
事業名 八寸権現山整備事業

事業実施主体 八寸の会 市町村名 伊勢崎市

八寸の会自然環境等を学び伝えて行くことを通じて、地域の連携や活性化につなげるための森林整備事
業。「苗木購入」では、既存林の種子による育苗作業及び植栽の実施した。

整備面積 1.90ha（シダレザクラ） 事業費（県民税） 302,400円 （241,000円）

事業成果

林道稲含線周辺森林整備事業名

森林の持つ公益的機能（保健・保育機能）を高める事ができた。

事業実施主体 甘楽町行政連絡区１１区 市町村名 甘楽町

事業成果

（307,000円）整備面積
1.20ha

（落葉樹）
事業費（県民税） 307,260円

植栽作業の状況植栽されたシダレザクラ

取組状況

完成

着工前

植栽前

植栽後
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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
※台数は、刈払機と粉砕機を合わせた台数

【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
※台数は、刈払機と粉砕機を合わせた台数

【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（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

3

補 助 率
補助率3／4以内
（ただし、刈払機は１台当たり上限50千円、粉砕機は１台当たり上限2,800千円とする）

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

事 業 の 目 的
市町村が刈払機、粉砕機を購入・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、地域の取り組みを支援する。

合計

3
5,933,496
4,450,000

合計
3
3

5,462,856
4,095,000

・　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、竹林整備の円滑化が図られた。

・　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】

・　伐採した竹をチップ化し、現地に敷くことで、雑草の抑制に役立っている。
・　粉砕機の維持管理に係る経費（特に歯）を支援してほしい。

・ 導入台数 粉砕機 ３台 粉砕機付属品１セット 刈払機 ０台 （ ３市町村 ）

【平成２８年度の実績】 ４，０９５千円
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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
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

H28 新規 藤岡市 粉砕機購入 藤岡市
繁茂した竹林を整備し景観及び生活環境の改善を図るた
め、粉砕機を購入し、活動する森林整備団体等に貸与す
る

1,529,496 1,147,000 完了 1,161,000 870,000 1

H28 新規 中之条町 粉砕機購入事業 中之条町 粉砕機を購入し本事業に取り組む団体を支援 1,404,000 1,053,000 完了 1,112,400 834,000 1

H28 新規 長野原町 粉砕機購入事業 長野原町 粉砕機を購入し本事業に取り組む団体を支援 3,000,000 2,250,000 完了 3,189,456 2,391,000 1

5,933,496 4,450,000 5,462,856 4,095,000 3

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

3
5



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

事業成果
粉砕機１台を購入。
今後、購入した粉砕機を活用し、森林・竹林整備を積極的に実施する。

導入台数 １台 事業費（県民税） 1,112,400円 （834,000円）

粉砕器購入事業

事業実施主体 長野原町 市町村名 長野原町

事業名

事業成果
粉砕器１台を購入。
今後、購入した粉砕機を活用し、森林・竹林整備を積極的に実施する。

導入台数 粉砕機　１台 事業費（県民税） 3,189,456円 （2,391,000円）

粉砕機（オオハシＧＳ１２２Ｇ）

粉砕機（ゼノアＳＲ３１００）

最大処理径 １２．５㎝

最大処理能力 ２．８ /h

最大処理径 ２０㎝

最大処理能力 ５ /h
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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 合計 1次 2次

市町村数
採択箇所数
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
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）】

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

12

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）

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
市町村あるは地域住民・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

25
12,258,449
7,823,000

12
25

合計

12,243,657
7,606,000

・　個別の希少種の保全の取組だけでなく、保護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あり、今後、これらの種の保護・保全の取組につい
て積極的に支援する。
・　種の保護・保全に取り組む新たな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】

・　実際に保護活動を行う中で、若い人にも希少種保護についての理解が深まってきている。希少種保護は人間の生活
にも欠かせない生物多様性に貢献できる活動であり、今後も積極的に活動していきたい。
・　侵略的な外来種の繁殖が見られるようになってきたため、市民への侵略的な外来種に対する普及啓発が必要であ
る。

・ 取組件数 ２５事業 （ １２市町村 ）

・ 対象となる貴重種 動物１４種 ミヤマシジミ、ヤリタナゴほか 植物２６種 アサザ、カッコソウほか

【平成２８年度の実績】 ７，６０６千円
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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)

H28 継続 前橋市 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刈払い等の
整備活動

250,000 250,000 完了 275,017 250,000

H28 継続 前橋市 活動支援 クロメダカの自然観察会と保全活動の開催 牛池川の豊かな思い出を育む会
絶滅危惧種IAである「クロメダカ」を保護・保全するため、地域の児童・保護者などの自然観察会や保護・保全活
動の開催

81,000 81,000 完了 81,000 81,000

H28 継続 前橋市 活動支援 野メダカを育てる会補助事業 野メダカを育てる会
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

250,000 250,000 完了 250,000 250,000

H28 継続 高崎市 活動支援 ミヤマシジミ保全活動 高崎市 絶滅危惧種Ⅰ類に指定される「ミヤマシジミ」の生息地整備活動 200,000 200,000 完了 201,760 200,000

H28 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
鳴沢湖周辺に生息する絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定されているオオヨシゴイ・サシバ・クマタカなどの野鳥やニホ
ンアカガエル・ウナギ・ホトケドジョウなど生息環境の保全および啓発活動

250,000 250,000 完了 260,000 250,000

H28 継続 桐生市 活動支援 絶滅危惧植物保全事業 桐生市（環境課） 桐生市による絶滅危惧種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。 250,000 250,000 完了 250,000 250,000

H28 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
殖蓮地区自然環境を守る会による絶滅危惧種である「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

250,000 250,000 完了 250,000 250,000

H28 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
絶滅危惧種IB類である「キンラン」、「ギンラン」が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
周辺パトロール等のを実施

90,736 90,000 完了 95,991 90,000

H28 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）
絶滅危惧種ⅠＡに指定される「オニバス」、ⅠＢに指定される「タコノアシ」、Ⅱ類に指定される「ジョウロウスゲ」
や「コウホネ」等の生育環境の保護・保全を図る

425,000 250,000 完了 442,800 250,000

H28 継続 館林市 活動支援 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」、「カキツバタ」等の生育環境の保護・保全を図る 250,000 250,000 完了 270,000 250,000

H28 継続 館林市
付帯施設の整
備

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）
茂林寺沼湿原内の木道を改修し、絶滅危惧種ⅠＡ類に指定される「イトハコベ」、「ナガバノウナギツカミ」、「ジョ
ウロウスゲ」等の生育環境の保護・保全を図り、市民などを対象とした自然観察会を開催し、希少種保護の意識
の醸成を図る

2,808,000 1,404,000 完了 2,916,000 1,404,000

H28 新規 渋川市 活動支援 ヒメギフチョウ保護・啓発活動事業 ヒメギフチョウ保護連絡協議会
地元や地元小学校、有識者・行政で構成されている「ヒメギフチョウ保護連絡協議会」による産卵・生態調査に必
要な物品や啓発活動に必要な物品を補助にて購入し、保護啓発活動を実施する

498,247 498,000 完了 498,280 498,000

H28 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
旧笹川は、絶滅危惧種であるヤリタナゴが生息区域である。草刈り・ゴミ拾い等の保全活動を通じて地域の子供
たちに川に流れてくる水の源である森林の大切さと身近な自然を理解させ、守り育てる意識の創造に資する

250,000 250,000 完了 250,067 250,000

H28 継続 みどり市 活動支援 カッコソウ保全事業 みどり市サクラソウの会 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 250,000 250,000 完了 250,203 250,000

H28 新規 中之条町 活動支援 中之条町貴重種保全事業（ダン沢・大高山） 中之条町
中之条町によるダン沢・大高山周辺に生息する絶滅危惧種ⅠB、Ⅱ類に指定されている「イチヨウラン」、「シラネ
アオイ」等の生息環境の保護・保全

977,184 500,000 完了 977,184 500,000

H28 新規 中之条町 活動支援 中之条町貴重種保全事業（エビ山・八間山） 中之条町
中之条町によるエビ山・八間山周辺に生息する絶滅危惧種ⅠA、ⅠB、Ⅱ類に指定されている「コマクサ」、「イチ
ヨウラン」、「ジガバチソウ」、「ヤシャビシャク」、「シラネアオイ」等の生息環境の保護・保全

1,426,896 500,000 完了 1,426,896 500,000

H28 継続 中之条町 活動支援 中之条町貴重種保全事業（野反湖） 中之条町
中之条町による野反湖畔周辺に生息する絶滅危惧種ⅠA、ⅠB、Ⅱ類に指定されている「コマクサ」、「イチヨウラ
ン」、「シラネアオイ」等の生息環境の保護・保全

1,093,046 250,000 完了 1,093,046 250,000

H28 継続 中之条町 活動支援 中之条町貴重種保全事業（大平湿原） 中之条町
中之条町による大平湿原周辺に生息する絶滅危惧種ⅠB、Ⅱ類に指定されている「ジガバチソウ」、「ヒメミズニ
ラ」等の生息環境の保護・保全

858,340 250,000 完了 858,340 250,000

H28 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸希少植物保護活動
（レンゲツツジ保存会）支援事業

湯ノ丸レンゲツツジ保存会
湯ノ丸山に生息する絶滅危惧種コヒョウモンモドキ（Ⅱ類）、カラフトイバラ（ⅠB類）、グンバイヅル（Ⅱ類）、オミナ
エシ（Ⅱ類）、アツモリソウ（ⅠA類）、リンネソウ（Ⅱ類）、ミヤマハンショウヅル（ⅠB類）等の保護

150,000 150,000 完了 111,000 111,000

H28 継続 嬬恋村 活動支援 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「ミヤマシロチョウ」保護のための生息地整備活動 150,000 150,000 完了 106,861 106,000

H28 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

浅間山溶岩樹型保護員会
国指定特別天然記念物「浅間山溶岩樹型」の周辺に生息する絶滅危惧種クリンソウ（ⅠB類）、ギンラン（ⅠB
類）、イチヨウラン（ⅠB類）、ミヤマウズラ（ⅠB類）、サクラソウ（Ⅱ類）の保護活動

150,000 150,000 完了 113,855 113,000

H28 継続 嬬恋村 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 完了 142,802 142,000

H28 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸希少植物保護活動
（山路の会）支援事業

山路の会
湯ノ丸山の山頂付近に生息するコウリンカ（Ⅱ類）等の保護のため、笹の刈り払いやロープ張り、看板設置等を
通じ、生息地の保全・整備

150,000 150,000 完了 111,140 111,000

H28 新規 草津町 活動支援 白根山系希少植物保護活動支援事業 白根山系の高山植物を護る会
白根山系に棲息するミヤマモンキチョウ（県指定天然祈念物・準絶滅危惧種）やコマクサ（絶滅危惧ⅠA類）等の
保護のために必要箇所に毎年保護ロープを設置し環境全体の保護を行う

500,000 500,000 完了 501,295 500,000

H28 新規 邑楽町 活動支援 中野沼自然環境保護事業 邑楽町教育委員会
中野沼に生息する絶滅危惧Ⅱ類に指定される「マミズクラゲ」等の貴重種を守るため、生息地の調査、外来魚駆
除、住民への啓発活動などの中野沼の環境保護・保全活動

500,000 500,000 完了 510,120 500,000

12,258,449 7,823,000 12,243,657 7,606,000

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

3
8


