784 7,752,000 106.57 7,480,600 600,000 3,152,800 2,763,000合計

※括弧は概算払もしくは繰越の箇所を示す。
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事業名 宮城地区参道松並木内森林整備事業

事業実施主体 宮城地区参道松並木を守る会 市町村名 前橋市

参道松並木内の下草刈りを行い、地域住民の安全・安心な生活環境づくりを進めることができた。

整備面積 2.94ha 事業費（補助金） 956,000円 （235,000円）

事業成果

事業名 袋倉区竹林整備事業

事業実施主体 袋倉区 市町村名 嬬恋村

事業成果 困難地整備支援事業で竹林を伐採した跡地の管理を行う事で、良好な環境を維持できている。

整備面積 0.50ｈａ 事業費（補助金） 40,000円 （32,000円）

完成

着工前

完成着工前

取組状況
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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】

荒廃した里山・平地林の整備（苗木購入）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
苗木購入

合計 合計

補 助 率 haあたり上限３００千円

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】

8 2
15 2

3,668,920 540,000
3,668,000 540,000

廃止等の主な理由 地域住民との合意形成が不調となったため

5 1

【事業の実施状況】 【繰越状況】

・　植栽後の苗木の管理について、地域における森林の維持管理体制が円滑に行われるよう支援していく。

【実施状況の評価（評価者：県）】

合計 合計

・　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】

・地元住民や森林所有者による森林整備を進めるための両者への意識づけが課題である。

・地域の高齢化が進んでおり、若年作業者の確保が課題である。

2,192,984 507,000
2,129,000 507,000

・　高木性苗木の購入・植栽を支援し、未立木地が解消された。

・　困難地整備支援など、本事業により整備された箇所で植栽が実施された。

8 5

【課題・方向性】

・ 実施面積 ８．９３ｈａ （ ８市町村 １５箇所 ）

【平成２８年度の実績】 ３００千円【平成２７年度繰越の実績】

・ 実施面積 ２．０７ｈａ （ １市町村 ２箇所 ）

【平成２８年度の実績】 ２，１２９千円

・ 実施面積 ８．９３ｈａ （ ５市町村 ８箇所 ）
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新規 備考

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)

H27
繰越

継続 下仁田町 大桑原森林整備① 大桑原区自治会
地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、
景観問題の改善を目的とした管理活動

1,773,200 138,000 完了 918,000 41,000 0.46

H27
繰越

継続 下仁田町 上蒔田森林整備② 蒔田区自治会
地元自治会による自然災害・有害鳥獣対策、
景観問題の改善を目的とした管理活動

3,921,700 483,000 完了 3,110,400 259,000 1.61

5,694,900 621,000 4,028,400 300,000 2.07

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)

H28 継続 伊勢崎市 八寸権現山整備事業 八寸の会
八寸権現山に生息する広葉樹から採取・育苗
した苗木の植栽と、これに合わせアラカシの苗
を購入し、里山を整備する

241,920 241,000 完了 302,400 241,000 1.90

H28 継続 藤岡市 風久保里山保全事業 風久保里山を守る会 皆伐した竹林を森林にするため苗木を購入 138,000 138,000 完了 138,000 138,000 0.46

H28 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
しだれ桜千本の会による二千階段周辺の森林
及び景観の保全を図るための森林管理

306,000 306,000 完了 306,000 306,000 1.02

H28 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 皆伐した森林に植樹するため苗木を購入 450,000 450,000 完了 450,000 450,000 1.50

H28 継続 神流町 魚尾地区竹林植栽作業 ひのき会
地域のボランティア団体による、獣害の防止や
景観整備を目的とした苗木の購入

54,000 54,000 完了 27,324 25,000 0.18

H28 継続 神流町
青梨地区紅葉街道植栽作
業

青梨花の会
地域のボランティア団体による、景観整備を目
的とした苗木の購入

52,000 52,000 完了 52,000 52,000 0.57

H28 継続 下仁田町 大桑原（森上）森林整備 大桑原区自治会
地域の自治会による森林の全伐実施箇所に対
する植栽活動

120,000 120,000 繰越 120,000 120,000 0.40ha

H28 継続 下仁田町 大桑原（北野）森林整備 大桑原区自治会
地域の自治会による森林の全伐実施箇所に対
する植栽活動

162,000 162,000 繰越 162,000 162,000 0.54ha

H28 継続 下仁田町 馬山農免（柳沢）森林整備 小川区自治会
地域の自治会による森林の全伐跡地に植栽す
るための苗木の購入

87,000 87,000 繰越 87,000 87,000 0.29ha

H28 継続 下仁田町 上蒔田（細萱）森林整備 蒔田区自治会
地域の自治会による森林の全伐跡地に植栽す
るための苗木の購入

72,000 72,000 繰越 72,000 72,000 0.24ha

H28 継続 下仁田町 土橋森林整備 大東区自治会
地域の自治会による森林の全伐跡地に植栽す
るための苗木の購入

66,000 66,000 繰越 66,000 66,000 0.22ha

H28 継続 南牧村
小沢地区林地荒廃対策整
備支援事業

小沢地区森林管理ボランティア
地域のボランティア団による森林の全伐跡地に
植栽するための苗木の購入

1,020,000 1,020,000 完了 610,000 610,000 2.10

H28 継続 甘楽町 林道稲含線周辺森林整備 甘楽町行政連絡区第11区
地域住民による景観美化を目的とした植栽用
苗木の購入

360,000 360,000 完了 307,260 307,000 1.20

H28 新規 東吾妻町 在下地区苗木購入 稲荷城整備実行委員会
地域の有志団体による森林整備後の森林への
植栽のための苗木購入

300,000 300,000 廃止 300,000 300,000

H28 継続 片品村 里山整備事業 上小川組
地域の自治会による竹林整備後の伐採跡地へ
の植栽のための苗木購入

240,000 240,000 廃止 240,000 240,000

3,668,920 3,668,000 2,192,984 2,129,000 8.93 507,000 507,000 540,000 540,000

荒廃した里山・平地林の整備　【苗木】　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

繰越 廃止

備考

合計

廃止

平成27年度繰越合計

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

3
2


