
事業名 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

事業実施主体 波志江町一丁目地区 市町村名 伊勢崎市

事業成果 キンラン・ギンランが生息する地域周辺の整備を行い生息環境の保護・保全を図った。

希少種
キンラン・ギンラン
（絶滅危惧ⅠＢ類）

事業費（補助金） 95,991円 （90,000円）

事業名 ミヤマシジミ保全活動

事業実施主体 高崎市 市町村名 高崎市

事業成果 ミヤマシジミ生息地の保護・保全が図られた。

希少種 ミヤマシジミ（絶滅危惧Ⅰ類） 事業費（補助金） 201,760円 （200,000円）

活動状

活動状況（夏） 活動報告会活動状況（秋）
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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）】

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市町村あたり上限2,000千円（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１５
０千円を上限として加算（ただし基礎枠を越えた場合）

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 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

合計

20 1
40 1

25,757,620 300,000
19,738,000 300,000

廃止等の主な理由
事業主体より補助金を活用しない旨の申
出があったため

20
39

24,242,047
18,259,000

・２０市町村、３９事業により延べ９，４８４人が参加し、森林環境や林業に対する理解を深めることができた。

・　普及啓発活動により昨年度の約１．７倍の事業が実施され、参加者も９，４８４人となった。今後は、県内３５の全ての市
町村で実施することを目指し、教育委員会などと連携し、実施市町村（団体）の拡大を図る。

・　本事業により育成した講師（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。

・　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】

・　地域の課題への取り組みを通してぐんまの自然を守るという活動の機運の高まりが見られた。

・　より多くの方に観察会等に参加してもらえるように周知方法の検討が必要である。

・ 取組件数 ２０市町村 ３９事業 参加人数 ９，４８４人

【平成２8年度の実績】 １８，２５９千円
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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)

H28 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

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 完了 310,660 286,000 60

H28 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 540,000 300,000 完了 590,200 300,000 328

H28 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
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 完了 300,154 300,000 445

H28 新規 前橋市 森林環境教育 牛池川親子遠足で森と水辺で遊ぼう 牛池川の豊かな思い出を育む会
地域の団体（牛池川の豊かな思い出を育む会）が地域住民や親子を対象に森林や
森林が育む水辺、植物の大切さを体験的に学ぶ森林環境教育

110,000 110,000 完了 110,000 110,000 140

H28 新規 前橋市 森林環境教育 夏休みみどりの教室 前橋市シルバー人材センター
子供達が高齢者と交流を深めながら、森林環境の中で活動し、自然と親しみ、子供
達の健全な心の成長を育む

140,000 110,000 完了 118,399 88,000 30

H28 継続 前橋市 普及啓発 学ぼうホタルのいる森と水辺 牛池川の豊かな思い出を育む会
地域の団体（牛池川の豊かな思い出を育む会）が森林や森林が育む水辺の大切さを
ホタルの写真等を通して学ぶ講演会を実施

30,000 30,000 完了 30,000 30,000 270

H28 新規 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
前橋市立学校、中学校の児童生徒による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

3,182,000 3,182,000 完了 3,002,680 3,002,000 2,810

H28 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
市内の小学生及び保護者を対象としたホタルの生息地の観察や林業体験、木工クラ
フトを通じた森林環境教育

572,000 572,000 完了 496,430 496,000 100

H28 継続 高崎市 森林環境教育 観音山山桜観察会 O.C.B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 完了 331,131 300,000 60

H28 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 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 150,000 150,000 完了 150,644 150,000 150

H28 継続 高崎市 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観察会や登山な
どの自然体験活動

6,032,000 3,000,000 完了 5,461,240 3,000,000 1,038

H28 新規 高崎市 森林環境教育 自然体験教室
NPO法人
ふるさと再生ネットワーク

竹の炭焼き体験や竹炭の浄化作用を活用した生態系保全の学習、竹の有効活用を
通じた森林環境教育を実施

300,000 300,000 廃止 300,000 300,000

H28 継続 桐生市 森林環境教育 森の生きもの調べ事業
桐生市
（桐生自然観察の森・公園緑地課）

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

542,000 542,000 完了 472,787 472,000 123

H28 継続 桐生市 森林環境教育 野鳥の暮らす森作り事業
桐生市
（桐生自然観察の森・公園緑地課）

桐生自然観察の森内の雑木林をフィールドとして、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の実施

226,000 226,000 完了 124,035 124,000 10

H28 継続 桐生市 森林環境教育 里山整備体験事業
桐生市
（桐生自然観察の森・公園緑地課）

桐生自然観察の森内の雑木林をフィールドとして、森林の管理や整備体験を通じ、
里山の森林環境教育活動の実施

459,000 459,000 完了 380,103 380,000 10

H28 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
殖蓮地区自然環境を守る会による市内の親子を対象とした、自然に親しみ、森林や
森林が育む水の大切さを深める森林環境教育プログラムの実施

276,000 276,000 完了 276,000 276,000 60

H28 継続 伊勢崎市 森林環境教育 市内寺社林調査・観察会  NPO法人伊勢崎佐波緑化協会
伊勢崎市内の寺社林は貴重な平地林となている。これらについて詳細な調査を実施
するとともに、一般市民や児童・生徒等を対象とした自然観察会を実施する

121,000 121,000 完了 121,967 121,000 58

H28 新規 太田市 森林環境教育
太田市森林環境教育・自然観察会支援
事業

 太田市教育委員会（学校教育課） 太田市内の中学校を対象とした赤城山での自然観察会等の森林環境教育 3,000,000 3,000,000 完了 3,000,000 3,000,000 1,723

H28 新規 沼田市 森林環境教育 手づくりの輪フィールドワークin沼田 手づくりの輪
地域の団体（てづくりの輪）による沼田市サラダパーク周辺森林を活用したネイチャー
ゲームなどの森林環境教育

350,000 300,000 完了 300,840 300,000 27

H28 継続 館林市 森林環境教育 堀工アカマツ植樹体験
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 141,000 141,000 完了 150,785 141,000 100

H28 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）

地域に存在する古木の紹介と緑による森林環境教育 47,000 47,000 完了 42,466 42,000 40

H28 継続 渋川市 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

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

83,670 83,000 完了 43,050 41,000 70

H28 新規 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
親子に対し森林の働きや林業作業の重要性の理解を深めたうえで、間伐体験等を
行い、森林を守り育てる意識を育む

300,000 300,000 完了 302,037 300,000 23

H28 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
児童に対し森林の働きや林業作業の重要性の理解を深めたうえで、間伐体験、木工
工作体験、きのこ栽培を行い、森林を守り育てる意識を育む

300,000 300,000 完了 300,000 300,000 63

H28 継続 藤岡市 森林環境教育 林業体験教室 藤岡市立日野小学校
児童に対し森林の働きや林業作業の重要性の理解を深めたうえで、間伐体験、木工
工作体験、きのこ栽培を行い、森林を守り育てる意識を育む

300,000 300,000 完了 302,220 300,000 90

H28 継続 藤岡市 森林環境教育 林業体験教室
NPO法人
林業倶楽部山屋

県内の薪ストーブ愛用者等に対し森林の働きや林業作業の重要性の理解を深めた
うえで、間伐体験等を行い、森林を守り育てる意識を育む

300,000 300,000 完了 301,948 300,000 41

繰越 廃止

備考

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

4
1



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)

繰越 廃止

備考年度 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

H28 継続 富岡市 森林環境教育 天蚕を育てる里山活動他 群馬ナチュラリスト自然保護協議会
天蚕の山付けと繭の取り入れ体験活動通じて、里山の再生活動と教育普及活動を
実施。また、アサギマダラの生態系や生息環境調査を通じて、自然保護意識の向上
を図る

300,000 300,000 完了 300,000 300,000 54

H28 新規 榛東村 森林環境教育 榛東村立小学校林間学校実施事業 榛東村教育委員会
村内2つの小学校を対象とした、国立赤城青少年交流の家でのネイチャーゲームな
どの自然体験活動

462,000 462,000 完了 454,390 454,000 136

H28 新規 甘楽町 森林環境教育 甘楽中学校森林体験活動 甘楽中学校 中学校生徒を対象とした森林環境教育（植樹・森林体験活動） 300,000 300,000 完了 300,000 300,000 460

H28 継続 中之条町 森林環境教育 芳ヶ平湿原周辺自然観察会 中之条町
中之条町による自然観察会を開催し、ラムサール条約登録湿地である芳ヶ平湿地群
の自然に触れ、保全活用について考える

550,000 550,000 完了 72,314 72,000 38

H28 継続 川場村 森林環境教育 里山塾森林環境教育支援事業 川場村
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

299,970 299,000 完了 299,916 299,000 103

H28 継続 川場村 森林環境教育 学校林の手入れ支援事業 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

148,980 148,000 完了 144,290 144,000 97

H28 継続 玉村町 森林環境教育 水辺の森環境学習事業 岩倉自然公園水辺の森を愛する会
岩倉自然公園の貴重な自然環境を広く知ってもらうための自然観察会の開催や、岩
倉自然公園の自然解説者養成のための研修会の実施

80,000 80,000 完了 80,722 80,000 23

H28 新規 玉村町 普及啓発 水辺の森環境学習事業 岩倉自然公園水辺の森を愛する会
岩倉自然公園に生息する動植物の調査を実施するとともに、町民に広く知ってもらう
ための普及啓発資料（ガイドブック）の作成

350,000 300,000 完了 367,080 300,000 -

H28 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 町内の子ども会を対象とした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 完了 1,305,694 300,000 114

H28 継続 板倉町 森林環境教育 自然体験教室 板倉町教育委員会 板倉中学校１年生を対象とした赤城東毛林間学校における森林及び野外体験活動 1,650,000 300,000 完了 1,260,028 300,000 130

H28 新規 明和町 森林環境教育 子どもキャンプ 明和町
町内の児童を対象にしたぐんま昆虫の森における自然観察会を通じた森林環境教
育

500,000 250,000 完了 636,073 197,000 61

H28 継続 千代田町 森林環境教育 森林体験ツアー 千代田町
町内の親子を対象とした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

205,000 200,000 完了 188,684 185,000 39

H28 新規 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（学校教育課） 大泉町内中学校を対象とした赤城地蔵岳周辺自然観察会及び野外体験活動 900,000 900,000 完了 1,544,080 900,000 328

H28 新規 邑楽町 森林環境教育 高島小学校植樹体験事業 邑楽町立高島小学校
渡良瀬川を取り巻く環境について、渡良瀬川上流域での植樹体験を通じて、河川を
取り巻く森林の役割について学習する

300,000 300,000 完了 269,000 269,000 32

25,757,620 19,738,000 24,242,047 18,259,000 9,484合計
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