
平成３１年３月
群馬県

ぐんま緑の県民基金事業

平成29年度　実施報告書

Ⅵ　資料集



● ぐんま緑の県民基金関係
・財源（ぐんま緑の県民基金）内訳 ・・・・1
・使い道（ぐんま緑の県民基金事業）内訳 ・・・・1
・ぐんま緑の県民基金 ・・・・2
・ぐんま緑の県民基金の流れ ・・・・2
・平成２９年度ぐんま緑の県民税収実績（県の税収等） ・・・・3
・ぐんま緑の県民基金運用実績（県から基金への積立） ・・・・3
・寄附金の一覧 ・・・・3

● 水源地域等の森林整備関係
・水源地域等の森林整備の事業内容 ・・・・4
（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）
・５年間の整備計画 ・・・・4
・条件不利地森林整備事業イメージ ・・・・5
・水源林機能増進事業イメージ ・・・・6
・松くい虫被害地の再生事業イメージ ・・・・7
・水源地域等の森林整備の実施状況について ・・・・8
・水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】平成２８年度繰越 ・・・・9
・水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】平成２９年度予算 ・・・・10
・水源地域等の森林整備事業　【平成２９年度繰越一覧】 ・・・・11

● 森林ボランティア活動・森林環境教育の推進関係
○ 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 ・・・・12
・モリノワ ・・・・12

○ 森林環境教育の推進
・緑のインタープリター養成講座カリキュラム ・・・・13

● 市町村提案型事業関係
・市町村提案型事業実施報告 ・・・・14

・平成２９年度市町村提案型事業　市町村別　一覧 ・・・・56

・市町村提案型事業の事業内容 ・・・・57
（ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱　別表１）

● 制度運営関係
○ 普及啓発

・パンフレットによる普及啓発 ・・・・58
・市町村説明会・地元説明会 ・・・・58
・バスツアー ・・・・58
・バスツアー参加者アンケート結果 ・・・・59

○ 評価検証（評価検証委員会）
・ぐんま緑の県民税評価検証委員 ・・・・61
・ぐんま緑の県民税評価検証委員会開催状況 ・・・・62

● ぐんま緑の県民税の仕組み ・・・・63

【もくじ】



金額：千円
計画

854,709
1,000

162
諸収入 0

406,807
1,262,678

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 294,820 637,249 339,708

区域調査委託 63ha 1,400ha 568ha

実施調査委託 238ha 800ha 206ha

森林整備 253ha 750ha 201ha

区域調査委託 31ha 420ha 342ha

実施調査委託 179ha 210ha 267ha

森林整備 149ha 100ha 91ha

区域調査委託 84ha 100ha 14ha

実施調査委託 － 50ha 60ha

森林整備 15ha 40ha 70ha

事務費 旅費、備品、消耗品費 － － － - - 880 22

 ボランティア活動・森林環境教育の推進 14,255 12,406

安全講習会 －
10回
－

10回
152名

ボランティア体験会
－ 3回

－
3回
48名

資機材の貸出し － － 72回

指導者養成講座 －
12回
25名

12回
24名

フォローアップ研修 － 3回 3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

－ 32,462 25,679 － － 280,000 207,739 林政課

 制度運営 3,892 3,138

普及資材（パンフレット）
の作成

－ 3千部 3千部

事業地等をバスで巡る
現地説明会

－ 3回
（バス5台）

3回
（バス3台）

事業の内容検討・実績評価・効
果検証などを行う第三者機関
を運営

ぐんま緑の県民税
評価検証委員会開催

－ － － 4回 3回 1,045 1,176 林政課

事業の客観的な効果検証を行
うために必要な調査・分析

間伐前と間伐後の森林
の状況を調査し、事業
の効果を検証

－ － － 20カ所 20カ所 1,187 1,187
林業
試験
場

327,282 320,499 935,396 562,991

883,490 千円

1,660 775 林政課－ －

平成２８年度繰越事業実績額　＋　平成２９年度実績額　＝　平成２９年度支出額　

林政課

条件不利地
森林整備

評価検証

計

市町村提案
型事業

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

緑化
推進
課

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

－ － 8,576 6,851

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

－ － 5,679 5,555

86,100 87,642

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

294,820

186,679 521,609 189,739

62,305
松くい虫被
害地の再生

松くい虫被害木が放置され、笹
竹が繁茂した森林をコナラやス
ギなどの森林に再生

10,692 28,660

※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

平成２８年度繰越 平成２９年度

担当課

水源林機能
増進

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

97,449

財源（ぐんま緑の県民基金）内訳

区分 実績

財
源

平成29年度税収（税収相当額） 854,400
寄附金 138
運用益 151

737
前年度基金残 406,807

合計 1,262,233

ぐんま緑の県民基金関係●



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５．６億円）

その他経費

市町村提案型事業

（約２．６億円）

・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８．２億円）

法人の県民税

（約１．６億円）

個人の県民税

（約６．６億円）

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



(単位：円)

月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 合計

税収相当額 208,173,560 223,444,136 236,165,408 186,616,504 854,399,608

寄附金等 45,761 15,000 77,500 138,261

運用益 32,041 119,103 151,144

諸　　収　　入 737,000 737,000

合計 208,251,362 223,459,136 236,242,908 187,472,607 855,426,013

(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 D E=A+B＋C－D

H29.5.31 14,752,369 32,041 421,591,051

H29.7.31 45,761 193,421,191 615,058,003

H29.10.31 15,000 223,444,136 838,517,139

H30.1.31 77,500 236,165,408 1,074,760,047

H30.3.30 119,103 1,074,879,150

H30.5.31 186,616,504 737,000 883,489,686 378,742,968

合計 138,261 854,399,608 151,144 737,000 883,489,686

378,742,968

1 H29.7.31 東京都 40,761 円

2 H29.7.31 1件(6月分） 5,000 円

3 H29.10.31 2件(8月分） 15,000 円

4 H30.1.31 12件(10～12月分) 77,500 円

合計 16件 138,261 円

イオンリテール（株）
北関東・新潟カンパニー

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

寄附金の一覧

№
寄附金積立

年月日
氏    名 住所等 寄付額 備考

平成２９年度（H３０．５．３１時点）基金残高　　（単位：円）

平成２９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



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　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。
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　過去１５年以上森林整備が行われていない森林であること。
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　松くい虫被害地の森林であること。
２　松くい虫被害木の割合が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

松くい虫被害地
の再生事業

２００ha

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
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
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２６～３０年度）の整備計画は次のとおりです。



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 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。
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 過去１５年以上森林整備が行われていない森林であること。
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。

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



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



松くい虫被害地の再生事業イメージ

松くい虫被害地の再生

松くい虫被害地であって、被害木の割合が５０％以上

松くい虫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 松くい虫被害地の森林であること。

２ 松くい虫被害木の割合が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。

松くい虫被害によりマツ林が荒廃

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



実績
（ha）

A

事業費
（円）

B

計画
（ha）

実績
（ha）

C

事業費
(円)
D

繰越
面積
(ha)

繰越額
（円）

実績
(ha)

Ａ＋Ｃ

実績
(円)

Ｂ＋Ｄ

区域調査 － 3,719 63.01 1,587,600 1,400 668.73 13,932,000 74.39 2,203,200 731.74 15,519,600

実施計画
調査

－ 1,753 237.82 25,137,800 800 224.63 36,478,200 294.37 27,861,200 462.45 61,616,000

森林整備
の実施

3,500 1,331 253.15 159,954,000 750 168.08 139,328,400 187.08 89,163,000 421.23 299,282,400

区域調査 － 2,241 30.62 572,400 420 428.94 7,128,000 44.53 820,800 459.56 7,700,400

実施計画
調査

－ 1,023 179.24 21,762,000 210 93.76 32,226,800 63.84 10,670,450 273.00 53,988,800

森林整備
の実施

500 644 148.89 75,114,650 100 86.69 48,286,950 215.45 140,466,000 235.58 123,401,600

区域調査 － 646 83.92 1,717,200.00 100 148.09 1,328,400 - - 148.09 1,328,400

実施計画
調査

－ 132 - － 50 41.50 5,324,400 9.18 1,101,600.00 50.68 6,426,000

森林整備
の実施

200 115 14.61 8,974,800 40 29.35 55,652,400 13.93 24,397,200 43.96 64,627,200

区域調査 － 6,606 177.55 3,877,200 1,920 1,245.76 22,388,400 118.92 3,024,000 1,339.39 24,548,400

実施計画
調査

－ 2,907 417.06 46,899,800 1,060 359.89 74,029,400 367.39 39,633,250 786.13 122,030,800

森林整備
の実施

4,200 2,090 416.65 244,043,450 890 284.12 243,267,750 416.46 254,026,200 700.77 487,311,200

補償費 － － － - － － － － － － －

事務費 － － － － － － 22,046 － － － 22,046

－ － － 294,820,450 － － 339,707,596 － 296,683,450 － 633,912,446

合　計

水源地域等の森林整備の実施状況について

○平成２９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）

実績
累計
（ha）

平成28年度繰越事業 平成29年度事業 平成29年度内完了

 条件不利地
 森林整備

 水源林
 機能増進

 松くい虫
 被害地の再生



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

（円）
繰越額（円） 合計（円）

面積
（ha）

面積合
計（ha）

協定面
積（ha）

取得面
積合計
（ha）

備考

1 藤岡森林 藤岡市金井（金井区域） 完了 1,080,000 1,080,000 32.91 32.91

2 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字北軽井沢（熊ノ内）地内 完了 507,600 507,600 30.10 30.10

3 藤岡森林 藤岡市浄法寺（浄法寺区域）ほか地内 完了 10,427,000 10,427,000 114.77 －

4 藤岡森林 多野郡上野村大字楢原(中之沢森林整備区域）地内 完了 1,058,400 1,058,400 7.80 －

5 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字西野牧（毛地森林整備区域）地内 完了 1,231,200 1,231,200 9.73 －

6 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字西野牧（高ゾウリ森林整備区域）地内 完了 1,944,000 1,944,000 13.22 －

7 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字風口（風口森林整備区域）地内 完了 3,780,000 3,780,000 32.17 －

8 富岡森林 甘楽郡甘楽町大字秋畑（黒本森林整備区域）地内 完了 702,000 702,000 3.50 －

9 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字大前地内ほか 完了 5,270,400 3,770,400 37.92 － 前払金あり

10 吾妻環森 吾妻郡中之条町大字日影 地内 ほか 完了 1,026,000 1,026,000 5.62 －

11 吾妻環森 吾妻郡東吾妻町大字萩生（権ゼ入）地内 完了 1,198,800 1,198,800 13.09 －

12 西部環森 高崎市吉井町東谷（吉井－７）地内 完了 7,149,600 4,559,600 9.95 － 前払金あり

13 西部環森 高崎市倉渕町水沼（倉渕－１）地内 完了 17,928,000 10,757,000 20.54 － 前払金あり

14 藤岡森林 上野村大字楢原（中之沢区域） 完了 3,304,800 3,304,800 7.80 －

15 藤岡森林 藤岡市三波川（南郷・平滑区域）２工区 完了 18,349,200 18,349,200 36.67 －

16 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字青倉（八ッ口）地内 完了 9,806,400 6,806,400 22.85 － 前払金あり

17 富岡森林 甘楽郡南牧村大字磐戸（屋敷山）地内 完了 3,315,600 1,995,600 6.80 － 前払金あり

18 富岡森林 甘楽郡南牧村大字大塩沢（沢ノ入ほか）地内ほか 完了 3,358,800 2,058,800 5.56 － 前払金あり

19 富岡森林 富岡市岩染（西谷）地内 完了 3,358,800 2,956,200 7.78 － 前払金あり

20 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字門貝（須原）地内 完了 11,512,800 11,512,800 28.93 －

21 吾妻環森 吾妻郡嬬恋村大字大前（岩井口）地内ほか 完了 13,824,000 13,824,000 28.75 －

22 利根環森 利根郡　みなかみ町小日向（一の沢ほか）地内 完了 10,681,200 10,681,200 19.74 －

23 利根環森 沼田市利根町穴原（赤沢Ⅱ）地内 完了 5,184,000 5,184,000 6.67 －

24 桐生森林 桐生市黒保根町上田沢地内（控鳥屋両窪森林整備区域） 完了 14,623,200 14,623,200 10.06 －

25 桐生森林 みどり市東町花輪地内（平仁手森林整備区域） 完了 12,646,800 12,646,800 10.92 －

26 桐生森林 みどり市東町沢入地内（椀名條森林整備区域ほか） 完了 8,942,400 8,942,400 7.11 －

27 桐生森林 みどり市東町草木地内（井戸入森林整備区域ほか） 完了 16,221,600 16,221,600 13.30 －

28 桐生森林 桐生市梅田町四丁目地内（井戸沢森林整備区域） 完了 15,530,400 15,530,400 9.72 －

29 区域調査 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢大日影）地内 完了 572,400 572,400 572,400 30.62 30.62 30.62 30.62

30 藤岡森林 藤岡市坂原(大栃区域）ほか地内 完了 4,320,000 4,320,000 32.52 －

31 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字西野牧（原森林整備区域）地内 完了 2,430,000 2,430,000 16.45 －

32 富岡森林 甘楽郡甘楽町大字天引（上鳥屋北森林整備区域ほか）地内 完了 2,905,200 2,905,200 19.89 －

33 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字北軽井沢（南木山熊ノ内）地内 完了 12,106,800 12,106,800 110.38 －

34 西部環森 高崎市榛名山町（榛名山－３－４）地内 完了 11,923,200 7,431,200 21.09 － 前払金あり

35 富岡森林 甘楽郡南牧村大字磐戸（海老根）地内 完了 15,983,850 15,983,850 29.07 －

36 富岡森林 甘楽郡南牧村大字檜沢（根草）地内 完了 15,951,600 15,951,600 38.10 －

37 富岡森林 富岡市妙義町行沢（行沢）地内 完了 5,227,200 5,227,200 12.48 －

38 利根環森 沼田市白沢町高平（中ノ沢）地内 完了 17,247,600 17,247,600 30.00 －

39 利根環森 利根郡　みなかみ町藤原（手小屋）地内 完了 13,273,200 13,273,200 18.15 －

40 区域調査 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山（細窪）地内 完了 1,717,200 1,717,200 1,717,200 83.92 83.92 51.68 51.68

41 森林整備 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（大箕山D－１・５）地内 完了 8,974,800 8,974,800 8,974,800 14.61 14.61 － －

316,596,050 294,820,450 294,820,450 1011.26 1011.26 145.31 145.31合計

-

森林整備 159,954,000 253.15 -

水源林機能
増進事業

実施計画
調査

21,762,000 179.24 －

森林整備 75,114,650 148.89 －

松くい虫被害
地の再生事業

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　平成２８年度繰越

条件不利地
森林整備事業

区域調査 1,587,600 63.01 63.01

実施計画
調査

25,137,800 237.82

※前払金は平成２８年度内完了として計上しています。



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）

取得面積
合計
(ha）

備考

1 西部環森 高崎市倉渕町権田（倉渕－７）ほか地内 完了 2,473,200 130.32 63.75

2 西部環森 安中市西上秋間（安中－１）ほか地内 完了 2,278,800 105.95 28.53

3 藤岡森林 藤岡市保美濃山（大縄場区域）ほか地内 完了 1,933,200 83.86 71.88

4 藤岡森林 神流町大字神ケ原（ながたわ区域）地内 完了 486,000 13.12 11.51

5 藤岡森林 上野村大字乙父（神寄沢区域）ほか地内 完了 453,600 20.07 3.39

6 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（干畑）地内 完了 205,200 8.36 8.36

7 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（後山）地内 完了 367,200 15.84 30.11

8 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字上沢渡（大菅ほか）地内 完了 5,734,800 190.16 190.16

9 渋川森林 渋川市上白井（上白井上Ⅱ-2)地内 完了 1,987,200 9.05 －

10 西部環森 安中市松井田町土塩（松井田－１２）ほか地内 完了 1,890,000 5.80 －

11 西部環森 高崎市吉井町塩（吉井－８）ほか地内 完了 1,998,000 3.88 －

12 西部環森 高崎市倉渕町岩氷（倉渕－３）ほか地内 完了 5,194,800 29.24 －

13 西部環森 安中市西上秋間（安中－１）ほか地内 完了 3,337,200 13.68 －

14 藤岡森林 藤岡市保美濃山（大縄場区域）ほか地内 繰越 1,500,000 - －

15 藤岡森林 神流町大字神ケ原（ながたわ区域）地内 完了 1,242,000 5.63 －

16 藤岡森林 上野村大字楢原（白井区域）ほか地内 完了 1,544,400 4.10 －

17 藤岡森林 藤岡市浄法寺（浄法寺区域）ほか地内 完了 848,200 9.33 －

18 藤岡森林 藤岡市金井（金井区域）ほか地内 完了 5,680,800 63.18 －

19 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（干畑）地内 完了 1,350,000 5.41 －

20 吾妻環森 吾妻郡　高山村大字中山（鍛治屋久保）地内 完了 432,000 2.37 －

21 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字三島（根古屋ほか）地内 完了 4,050,000 27.25 －

22 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字山田（畠沢ほか）地内 完了 3,423,600 27.01 －

23 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字松谷（中尾原ほか）地内 繰越 2,000,000 - －

24 渋川森林 渋川市上白井（上白井上Ⅱ-2)地内 完了 5,432,400 9.05 －

25 渋川森林 前橋市粕川町中之沢（螺沢)地内 完了 1,717,200 1.52 －

26 西部環森 安中市松井田町新井（松井田－１１）ほか地内 完了 7,398,000 11.25 －

27 西部環森 高崎市倉渕町岩氷（倉渕－２）地内 完了 18,154,800 21.45 －

28 西部環森 高崎市吉井町塩（吉井－８）ほか地内 完了 2,300,400 3.88 －

29 西部環森 安中市松井田町土塩（松井田－１２）ほか地内 完了 6,577,200 9.45 －

30 藤岡森林 藤岡市上日野（大半寺区域）地内 繰越 6,500,000 - －

31 藤岡森林 藤岡市上日野（箕輪区域）地内 完了 12,236,400 21.76 －

32 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字西野牧（毛地）地内 完了 5,356,800 9.73 －

33 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字風口（風口）地内 繰越 6,400,000 - －

34 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字西野牧（高ゾウリ森林整備区域）地内 完了 6,523,200 13.22 －

35 富岡森林 甘楽郡　甘楽町大字秋畑（黒本）地内 完了 2,138,400 3.50 －

36 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（干畑）地内 完了 2,430,000 5.41 －

37 吾妻環森 吾妻郡　嬬恋村大字鎌原（山ノ神）地内 完了 3,801,600 9.17 －

38 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字川原畑（池ノ平）地内 完了 4,482,000 9.71 －

39 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字応桑（滝原）地内 完了 2,894,400 7.21 －

40 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字萩生（権ゼ入）地内 完了 6,966,000 13.09 －

41 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字日影（岩景山ほか）地内 完了 2,548,800 5.62 －

42 吾妻環森 吾妻郡　高山村大字中山（鍛冶屋久保）地内 完了 1,296,000 2.37 －

43 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字三島（根古屋ほか）地内 完了 10,162,800 20.95 －

44 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字大戸（進兵沢）地内 完了 3,348,000 6.30 －

45 利根環森 利根郡　片品村大字東小川（赤沢）地内 完了 10,033,200 15.63 －

46 桐生森林 桐生市梅田町四丁目（井戸沢森林整備区域） 完了 1,630,800 1.02 －

47 桐生森林 みどり市東町花輪（平仁手２森林整備区域） 繰越 6,300,000 - －

48 桐生森林 みどり市東町草木（柿の木坂森林整備区域） 繰越 2,700,000 - －

49 西部環森 高崎市中室田町（中室田－１）ほか地内 完了 777,600 45.71 11.64

50 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字磐戸（木戸ｹ沢森林整備区域ほか）地内 完了 2,289,600 91.52 92.52

51 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字六車（久保松倉ほか）地内 完了 2,624,400 118.42 119.66

52 吾妻環森 吾妻郡　高山村大字中山（中央地区簡水）地内 完了 1,436,400 85.98 85.98

53 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢大日影）地内 完了 3,780,000 29.29 －

54 西部環森 高崎市榛名湖町（榛名山－３－５）地内 完了 6,447,600 60.30 －

55 藤岡森林 藤岡市上日野（坂野区域）地内 完了 2,268,000 13.13 －

56 藤岡森林 神流町大字塩沢（塩沢２区域）地内 完了 507,600 2.11 －

57 藤岡森林 藤岡市坂原（大栃区域）ほか地内 完了 529,200 4.01 －

58 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字檜沢（大森）地内 繰越 950,000 - －

59 吾妻環森 吾妻郡　高山村大字中山（中央地区簡水）地内 完了 5,853,600 55.89 －

60 利根環森 利根郡　みなかみ町入須川（南山）地内 完了 8,056,800 71.94 －

61 桐生森林 みどり市東町草木（梨子木平森林整備区域） 完了 3,834,000 30.76 －

62 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢大日影B）地内 完了 5,540,400 3.70 －

63 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字西野牧（原）地内 完了 6,847,200 16.45 －

64 富岡森林 甘楽郡　甘楽町大字天引（上鳥屋北）地内 完了 10,357,200 19.17 －

65 富岡森林 甘楽郡南牧村大字磐戸（海老根）地内 完了 561,750 1.02 －

66 利根環森 沼田市　屋形原町　（傘ヶ峰）地内 完了 24,980,400 50.18 －

67 区域調査 桐生森林 桐生市新里町赤城（御殿森林整備区域）地内 完了 1,328,400 1,328,400 14.24 14.24 9.18 9.18

68 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（出水平）地内 完了 1,944,000 25.31 －

69 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山（細窪)地内 完了 2,905,200 33.83 －

70 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢２）地内 完了 475,200 1.29 －

71 渋川森林 渋川市赤城町溝呂木（軽沢）地内 完了 1,036,800 2.52 －

72 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸 Ａ)地内 完了 1,587,600 7.51 －

73 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢）地内 完了 529,200 1.83 －

74 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸 ＣＤ）地内 完了 2,538,000 10.62 －

75 渋川森林 渋川市川島（川島）地内 完了 356,400 1.34 －

76 渋川森林 前橋市粕川町中之沢（螺沢)地内 完了 8,380,800 4.16 －

77 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（大箕山Ｄ改植・カラマツ化） 完了 4,698,000 3.94 －

78 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢２）地内 完了 1,814,400 1.08 －

79 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山（細窪)地内 完了 6,987,600 11.48 －

80 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（出水平)地内 完了 5,659,200 4.70 －

81 藤岡森林 藤岡市上日野（細谷戸区域）地内 完了 410,400 3.66 －

82 利根環森 利根郡　みなかみ町月夜野（八木野）地内（下刈） 完了 486,000 1.58 －

83 利根環森 利根郡　みなかみ町月夜野（八木野）地内（植栽･地拵） 完了 9,504,000 9.15 －

84 桐生森林 みどり市大間々町塩原（高松森林整備区域）地内【地拵え】 完了 11,664,000 6.43 －

339,685,550 339,685,550 1,819.15 1,819.15 726.67 726.67合計

松くい虫被害地
の再生事業

 実施計画調査 5,324,400 60.43 －

森林整備 55,652,400 70.00 －

水源林機能
増進事業

区域調査 7,128,000 341.63 309.80

 実施計画調査 32,226,800 267.43 －

森林整備 48,286,950 90.52 －

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　平成２９年度予算

条件不利地
森林整備事業

区域調査 13,932,000 567.68 407.69

 実施計画調査 36,478,200 205.93 －

森林整備 139,328,400 201.29 －



No. 事業名 工種
担当事務所
（発注者）

施工箇所名 区分
実施予定額

（円）
年度内支払

額（円）
繰越額
（円）

繰越額合計
（円）

面積
（ha）

面積
合計
（ha）

備考

1 桐生森林 みどり市東町草木（横道森林整備区域）ほか 繰越 961,200 0 961,200 35.58

2 桐生森林 桐生市川内町五丁目（小谷戸森林整備区域） 繰越 1,242,000 0 1,242,000 38.81

3 藤岡森林 藤岡市保美濃山（大縄場区域）ほか地内 繰越 6,685,200 1,500,000 5,185,200 71.88

4 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（後山）地内 繰越 3,412,400 0 3,412,400 17.80

5 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字上沢渡（大菅ほか）地内 繰越 3,918,800 0 3,918,800 46.75

6 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字小雨（樋ノ口）地内 繰越 1,630,800 0 1,630,800 17.06

7 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字羽根尾（小滝ほか）地内 繰越 6,210,000 0 6,210,000 52.66

8 吾妻環森 吾妻郡　嬬恋村大字大笹（小池）地内 繰越 2,808,000 0 2,808,000 26.13

9 吾妻環森 吾妻郡　東吾妻町大字松谷（中尾原ほか）地内 繰越 6,696,000 2,000,000 4,696,000 62.09

10 西部環森 安中市西上秋間（安中－１）ほか地内 繰越 3,679,400 0 3,679,400 6.76

11 藤岡森林 神流町大字神ケ原（ながたわ区域）地内 繰越 3,456,000 0 3,456,000 5.63

12 藤岡森林 上野村大字楢原（白井区域）地内 繰越 799,200 0 799,200 1.45

13 藤岡森林 上野村大字川和（川和区域）地内 繰越 1,393,200 0 1,393,200 2.65

14 藤岡森林 藤岡市上日野（大半寺区域）地内 繰越 19,987,000 6,500,000 13,487,000 35.73

15 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字風口（風口）地内 繰越 16,092,000 6,400,000 9,692,000 32.17

16 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大日向（後山）地内 繰越 8,797,000 0 8,797,000 17.80

17 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字山田（畠沢ほか）地内 繰越 13,000,400 0 13,000,400 27.01

18 利根環森 利根郡　みなかみ町　小日向（一の沢）地内 繰越 14,115,600 0 14,115,600 30.01

19 桐生森林 みどり市東町花輪（平仁手２森林整備区域） 繰越 15,908,400 6,300,000 9,608,400 14.39

20 桐生森林 みどり市東町草木（柿の木坂森林整備区域） 繰越 6,868,800 2,700,000 4,168,800 6.23

21 桐生森林 桐生市梅田町四丁目（井戸沢２森林整備区域） 繰越 6,966,000 0 6,966,000 7.25

22 区域調査 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸南森林整備区域） 繰越 820,800 0 820,800 820,800 44.53 44.53

23 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字小沢（木取岨）地内 繰越 8,326,450 0 8,326,450 41.55

24 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字檜沢（大森）地内 繰越 3,294,000 950,000 2,344,000 22.29

25 西部環森 高崎市榛名湖町（榛名山－３－５）地内 繰越 19,548,000 0 19,548,000 29.77

26 藤岡森林 藤岡市坂原（大栃区域）地内 繰越 9,396,000 0 9,396,000 16.72

27 藤岡森林 藤岡市下日野（中倉区域）地内ほか 繰越 11,242,800 0 11,242,800 19.27

28 藤岡森林 藤岡市上日野（坂野区域）地内 繰越 5,734,800 0 5,734,800 13.13

29 藤岡森林 神流町大字塩沢（塩沢２区域）地内 繰越 1,112,400 0 1,112,400 2.11

30 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字北軽井沢（南木山熊ノ内）地内 繰越 13,500,000 0 13,500,000 35.21

31 吾妻環森 吾妻郡　高山村大字中山（中央地区簡水）地内 繰越 13,290,000 0 13,290,000 24.20

32 利根環森 沼田市　白沢町　高平（中ノ沢）地内 繰越 19,396,800 0 19,396,800 23.17

33 利根環森 利根郡　みなかみ町　藤原（手小屋）地内 繰越 20,080,200 0 20,080,200 21.11

34 桐生森林 みどり市東町草木（梨子木平森林整備区域） 繰越 27,165,000 0 27,165,000 30.76

35 実施計画調査 桐生森林 桐生市新里町赤城（御殿森林整備区域）地内 繰越 1,101,600 0 1,101,600 1,101,600 9.18 9.18

36 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸 B)地内 繰越 7,884,000 0 7,884,000 7.50

37 桐生森林 みどり市大間々町塩原（高松森林整備区域）地内【植栽】 繰越 16,513,200 0 16,513,200 6.43

323,033,450 26,350,000 296,683,450 296,683,450 902.77 902.77

松くい虫被害地
の再生事業 森林整備 24,397,200 13.93

合計

水源林機能
増進事業

実施計
画調査

10,670,450 63.84

森林整備 140,466,000 215.45

水源地域等の森林整備事業　【平成２９年度繰越一覧】

条件不利地
森林整備事業

区域調査 2,203,200 74.39

実施計
画調査

27,861,200 294.37

森林整
備

89,163,000 187.08

※年度内支払い（前払い金等）はＨ２９年度内完了として計上しています。



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 ryokukaka@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○



開講式 緑のインタープリターに関する基礎 座学

コミュニケーション コミュニケーションの基礎 座学・実習

インタープリテーション基礎 インタープリテーションプログラム体験 実習

森林環境教育① 青少年教育の基礎、森林環境教育の基礎 座学

インタープリテーション実習 インタープリテーション相互指導実習 実習

インタープリテーション実習 インタープリテーション相互指導実習 実習

インタープリテーション実習 インタープリテーション相互指導実習 実習

樹木に関する基礎 樹木生育の成り立ち（分類、特性、光合成と呼吸、生育条件） 座学

樹木の病害虫に関する基礎 ナラ枯れやマツ枯れ、獣害などの現状と原因 座学・実習

環境問題に関する基礎 環境問題（地球温暖化とその影響）に関する基礎 座学・実習

第4回 群馬の森林を学ぶ 現地研修

森林環境教育における安全対策 自然体験活動における安全対策（時系列に沿った安全対策、危険予知、気象知識を含む） 座学・実習

普通救命講習 普通救命講習 実習

普通救命講習 普通救命講習 実習

第6回 群馬の森林を学ぶ 現地研修

児童・生徒理解 児童・生徒の発達と年代ごとの特徴、発達段階を踏まえた接し方の工夫 座学

森林生態系 自然環境と生態系の関係、生物多様性に関する基礎、森林の機能 座学

森林内の動物に関する基礎 昆虫、水生生物、は虫類、ほ乳類、鳥類の種類と生態 座学・実習

土壌に関する基礎 物質循環、土壌の種類・成分・養分、土作り、樹木と土壌の関係 座学

キノコの仕組み 野生キノコの生態、食用キノコの概要、食物連鎖に関する基礎 座学

プログラム作成基礎 プログラム作りの基礎、企画の立て方、運営体制の作り方 実習

プログラム作成実習 森林環境教育プログラム作成 実習

プログラム作成実習 森林環境教育プログラム作成 実習

プログラム作成実習 森林環境教育プログラム作成 実習

プログラム作成実習 森林環境教育プログラム作成 実習

講師実習 講師実習 実習

講師実習 講師実習 実習

体験学習法 講師実習ふりかえり、体験学習法の考えと応用方法 座学

森林環境教育② 学校教育における環境教育 座学

森林環境教育③ 森林環境教育の意義と課題 座学

林業に関する基礎 日本の林業の現状と課題、外国における林業の実際 座学

林業実習 チェンソーによる間伐の見学、手鋸による間伐体験、下刈体験 実習

試験 試験、講座全体のまとめ 座学

閉講式 座学

回 講座 内容 学習形態

第10回

第11回

第12回

緑のインタープリター養成講座カリキュラム

第2回

第3回

第5回

第7回

第8回

第9回

第1回

○森林環境教育を推進するための「緑のインタープリター養成講座」を実施しました。

・平成３０年度認定者数：２５名

・平成３１年度活動登録者数：１５３名

○平成３０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○



●　荒廃した里山・平地林の整備
：　２５，６７９千円　　　19事業
：２０７，７３９千円　 ２６９事業
： 　  ３，５３２千円　　　 ９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 ・・・ 35

【苗木の購入】
・ 実施報告 ・・・ 36

・ 事業一覧 ・・・ 37

・ 実施箇所紹介 ・・・ 39

【刈払機・粉砕機の購入】
・ 実績報告 ・・・ 40

・ 事業一覧 ・・・ 41

・ 実施箇所紹介 ・・・ 42

●　貴重な自然環境の保護・保全
　　実績：４，２３２千円　２１事業

・ 実施報告 ・・・ 43

・ 事業一覧 ・・・ 44

・ 実施箇所紹介 ・・・ 45

●　森林環境教育・普及啓発
　　実績：１８，２５７千円　３９事業

・ 実施報告 ・・・ 46

・ 事業一覧 ・・・ 47

・ 実施箇所紹介 ・・・ 49

●　森林の公有林化　（水源地域森林）
：　　　　　　　　　０千円　 １事業
：１９，６６８，０００千円　 ２事業

・ 実施報告 ・・・ 50

・ 事業一覧 ・・・ 51

・ 実施箇所紹介 ・・・ 52

●独自提案事業
　　実績：１，４０４千円　２事業

・ 実施報告 ・・・ 53

・ 事業一覧 ・・・ 55

Ｈ２９実績　
※H28の概算払のみで事業完了

Ｈ２８繰実績
Ｈ２９実績   
Ｈ３０へ繰越

Ｈ２8繰実績 

市町村提案型事業 実施報告

・平成２８年度事業のうち、平成２９年度に繰越となった２２事業（うち完了２０事業）を実施
しました。
・平成２９年度に採択した３０７事業のうち、年度内に２６９事業が完了しました。



【◆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）
※繰越事業の概算払額を含む

【成果】

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㏊当たり上限500千円（ただし、全伐する場合、1ha当たり上限1,500千円とする）
竹林は1㏊当たり上限2,700千円（ただし、全伐する場合、1ha当たり上限5,900千円とする）
特殊伐採は補助率１／２以内（ただし、「ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業審査会設置運営要領」に規定する
「ぐんま緑の県民基金市町村提案型審査会」において承認を得た額とし、上限2,000千円とする）

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
21 6
65 13

223,090,080 49,212,005
193,760,000 41,554,000

廃止等の主な理由 土地所有者との合意形成が不調と
なったため

【事業の実施状況】 【繰越状況】

【課題・方向性】

合計 合計
17 3
41 3

164,664,040 6,538,800
151,627,000 3,291,000

・　市町村が森林（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た。

・　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感を軽減し、継続的な管理意欲
を高めることが重要であることから、地元市町村と協力しながら地域の取組をフォローする必要がある。
・　竹の生育密度が高い地域での整備は、伐倒後の竹が、管理作業や森林の機能発揮に支障となることがあるため、竹の処
理についても検討が必要である。

【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】

・　倒木の心配がなくなり、雪害対策ができた。
・　道路の見通しや安全・安心、また景観の確保ができた。
・　整備したことで道路の幅員が確保されるとともに、日当たりも改善でき、安全な道路環境の整備が図られた。

【平成２８年度繰越の実績】 25，396千円

・ 整備面積 森林 ５．８１ｈａ 、 竹林３．９３ｈａ （６市町村 ９箇所 ）

【平成２９年度の実績】 130,957千円

・ 整備面積 森林 ３１．３１ｈａ 、 竹林１９．２７ｈａ （２１市町村 ４９箇所 ）



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)

H28
繰越

新規 高崎市 竹林整備事業 高崎市 2,537,000 2,537,000 2,152,000 2,152,000 0.37

H28
繰越

新規 高崎市 里山林整備事業 高崎市 1,500,000 1,500,000 794,880 794,000 0.53

H28
繰越

新規 藤岡市 高山森林保全事業 藤岡市 5,306,960 3,599,000 5,292,000 3,588,000 1.15 0.09

H28
繰越

新規 藤岡市 八塩ハイキング道周辺整備事業 藤岡市 7,429,800 7,140,000 7,398,000 7,109,000 0.45 1.64

H28
繰越

新規 神流町 高八木地内森林伐採事業 神流町 549,000 374,000 528,280 353,000 0.36

H28
繰越

新規 下仁田町 馬山バイパス森林整備 下仁田町 3,721,840 3,721,000 3,721,840 3,721,000 1.19 0.97

H28
繰越

新規 下仁田町 上ノ原森林整備 下仁田町 8,795,360 2,695,000 8,795,360 2,361,000 0.04 0.39

H28
繰越

新規 中之条町 成田地区獣害防止森林整備事業 中之条町 3,848,364 2,700,000 3,848,364 2,700,000 1.80

H28
繰越

新規 みなかみ町 みなかみ町森林整備事業 みなかみ町 6,559,000 6,559,000 3,132,600 2,618,000 0.29 0.47

40,247,324 30,825,000 35,663,324 25,396,000 5.81 3.93 0 0

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)

H29 新規 前橋市 史跡大胡城跡森林整備事業
前橋市

（文化財保護課）
500,000 200,000 完了 496,800 200,000 0.40

H29 新規 前橋市 史跡膳城跡森林整備事業
前橋市

（文化財保護課）
500,000 250,000 完了 486,000 250,000 0.50

H29 新規 高崎市 竹林整備事業 高崎市 13,334,000 13,334,000 完了 4,881,600 4,881,000 0.83

H29 新規 高崎市 竹林等整備事業 高崎市 1,410,000 1,410,000 完了 2,985,120 2,985,000 0.26 0.44

H29 新規 高崎市 里山林整備事業 高崎市 750,000 750,000 繰越 750,000 750,000 森林0.50

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

繰越額

区分

実績 繰越 廃止

備考

平成27年度繰越合計

年度 市町村名 事業名 事業実施者

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考



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)

年度 市町村名 事業名 事業実施者

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

H29 新規 太田市 東金井町刈払い事業 太田市 561,330 315,000 完了 388,800 315,000 0.64

H29 新規 太田市 東金井町竹林整備事業 太田市 8,386,805 1,728,000 完了 6,112,800 1,728,000 0.66

H29 新規 沼田市 上川田町竹林整備 沼田市 1,431,000 1,431,000 完了 3,099,600 3,099,000 0.53

H29 新規 沼田市 下川田町森林整備 沼田市 850,000 850,000 廃止 850,000 850,000

H29 新規 沼田市 上沼須町竹林整備 沼田市 649,000 649,000 廃止 649,000 649,000

H29 新規 沼田市 上久屋町竹林整備 沼田市 1,652,000 1,652,000 繰越 1,296,000 1,296,000 竹林0.22

H29 新規 沼田市 新町竹林整備 沼田市 295,000 295,000 完了 464,400 464,000 0.08

H29 新規 沼田市 利根町多那竹林整備 沼田市 5,133,000 5,133,000 完了 4,298,400 4,298,000 0.75

H29 新規 藤岡市 大沢・雲尾里山保全事業 藤岡市 354,000 354,000 完了 340,200 340,000 0.06

H29 新規 富岡市 里山再生事業 富岡市 2,655,000 2,655,000 完了 2,592,000 2,592,000 0.45

H29 新規 安中市 土塩１区地区竹林整備事業 安中市 870,000 870,000 完了 1,533,600 262,000 0.18

H29 新規 安中市 松井田町五料西尾地区竹林整備事業 安中市 590,000 590,000 完了 590,000 590,000 0.10

H29 新規 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村 1,500,000 1,500,000 完了 1,598,400 1,500,000 3.01

H29 新規 神流町 間物地区森林伐採事業 神流町 1,733,000 934,000 完了 1,717,200 914,000 0.23

H29 新規 神流町 小平地区森林伐採事業 神流町 274,000 154,000 完了 259,200 138,000 0.04

H29 新規 神流町 魚尾櫻井地区竹林伐採事業 神流町 891,000 891,000 完了 891,000 891,000 0.34

H29 新規 神流町 尾附地区竹林伐採事業 神流町 2,950,000 2,950,000 完了 2,712,960 2,712,000 0.46

H29 新規 下仁田町 馬山バイパス②森林整備 下仁田町 4,128,730 2,195,000 廃止 0 4,128,730 2,195,000



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)

年度 市町村名 事業名 事業実施者

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

H29 新規 下仁田町 矢川（和美峠）森林整備 下仁田町 707,825 150,000 廃止 0 707,825 150,000

H29 新規 下仁田町 大東（杣瀬）森林整備 下仁田町 11,066,450 5,900,000 廃止 0 11,066,450 5,900,000

H29 新規 下仁田町 下町（伊勢山）森林整備 下仁田町 5,480,900 1,245,000 繰越 4,492,800 1,245,000 森林0.40

H29 新規 南牧村 南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 1,600,000 1,600,000 完了 1,598,400 1,035,000 1.71

H29 新規 南牧村 南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 1,050,000 1,050,000 完了 831,600 580,000 0.76

H29 新規 南牧村 南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 550,000 550,000 廃止 550,000 550,000

H29 新規 南牧村 南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 2,100,000 2,100,000 廃止 2,100,000 2,100,000

H29 新規 南牧村 南牧村林地荒廃対策整備支援事業 南牧村 590,000 590,000 廃止 590,000 590,000

H29 新規 甘楽町 連石山天狗岩周辺竹林整備 甘楽町 11,800,000 11,800,000 廃止 11,800,000 11,800,000

H29 新規 甘楽町 甘楽総合公園西側竹林整備 甘楽町 4,880,000 4,880,000 完了 4,849,200 4,849,000 1.50 0.70

H29 新規 中之条町 熊野沢地区竹林伐採事業 中之条町 2,478,000 2,478,000 完了 2,451,060 2,451,000 0.42

H29 新規 中之条町 平二日市地区竹林伐採事業 中之条町 826,000 826,000 完了 808,542 808,000 0.14

H29 新規 長野原町 草木原地区竹林整備事業（整備） 長野原町 1,770,000 1,770,000 完了 1,749,600 1,749,000 0.31

H29 新規 嬬恋村 鎌原姥ヶ原森林整備事業 嬬恋村 12,000,000 3,175,000 完了 11,934,000 3,175,000 2.00

H29 新規 高山村 高山村竹林整備事業 高山村 30,621,000 30,621,000 完了 29,362,000 29,362,000 4.98

H29 新規 高山村 高山村地区里山・平地林整備事業 高山村 1,895,000 1,895,000 完了 1,824,000 1,824,000 3.65

H29 新規 高山村 高山村地区里山・平地林整備事業 高山村 1,545,000 1,545,000 完了 2,875,000 2,875,000 1.92

H29 新規 東吾妻町 小泉地区竹林伐採事業 東吾妻町 2,950,000 2,950,000 完了 1,887,840 1,887,000 0.32



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)

年度 市町村名 事業名 事業実施者

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

H29 新規 東吾妻町 大柏木地区竹林伐採事業 東吾妻町 2,950,000 2,950,000 完了 2,894,400 2,894,000 0.50

H29 新規 東吾妻町 川戸地区竹林伐採事業 東吾妻町 2,950,000 2,950,000 廃止 0 2,950,000 2,950,000

H29 新規 東吾妻町 新巻地区竹林伐採事業 東吾妻町 2,950,000 2,950,000 完了 1,458,000 1,458,000 0.26

H29 新規 東吾妻町 広野原地区森林整備事業 東吾妻町 750,000 750,000 完了 1,814,400 990,000 0.66

H29 新規 東吾妻町 南町地区竹林整備事業 東吾妻町 2,950,000 2,950,000 完了 2,462,400 2,256,000 0.37

H29 新規 片品村 里山整備事業 片品村 550,000 550,000 完了 44,000 44,000 0.10

H29 新規 片品村 里山整備事業 片品村 1,500,000 1,500,000 完了 1,240,000 1,240,000 2.80

H29 新規 片品村 里山整備事業 片品村 1,180,000 1,180,000 完了 745,000 745,000 0.13

H29 新規 片品村 里山整備事業 片品村 500,000 500,000 完了 260,000 250,000 0.54

H29 新規 片品村 里山整備事業 片品村 2,478,000 2,478,000 完了 3,800,000 3,800,000 0.67

H29 新規 川場村 川場村竹林整備事業 川場村 4,130,000 4,130,000 完了 4,100,000 4,100,000 0.70

H29 新規 川場村 川場村竹林整備事業 川場村 4,000,000 4,000,000 完了 3,950,000 3,950,000 8.00

H29 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（橡久保） 昭和村 2,950,000 2,950,000 完了 2,400,000 2,400,000 0.41

H29 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（川額） 昭和村 2,360,000 2,360,000 完了 1,900,000 1,900,000 0.33

H29 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（糸井） 昭和村 1,357,000 1,357,000 完了 1,180,000 1,180,000 0.23

H29 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（糸井） 昭和村 2,950,000 2,950,000 完了 2,600,000 2,600,000 0.45

H29 新規 昭和村 昭和村森林整備事業（森下） 昭和村 2,950,000 2,950,000 完了 2,700,000 2,700,000 0.50

H29 新規 みなかみ町 みなかみ町森林整備事業（下牧地区） みなかみ町 16,200,000 16,200,000 完了 13,176,000 13,176,000 1.39 2.15



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)

年度 市町村名 事業名 事業実施者

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

備考

H29 新規 みなかみ町
みなかみ町森林整備事業（野田原地
区）

みなかみ町 7,670,000 7,670,000 廃止 7,670,000 7,670,000

H29 新規 みなかみ町 みなかみ町森林整備事業（今宿地区） みなかみ町 6,150,000 6,150,000 完了 4,158,000 4,158,000 0.92 0.66

H29 新規 みなかみ町
みなかみ町森林整備事業（池ノ原地
区）

みなかみ町 3,200,000 3,200,000 廃止 3,200,000 3,200,000

H29 新規 みなかみ町 みなかみ町森林整備事業（羽場地区） みなかみ町 2,950,000 2,950,000 廃止 2,950,000 2,950,000

H29 新規 みなかみ町 みなかみ町森林整備事業（上原地区） みなかみ町 1,534,000 1,534,000 完了 1,976,400 1,976,000 0.34

H29 新規 みなかみ町
みなかみ町森林整備事業（師地区特殊
伐採）

みなかみ町 623,040 386,000 完了 1,328,400 386,000 0.10

223,090,080 193,760,000 149,806,322 130,957,000 31.31 19.27 6,538,800 3,291,000 49,212,005 41,554,000合計

※1：括弧内は繰越事業の概算払額を示す。※2：交付決定時の額を示す。



事業名 熊野沢地区竹林伐採事業

事業実施主体 中之条町 市町村名 中之条町

事業成果
放置された竹林が野生鳥獣の住処となっているため、獣害対策の緩衝帯確保と景観保護を図るため竹林
整備を行い、獣害対策等が図られた。

整備面積 0.42ｈａ 事業費（補助金） 2,451,060円 （2,451,000円）

事業名 甘楽総合公園西側竹林整備

事業実施主体 甘楽町 市町村名 甘楽町

事業成果

事業実施所在地は「甘楽ふるさと館」にほど近い場所で、町道下井厳島線を挟み甘楽総合公園の西側に
あたり、公園の利用者等による車両通行及び歩行者も多いため、近年放置された竹林が道路を侵食し、
交通の妨げになっていた。
これらの危惧を払拭するため、道路西側の竹林の伐倒及び山林整備を行い、安全な道路環境の整備が
図られた。

整備面積
2.20ha

（森林1.50ha、竹林0.70ha）
事業費（補助金） 4,849,200円 （4,849,000円）

着工前 完成

着工前 完成



【◆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）】

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
竹林は1ha当たり上限700千円

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
6 2
7 2

11,183,800 506,800
11,183,000 506,000

廃止等の主な理由 土地所有者との合意形成が不調と
なったため

合計 合計
4
5

9,057,673
9,025,000

・　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、整備要望の声が掛かるなど、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ことが重要であることから、地元市町村と協力しながら地域の取組をフォローする必要がある。
・　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。
・　竹の生育密度が高い地域での整備は、伐倒後の竹が、管理作業や森林の機能発揮に支障となることがあるため、竹
の処理についても検討が必要である。

・　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】

・　伸び放題になっていた竹藪が整備され、日当たりや景観の改善に繋がった。
・　手を抜くと元に戻ってしまうため、今後も継続して取り組む必要がある。
・　鬱蒼としていた竹林がきれいになり、安心して通学等に使える道になった。まだ、きれいにしてほしい箇所がたくさんあ
る。

【平成２９年度の実績】 9,025千円

・ 整備面積 森林 ２．８０ｈａ 、 竹林１２．６８ｈａ （６市町村 ７箇所 ）



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)

H29 新規 富岡市 竹林整備事業 富岡市シニア先遣隊
ボランティア団体による竹林整備。竹林整備後の
フィールドを対象に市民を対象とした森林環境教
育等を実施。

2,800,000 2,800,000 完了 1,767,051 1,764,000 2.52

H29 新規 富岡市 竹林整備事業 富岡市環境づくり支援隊
地元住民を中心に結成した団体が下高尾地区内
の放置された竹林と森林を整備し、美しく地域に
親しまれる里山作りを目指す。

6,160,000 6,160,000 完了 5,558,452 5,558,000 2.00 8.00

H29 新規 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

荒廃した竹林を整備し、野生鳥獣の住処を減少さ
せる。

350,000 350,000 完了 377,774 350,000 0.50

H29 新規 中之条町 田代原地区森林整備事業 六合１７区
地域住民による、有害鳥獣対策、景観問題の改
善を目的とした森林の整備

86,800 86,000 廃止 86,800 86,000

H29 新規 片品村 里山整備事業 尾瀬の郷森林を守る会
地域住民を中心としたボランティア団体による野
生鳥獣害対策や景観保全などを目的とした放置
森林の整備

420,000 420,000 廃止 420,000 420,000

H29 新規 みなかみ町
みなかみ町森林整備事業（須
川・笠原地区）

須川・笠原里山整備保存会
地域団体よる地域の安全・安心な生活環境づくり
や獣害防止を目的とした竹林の整備

1,162,000 1,162,000 完了 1,162,502 1,162,000 1.66

H29 新規 玉村町 水辺の森環境整備事業 岩倉自然公園水辺の森を愛する会
岩倉自然公園水辺の森を愛する会による町民の
憩いの場や豊かな自然環境を背景とした森林環
境教育の場づくりを目的とした森林整備

205,000 205,000 完了 191,894 191,000 0.80

11,183,800 11,183,000 9,057,673 9,025,000 2.80 12.68 506,800 506,000

荒廃した里山・平地林の整備　【整備】　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 廃止

備考

合計



事業名 竹林整備事業

事業実施主体 富岡市シニア先遣隊 市町村名 富岡市

事業成果 竹林の整備の結果、獣害対策、景観維持、安全安心な生活環境づくりに成果があった。

整備面積 2.52ha 事業費（補助金） 1,767,051円 （1,764,000円）

事業名 土塩地区（竹ノ内）竹林整備事業

事業実施主体 土塩地区を守る会 市町村名 安中市

事業成果 荒廃した竹林を整備し、野生鳥獣の住みかとなりうる箇所の低減を図れた。

整備面積 0.50ha 事業費（補助金） 377,774円 （350,000円）

実施状況

着工前

完成

着工前 完成



【◆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）】

26 7

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。次年度以降についても継続的に管理を実施する。

【事業の廃止】
合計 合計

151 11
21,917,556 680,650
14,868,000 280,000

廃止等の主な理由
経費が少額となるため補助をとりや
めた

合計 合計
26 1
137 3

16,974,295 734,597
13,398,000 81,000

・　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。
・　他の地域から整備・管理地を見学に来るなど、事業への興味関心の高まり、波及効果が感じられる。

・　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ことが重要であることから、地元市町村と協力しながら地域の取組をフォローする必要がある。
・　管理団体の高齢化や人口減少等により、管理の継続が困難な地域においても森林の機能の維持は重要であるた
め、地元市町村と協力しながら地域の取組をフォローする必要がある。

・　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】

・　里山が本来持っている快適環境形成や自然災害防止及び野生獣被害の低減など、地域住民の安全・安心な生活環
境の改善が図られつつある。
・　地域の高齢化が進んでおり、長期にわたる維持管理への負担感や管理体制の継続に対する対策が必要である。
・　管理にかかる経費への補助が不足し、持ち出しで事業を行っているため、もう少し補助を手厚くしてほしい。

【平成２９年度の実績】 13,398千円

・ 管理面積 １８２．７１ｈａ （２６市町村 １３７箇所 ）

【平成２８年度繰越の実 １３４千円

・ 整備面積 森林 １．６９ｈａ （１市町村 ５箇所 ）



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
繰越

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 完了 541,463 32,000 0.40

H28
繰越

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 完了 1,117,048 43,000 0.54

H28
繰越

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 完了 467,695 23,000 0.29

H28
繰越

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 完了 541,376 19,000 0.24

H28
繰越

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 完了 739,879 17,000 0.22

H28
繰越

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

386,000 386,000 完了
H28概算払分

のみ実施

H28
繰越

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 廃止 80,000 80,000

7,480,600 600,000 3,407,461 134,000 1.69 80,000 80,000

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)

H29 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

260,000 160,000 完了 277,620 160,000 2.00

H29 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
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

150,000 40,000 完了 144,000 40,000 0.51

H29 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
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

950,000 235,000 完了 947,556 235,000 2.94

H29 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 125,975 61,000 0.77

H29 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

9,000 4,000 完了 9,002 4,000 0.05

H29 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 205,691 105,000 1.32

H29 継続 前橋市
富士見町九十九山の里山整備
(0.53ha/1.36ha）

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

207,000 107,000 完了 207,298 107,000 1.36

H29 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 67,500 57,000 0.72

H29 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 67,650 66,000 0.83

平成27年度繰越合計

実績

区分

繰越 廃止

市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

繰越額

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

年度 備考



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

H29 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 27,010 24,000 0.31

H29 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 165,264 144,000 1.80

H29 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 11,424 10,000 0.13

H29 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

11,000 11,000 完了 12,468 11,000 0.14

H29 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

19,000 19,000 完了 21,000 19,000 0.24

H29 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

53,000 53,000 完了 60,746 53,000 0.67

H29 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

92,000 92,000 完了 130,221 92,000 1.15

H29 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

142,000 142,000 完了 143,350 142,000 1.78

H29 継続 高崎市 H27・H28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

540,000 540,000 完了 546,197 540,000 6.75

H29 継続 H28竹林整備事業(管理・植栽) 塩地区の自然を守る会
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と
管理作業

96,000 96,000 完了 97,948 86,000 1.08 苗木購入と一括申請

H29 継続 高崎市
榛名荘病院周辺森林整備事業（管
理）

榛名里山倶楽部
地域のボランティア団体による刈払い等の
森林の管理活動

87,000 87,000 完了 81,498 80,000 1.09

H29 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 11,020 8,000 0.10

H29 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

22,000 22,000 完了 22,525 22,000 0.28

H29 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

36,000 36,000 完了 37,000 36,000 0.46

H29 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 83,350 78,000 0.98

H29 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 52,200 52,000 0.66

H29 継続 高崎市 Ｈ28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 廃止 8,000 8,000

H29 継続 H28竹林整備事業(管理・植栽) 宮沢２区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と
管理作業。

20,000 20,000 完了 24,354 20,000 0.26 苗木購入と一括申請

H29 継続 H28竹林整備事業(管理・植栽) 中里見４区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と
管理作業。

104,000 104,000 完了 82,215 81,000 1.02 苗木購入と一括申請

H29 継続 H28竹林整備事業(管理・植栽) 上室田２区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と
管理作業。

12,000 12,000 完了 10,531 10,000 0.13 苗木購入と一括申請

H29 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

地域の自治会により、町内のカタクリの生
殖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

100,000 71,000 完了 132,997 71,000 0.89
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H29 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

30,000 27,000 完了 30,000 27,000 1.90

H29 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

H29 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
な森林管理を目的とした刈払い等の管理
活動

480,000 480,000 完了 480,000 480,000 6.00

H29 継続 沼田市 佐山地区森林・竹林管理 佐山町南部区
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

21,000 21,000 廃止 21,000 21,000

H29 継続 沼田市 沼須竹林管理 沼須町区
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

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

H29 継続 沼田市 上沼須竹林管理 上沼須町区
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

248,000 248,000 完了 248,000 248,000 3.11

H29 継続 沼田市 下川田町竹林管理 下川田町区
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

42,000 42,000 完了 42,067 42,000 0.53

H29 継続 沼田市 岩本町竹林管理 本陣森林管理組合
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

8,000 8,000 廃止 8,000 8,000

H29 継続 沼田市 白沢町上古語父森林管理 稲荷神社氏子会
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

40,000 40,000 完了 51,860 40,000 0.51

H29 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 80,175 80,000 1.00

H29 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 95,874 93,000 1.17

H29 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 36,526 36,000 0.46

H29 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 61,599 60,000 1.01

H29 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 113,289 112,000 1.40

H29 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 59,214 56,000 0.70

H29 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 56,000 55,000 0.69

H29 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 18,680 18,000 0.23

H29 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

81,000 81,000 完了 91,138 81,000 1.02

H29 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
景観の保全を図るための竹林管理

52,000 52,000 完了 54,238 52,000 0.65

H29 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 120,041 120,000 1.50

H29 継続 藤岡市 子王山周辺整備事業 子王山里山保全会
子王山周辺の景観の保全を図るための森
林管理

36,000 36,000 完了 38,320 36,000 0.46
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H29 継続 藤岡市 高山森林保全事業 高山森林保全会
地域住民による道路利用者の安心安全確
保のための森林及び竹林管理

99,000 99,000 完了 100,611 99,000 1.24

H29 継続 藤岡市 八塩ハイキング道周辺整備事業 八塩自治会
地域住民による八塩ハイキング道周辺景
観整備のため森林・竹林の管理

166,000 166,000 完了 167,313 166,000 2.08

H29 継続 富岡市 里山再生事業 富岡市シニア先遣隊
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

264,000 264,000 完了 188,283 160,000 2.00

H29 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 80,191 66,000 1.00

H29 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

27,000 27,000 完了 27,023 27,000 0.34

H29 継続 富岡市 里山再生事業 川端地区森林を守る会
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

8,000 8,000 廃止 8,000 8,000

H29 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 28,000 24,000 0.30

H29 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

H29 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

H29 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

松井田町五料臼井小学校通学路地区の会
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

H29 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 81,576 80,000 1.00

H29 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 廃止 21,000 16,000

H29 継続 安中市 上後閑長源寺地区竹林整備事業 長源寺地区電柵の会
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 20,601 19,000 0.24

H29 継続 安中市 新井地区竹林整備事業 関口会
野生鳥獣対策等を目的とした団体が実施
する荒廃した竹林の整備

11,000 11,000 廃止 11,000 11,000

H29 継続 安中市 安中市竹林整備 藤木田竹林の会
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

13,000 13,000 廃止 13,000 13,000

H29 継続 みどり市 小夜戸地区竹林管理事業 わたらせ竹林整備隊
地元団体による放置された竹林を対象した
イノシシ等の獣害対策を目的とした竹林の
管理

112,000 112,000 完了 65,000 65,000 1.40

H29 継続 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（榛東八幡ホタルの郷）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 68,725 68,000 0.85

H29 継続 吉岡町 金剛寺跡周辺森林管理事業 南下自治会

地元自治会による金剛寺跡・上八幡神社
周辺の荒廃した森林を対象とした景観維持
や地域の憩いの場としての価値を高めるこ
とを目的とした森林の管理

27,000 27,000 完了 27,448 27,000 0.34

H29 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 塩ノ沢里山の会
地域住民による森林の管理を行い、獣害
防止と里山の景観美化を図る

20,000 20,000 完了 12,680 12,000 3.18

H29 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を行い、獣害
防止と里山の景観美化を図る

20,000 20,000 完了 15,444 15,000 0.35
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H29 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村景観整備の会
地域住民による森林の管理を行い、獣害
防止と里山の景観美化を図る

50,000 50,000 完了 54,658 50,000 3.00

H29 継続 上野村 上野村里山景観整備事業 上野村景観整備の会
地域住民による森林の管理を行い、獣害
防止と里山の景観美化を図る

50,000 50,000 完了 56,386 50,000 3.27

H29 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 45,498 44,000 0.59

H29 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

18,000 18,000 完了 18,000 18,000 0.24

H29 継続 神流町 高八木地内森林管理作業 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・維持を目的とした森林の管理

38,500 28,000 完了 28,000 28,000 0.36

H29 継続 神流町 平原地区竹林管理事業 へばーらんど研究会
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・維持を目的とした森林の管理

76,000 76,000 完了 98,135 76,000 0.97

H29 継続 神流町 気奈沢地内森林管理作業 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・維持を目的とした森林の管理

13,000 6,000 完了 14,904 6,000 0.08

H29 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。

381,853 81,000 廃止 381,853 81,000

H29 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

172,208 36,000 完了 164,000 36,000 0.46

H29 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

149,746 32,000 完了 144,000 32,000 0.40

H29 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

202,158 43,000 完了 192,000 43,000 0.54

H29 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

321,955 68,000 完了 550,800 68,000 0.86

H29 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

119,797 25,000 廃止 119,797 25,000

H29 継続 下仁田町 馬山農免（柳沢①）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

108,566 23,000 完了 35,984 23,000 0.29

H29 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

602,729 128,000 完了 644,619 128,000 1.61

H29 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

89,848 19,000 完了 35,984 19,000 0.24

H29 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

82,361 17,000 完了 71,968 17,000 0.22

H29 継続 下仁田町 黒川森林整備 西野牧自治会
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

74,873 4,000 完了 64,800 4,000 0.05
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H29 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

930,494 49,000 繰越 357,392 49,000 森林0.62

H29 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

380,201 28,000 繰越 333,451 28,000 森林0.36

H29 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

366,604 4,000 繰越 43,754 4,000 森林0.05

H29 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
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

733,757 156,000 完了 70,005 70,000 2.16

H29 継続 下仁田町 上ノ原森林整備 大東区自治会
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

1,125,306 48,000 完了 351,677 34,000 0.43

H29 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森林管理 32,000 32,000 完了 30,800 30,000 0.40

H29 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 地域のボランティア団体による森林管理 168,000 168,000 完了 168,000 168,000 2.10

H29 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
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

120,000 120,000 完了 88,000 88,000 1.10

H29 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
地域住民による景観美化を目的とした竹林
の管理

6,000 6,000 完了 7,416 6,000 0.08

H29 継続 甘楽町 秋畑那須鯉のぼりの里竹林整備 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竹林
の管理

16,000 16,000 完了 16,000 16,000 0.21

H29 継続 甘楽町 甘楽中学校北側山林整備 松泉会
地域住民による景観美化を目的とした竹林
の管理

39,000 39,000 完了 43,366 39,000 0.49

H29 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森林
の管理

96,000 96,000 完了 97,243 96,000 1.20

H29 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 101,742 80,000 1.00

H29 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

212,000 212,000 完了 212,000 212,000 2.65

H29 継続 長野原町 草木原地区竹林整備事業（管理） 草木原地区電気柵管理組合
獣害防止対策と景観美化を目的とした竹林
全伐跡地の管理

44,000 44,000 完了 44,000 44,000 0.55

H29 継続 嬬恋村 三原区竹林管理事業 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 57,780 57,000 1.00

H29 継続 嬬恋村 袋倉区竹林管理事業 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 39,516 39,000 0.50

H29 継続 嬬恋村 大前区森林管理事業 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 103,846 80,000 1.00

H29 継続 嬬恋村 鎌原姥ヶ原森林管理事業 山路の会
山路の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

160,000 160,000 完了 184,200 160,000 2.00
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H29 継続 嬬恋村 門貝区森林管理事業 門貝区
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 79,800 79,000 1.00

H29 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

H29 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

H29 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

H29 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

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

H29 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
した森林の管理

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

H29 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

H29 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

96,000 96,000 完了 96,000 96,000 1.20

H29 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
した森林の管理

223,000 223,000 完了 223,000 223,000 2.79

H29 継続 高山村 高山村竹林整備事業 高山村6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

648,000 648,000 完了 566,000 566,000 7.08

H29 継続 高山村 高山村里山・平地林整備事業 高山村7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
した森林の管理

844,000 844,000 完了 944,000 944,000 11.80

H29 継続 高山村 高山村里山・平地林整備事業 高山村8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
した森林の管理

41,000 41,000 完了 330,000 330,000 4.13

H29 継続 東吾妻町 川戸地区竹林管理事業 川戸自治会
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

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.50

H29 継続 東吾妻町 植栗地区竹林管理事業 上北管理体
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

16,000 16,000 完了 15,011 14,000 0.18

H29 継続 東吾妻町 岩島地区森林管理事業 アグリグループ
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森林の管理

80,000 80,000 完了 86,717 80,000 1.00

H29 継続 東吾妻町 岩下地区竹林管理事業 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 17,000 17,000 0.22

H29 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

ＮＯＰ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

80,000 80,000 完了 129,600 80,000 1.00

H29 継続 東吾妻町 大谷沢地区森林管理事業 兵庫育林会
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森林の管理

16,000 16,000 完了 20,034 16,000 0.20

H29 継続 東吾妻町 岩櫃山森林管理事業 平沢区自治会
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森林の管理

240,000 240,000 完了 240,000 240,000 3.00
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H29 継続 東吾妻町 在下地区竹林管理事業 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 廃止 9,000 9,000

H29 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

H29 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

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

H29 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
竹林の管理

64,000 64,000 完了 64,000 64,000 0.80

H29 継続 片品村 里山整備事業 須賀川共有林組合
地域のボランティア団体による獣害防止、
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

269,000 269,000 完了 269,000 269,000 3.37

H29 継続 片品村 里山整備事業 須賀川共有林組合
地域のボランティア団体による獣害防止、
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

60,000 60,000 完了 60,000 60,000 0.76

H29 継続 片品村 里山整備事業 鎌田森林を守る会
地域のボランティア団体による獣害防止、
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

104,000 104,000 完了 104,000 104,000 1.31

H29 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

H29 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

H29 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

H29 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

H29 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

H29 継続 昭和村 常木森林管理事業 常木区
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竹
林の管理

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.50

H29 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竹
林の管理

22,000 22,000 完了 22,000 22,000 0.28

H29 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竹
林の管理

23,000 23,000 完了 23,000 23,000 0.29

H29 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竹
林の管理

32,000 32,000 完了 32,000 32,000 0.41

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（下牧地区）

下牧四ｶ村用水周辺整備委員会
地域団体による獣害防止、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

320,800 320,000 完了 318,832 317,000 3.97

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（森林整備隊）

利根川源流森林整備隊
地域団体による獣害防止、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

564,000 564,000 完了 428,997 428,000 5.46



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

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（浅地地区）

浅地区
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

168,000 168,000 完了 168,949 155,000 3.96

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（小和知地区）

小和知区
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

103,200 103,000 完了 121,948 103,000 1.29

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（真政地区）

真政八幡保存会
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

21,600 21,000 完了 16,960 16,000 0.27

H29 継続 みなかみ町
みなかみ町里山管理事業
（真沢地区）

ＮＰＯ里山環境さなざわ
ＮＰＯ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 廃止 80,000 80,000

H29 継続 玉村町 水辺の森環境整備事業 岩倉自然公園水辺の森を愛する会 Ｈ２８年度整備箇所の管理 34,000 34,000 完了 34,194 34,000 0.43

H29 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 101,400 86,000 1.08

20,339,556 14,010,000 16,974,295 13,398,000 182.71 734,597 81,000 680,650 280,000合計



事業名 小夜戸地区竹林管理事業

事業実施主体 わたらせ竹林整備隊 市町村名 みどり市

事業成果
刈払い等を行うことで森林を適切に管理し立木を守り、土地の荒廃を防いだ。また、イノシシ等
有害鳥獣の潜伏場所をなくすことで獣害対策につながった。

整備面積 1.40ha 事業費（補助金） 65,000円 （65,000円）

事業名 大前区森林管理事業

事業実施主体 大前区 市町村名 嬬恋村

事業成果
平成27年度の本事業で実施した区域について、地域の自治会により刈り払いを行うことにより
獣害防止や集落周辺の環境保全が図られた。

整備面積 1.00ｈａ 事業費（補助金） 103,846円 （80,000円）

実施状況

着工前

完成

着工前 完成



【◆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】

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（苗木購入）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
苗木購入

補 助 率 1ha当たり上限300千円

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

8 3
19（15） 4（2）

3,449,481 133,397
3,448,000 133,000

廃止等の主な理由
整備後の雑草の繁茂が著しく、植栽を翌年に
持ち越すため。

【事業の実施状況】 【繰越状況】

（）内は管理と一括申請の箇所を含まない事業数

（）内は管理と一括申請の箇所を含まない事業数

【課題・方向性】

合計 合計
6 1

12（10） 3

3,038,835 160,457
3,025,000 160,000

・　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。
・　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。

（）内は管理と一括申請の箇所を含まない事業数

・　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。
・　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検討する必要がある。

【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】

・　樹種の選定や植栽密度の判断が難しい。
・　獣害対策をしなければ、シカによる食害で植栽木が枯死してしまう危険がある。

・ 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２８年度繰越の実績】

・ 実施面積 ２．０７ｈａ （ １市町村 ２箇所 ）

【平成２９年度の実績】 3,025千円

・ 実施面積 １０．３９ｈａ （ ６市町村 １２（10）箇所 ）
（）内は管理と一括申請の箇所を含まない事業数



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)

H28
繰越

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 完了 15,941 15,000 0.40

H28
繰越

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 完了 69,077 69,000 0.54

H28
繰越

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 完了 7,905 7,000 0.29

H28
繰越

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 完了 15,811 15,000 0.24

H28
繰越

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 完了 43,372 43,000 0.22

507,000 507,000 152,106 149,000 1.69

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)

H29 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理・植
栽)

塩地区の自然を守る会
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と管
理作業。

324,000 324,000 完了 324,000 324,000 1.08 管理と一括申請

H29 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理・植
栽)

宮沢２区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と管
理作業。

63,000 63,000 完了 108,000 63,000 0.21 管理と一括申請

H29 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理・植
栽)

中里見４区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と管
理作業。

494,000 494,000 廃止 管理と一括申請

H29 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理・植
栽)

上室田２区
本事業により全伐した竹林跡地への植栽と管
理作業。

57,000 57,000 廃止 管理と一括申請

H29 継続 沼田市 下川田町森林管理 下川田町区
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

159,000 159,000 完了 159,075 159,000 0.53

H29 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

195,000 195,000 完了 195,000 195,000 0.65

H29 継続 藤岡市 高山森林保全事業 高山森林保全会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

276,000 276,000 完了 288,360 276,000 0.92

H29 継続 藤岡市
八塩ハイキング道周辺整備
事業

八塩自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

252,000 252,000 完了 252,000 252,000 0.84

H29 継続 神流町 平原地区植栽事業 へばーらんど研究会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

291,000 291,000 完了 291,600 291,000 0.97

H29 継続 神流町 気奈沢地区植栽事業 ひのき会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

24,000 24,000 完了 19,440 19,000 0.08

H29 継続 下仁田町 上小坂（杉ノ木）森林整備 上小坂区自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

92,664 92,000 繰越 90,202 90,000 森林0.62

H29 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。

37,065 37,000 繰越 60,134 60,000 森林0.36

H29 継続 下仁田町 土谷沢（七久保）森林整備 土谷沢区自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

12,355 12,000 繰越 10,121 10,000 森林0.05

H29 継続 下仁田町 上ノ原森林整備 大東区自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

83,397 83,000 廃止 83,397 83,000

H29 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
地域のボランティア団体による森林の全伐実施
箇所に対する植栽活動

450,000 450,000 完了 330,000 330,000 1.10

H29 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
本事業により伐採した箇所に植栽する苗木の
購入

837,000 837,000 完了 786,000 786,000 2.62

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

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



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)

繰越 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

H29 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
本事業により伐採した箇所に植栽する苗木の
購入

297,000 297,000 完了 348,000 348,000 1.37

H29 継続 片品村 里山整備事業 鎌田森林を守る会
地域のボランティア団体による森林の全伐実施
箇所に対する植栽活動

393,000 393,000 完了 369,360 369,000 1.31

H29 継続 玉村町 水辺の森環境整備事業 岩倉自然公園水辺の森を愛する会 Ｈ２８年度整備箇所へ植栽する苗木の購入 50,000 50,000 廃止 50,000 50,000

4,387,481 4,386,000 3,470,835 3,412,000 11.68 160,457 160,000 133,397 133,000合計



事業名 大仁田地区林地荒廃対策整備支援事業

事業実施主体 大仁田えぼし会 市町村名 南牧村

事業成果
伐採整備を実施した箇所の森林管理を行ったことにより、野生鳥獣の増加の低減に繋がり、また、植栽し
たことで山里の景観形成にも繋がった。

整備面積 1.10ha（カエデ類） 事業費（県民税） 330,000円 （330,000円）

事業名 高山村地区里山・平地林整備事業

事業実施主体 高山村5工区 市町村名 高山村

事業成果 植種転換を前提とした箇所に苗木の植栽をした。

整備面積 2.62ha（サクラ類等） 事業費（県民税） 786,000円 （786,000円）

植栽前

植栽後

実施状況

植栽後
実施状況



【◆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）】

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、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）

16

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、地域の取組を支援する。

合計
3
16

11,366,520
8,448,000

合計
3

・　伐採した竹をチップ化し、現地に敷くことで、雑草の生育抑制に役立っている。
・　粉砕機の維持管理に係る経費（特に刃）を支援してほしい。
・　整備、管理には、刈払機や粉砕機だけでなく、チェーンソーの貸与も検討してほしい。

9,851,520
7,386,000

・　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。
・　刈払機の導入により、実施団体の活動をより支援する体制が整えられた。

・　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。
・　実施団体の作業負担軽減や意欲、作業効率を高めるためにも、導入する機器の種類を増やす事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】

・ 導入台数 粉砕機 ５台 刈払機 １１台 （ ３市町村 ）

【平成２９年度の実績】 7,386千円



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)

H29 新規 下仁田町 樹木粉砕機貸出 下仁田町
本事業の取り組む団体へ粉砕機を貸出し、作業の効率化
を図る

3,272,400 2,454,000 2,770,200 2,077,000 1

H29 新規 下仁田町 樹木粉砕機貸出 下仁田町
本事業の取り組む団体へ粉砕機を貸出し、作業の効率化
を図る

711,720 533,000 430,920 323,000 1

H29 新規 南牧村
南牧村林地荒廃対策整備支援
事業

南牧村
本事業に取り組むボランティア団体へ機械を貸し出し、作
業の推進を図る

4,134,000 3,025,000 3,402,000 2,550,000 1 6

H29 新規 川場村
里山整備事業（刈払機・粉砕機
の購入）

川場村
刈払機５台、粉砕機２台を購入し、本事業に取り組む団体
等に貸出しする。

3,248,400 2,436,000 3,248,400 2,436,000 2 5

11,366,520 8,448,000 9,851,520 7,386,000 5 11

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



事業名 南牧村林地荒廃対策整備支援事業

事業実施主体 南牧村 市町村名 南牧村

事業成果
粉砕機等の機械を整備し、本事業に取り組むボランティア団体等への貸出しを行うことにより、作業の推
進が図られ、より一層の環境形成に繋がる。

導入台数
粉砕機　１台
刈払機　６台

事業費（県民税） 3,402,000円 （2,550,000円）

事業名 里山整備事業（刈払機・粉砕機の購入）

事業実施主体 川場村 市町村名 川場村

事業成果 本事業に取り組む団体等に貸出し、間伐材の粉砕等に利用された。

導入台数
粉砕機　２台
刈払機　５台

事業費（県民税） 3,248,400円 （2,436,000円）

粉砕機（ゼノアＳＲ３１００） 刈払機（ＲＡ１０２３－ＵＴ）

粉砕機（ＫＤＣ－１３０１Ｂ） 刈払機（ＳＲＥ２４２０－ＵＴ）



【◆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）】

9,025,810
4,348,000

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
11
21

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）

合計
11

・　保護ロープ・鉄ピンなどにより環境が良好に保全されている。希少種が誰でも見ることができるように整備されたこと
で、結果として来訪者の自然環境への意識向上も図れた。
・　回を重ねるごとに手際が良くなり、迅速に作業をすることができるようになった。作業の成果を検証する観察会も好評
で、参加者にも自然を大切にする気持ちが浸透したのを実感している。

41,336,025
19,668,000

・　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られ
た。
・　継続した取組を行う中で新たな希少種が発見されるなど、良好な自然環境の整備や、活動参加者の意識向上が図ら
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種あり、今後、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する。
・　希少種が生育・生息する環境の保護・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。
・　事業内で行った調査の結果について、効果的に啓発活動につなげられるような対策を講じる必要がある。

・　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】

21

・ 取組件数 ２１事業 （ １１市町村 ）

・ 対象となる貴重種 動物１２種 ミヤマシジミ、ヤリタナゴほか 植物３１種 アサザ、カッコソウほか

【平成２９年度の実績】 4,232千円



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)

H29 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 249,053 243,000

H29 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「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

110,000 110,000 完了 149,926 110,000

H29 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

H29 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 200,598 200,000

H29 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 252,000 250,000

H29 継続 桐生市 活動支援 絶滅危惧植物保全事業
桐生市
（桐生自然観察の森・公園緑地課）

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

H29 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

H29 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。

98,310 98,000 完了 99,251 98,000

H29 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「ジョロウスゲ」や
「コウホネ」等の生育環境の保護・保全を図る。

688,500 250,000 完了 680,400 250,000

H29 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 950,400 250,000

H29 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 250,121 250,000

H29 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ⅠＡ類に指定される「カッコソウ」生育地の刈り払い等を行い種の保存に努める。 250,000 250,000 完了 250,041 250,000

H29 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
野反湖周辺に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」、「イチョウラン」、「シラ
ネアオイ」等の生息環境の保護・保全

2,300,000 250,000 完了 2,283,120 250,000

H29 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
大平湿原周辺に生息する絶滅危惧種ⅠA、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

2,200,000 250,000 完了 1,684,800 250,000

H29 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。

130,000 130,000 完了 124,000 124,000

H29 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「ミヤマモンシロチョウ」保護のための生息地整備活動。 130,000 130,000 完了 123,749 123,000

H29 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

130,000 130,000 完了 98,505 98,000

H29 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 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 170,000 170,000 完了 130,180 130,000

H29 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸山希少植物保護活動
（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

130,000 130,000 完了 106,978 106,000

H29 継続 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。

250,000 250,000 完了 337,715 250,000

H29 継続 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。

489,000 250,000 完了 460,630 250,000

9,025,810 4,348,000 9,181,467 4,232,000

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



事業名 男井戸川ビオトープ絶滅危惧種、準絶滅危惧種保全事業

事業実施主体 殖蓮地区自然環境を守る会 市町村名 伊勢崎市

事業成果
一年を通して、生息地域の清掃と外来種の駆除を行うことで、外来種の減少を確認し、キタミソ
ウと思われる植物を発見した。

希少種
アサザ（絶滅危惧ⅠＡ類）
キタミソウ（絶滅危惧ⅠＢ

類）
事業費（補助金） 250,000円 （250,000円）

事業名 白根山系希少植物保護活動支援事業

事業実施主体 白根山系の高山植物を護る会 市町村名 草津町

事業成果
白根山系に生息するミヤマモンキチョウやコマクサの保護のため、保護ロープを設置し環境の
保護を図った。

希少種
コマクサ

（絶滅危惧ⅠＡ類）
事業費（補助金） 337,715円 （250,000円）

活動状況

活動状況



【◆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）】

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150
千円を上限として加算（ただし基礎枠を越えた場合）

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 1
40 1

24,386,854 200,000
20,405,000 200,000

・　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。
・　森林環境教育を受けた生徒が森林や地域の自然についての興味・関心を持つようになり、一部の生徒は地域のボラン
ティア活動に参加するなどの変化が現れている。

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

合計
20
39

21,562,312
18,257,000

・２０市町村、３９事業により延べ１０，６６７人が参加し、園児、児童、生徒、大人と幅広い人に森林環境や林業に対する理
解を深めることができた。

・　より森林への興味関心や理解を広めるべく、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。
・　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。
・専門の講師を要しない簡易な教育（森林と親しむ事業）を展開し、森林への理解の裾野を広げる取組を検討していく必要
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】

・ 取組件数 ２０市町村 ３９事業 うち、「普及啓発」３事業（ ３市町村 ） 参加人数 １０，６６７人

【平成２９年度の実績】 １８，２５７千円



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)

H29 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 313,836 298,000 27

H29 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 440,000 300,000 完了 578,000 300,000 776

H29 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 300,208 296,000 451

H29 継続 前橋市 森林環境教育
ホタル祭りや牛池川親子遠足等
で森と水辺を学ぼう

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

81,000 81,000 完了 81,000 81,000 787

H29 継続 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。

102,000 92,000 完了 95,580 92,000 18

H29 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 30,000 268

H29 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

5,022,000 5,022,000 完了 4,265,950 4,265,000 2,811

H29 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

530,000 530,000 完了 389,755 389,000 94

H29 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 311,842 300,000 36

H29 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 110,048 110,000 60

H29 新規 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
都市近郊の丘陵である観音山公園の森林内において、森林整備体験・自然観察会を
開催し、森林の意義について理解を深める。

300,000 300,000 完了 300,424 300,000 124

H29 新規 桐生市 森林環境教育 親子森林環境学習事業
桐生市
（桐生自然観察の森・公園緑地課）

市民親子を対象に、自然観察の森内の生物多様性について学ぶ。 115,000 115,000 完了 109,796 109,000 226

H29 継続 桐生市 森林環境教育 野鳥の暮らす森づくり事業
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。

121,000 121,000 完了 112,544 112,000 28

H29 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。

371,000 371,000 完了 332,926 332,000 187

H29 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。

247,000 247,000 完了 247,000 247,000 595

H29 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 124,708 121,000 50

H29 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） 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。 3,450,000 3,450,000 完了 3,450,000 3,450,000 2,042

H29 継続 沼田市 森林環境教育 　「手づくりの輪」Final!! 手づくりの輪実行委員会
地域の団体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 299,873 246,000 40

H29 継続 館林市 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 141,000 141,000 完了 145,814 141,000 74

H29 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 42,516 42,000 25

H29 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

84,000 84,000 完了 41,898 41,000 70

H29 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
市内親子等に対し森林の働きや森林整備の重要性の理解を深めたうえで、間伐体験
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 30

H29 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、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 300,191 300,000 105

H29 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、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 302,194 300,000 42

H29 継続 藤岡市 森林環境教育 林業体験教室
NOP法人
林業倶楽部山屋

県内の女性森林組合職員を講師に迎え、薪ストーブ愛用者を対象に間伐体験を通じ
て森林環境を行う

300,000 300,000 完了 303,765 300,000 68

H29 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 349,774 300,000 144

H29 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 村立北小・南小
村内2つの小学校の５学年を対象とした、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。

600,000 600,000 完了 489,010 436,000 128

H29 継続 中之条町 森林環境教育 芳ヶ平湿原周辺自然観察会 中之条町観光協会
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。

550,000 300,000 完了 117,536 111,000 26

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



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

H29 新規 長野原町 普及啓発 長野原町ジオパーク普及事業 長野原町
観察会や研修会を開催し、「浅間山麓北麓ジオパーク」の希少な動植物の生息環境で
ある森林について普及啓発を図る。

800,000 800,000 完了 674,500 656,000 56

H29 新規 草津町 森林環境教育 森林整備体験事業 草津町 草津町民を対象とした森林環境教育を開催し、森林環境保全への興味を高める。 200,000 200,000 廃止 200,000 200,000

H29 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。

299,916 299,000 完了 299,916 299,000 171

H29 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。

149,938 149,000 完了 75,600 75,000 91

H29 新規 川場村 普及啓発 川場村森林啓発事業 川場村
「山の日」に県立２１世紀の森で開催されるイベントに多くの来場者が見込めるので、
同一会場内で広く森林や林業に触れ合う場を設け、山村地域の振興に資する。

1,700,000 1,700,000 完了 1,699,920 1,699,000 300

H29 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 町民を対象に森内に生息する生物や植物を森林環境教育や体験活動によって学ぶ 120,000 120,000 完了 102,288 90,000 56

H29 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 1,710,000 300,000 完了 1,116,766 300,000 99

H29 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。 1,390,000 300,000 完了 1,359,523 300,000 112

H29 継続 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。

650,000 250,000 完了 465,845 157,000 53

H29 継続 千代田町 森林環境教育 森林体験日帰りツアー 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。

290,000 285,000 完了 166,146 163,000 21

H29 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（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。 1,525,000 900,000 完了 1,486,620 900,000 312

H29 継続 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 64

24,386,854 20,405,000 21,562,312 18,257,000 10,667 200,000 200,000合計



事業名 多々良アカマツ植樹体験

事業実施主体 館林市 市町村名 館林市

事業成果

当該地区に現存する貴重な保安林のアカマツが、近年大規模な松枯れにより大幅に減少したことに伴い、
このたび地元の子供たちやボランティアと協働で、松林再生のための抵抗性アカマツの植樹を実施した。
また樹木医による松についての講話や、植樹という貴重な体験を通して、森林の重要性を広く呼びかける
ことができたと共に、この大切な財産が次世代へ継承される契機となった。

参加人数 ７４名 事業費（補助金） 145,814円 （141,000円）

事業名 水辺の森環境学習事業

事業実施主体 岩倉自然公園水辺の森を愛する会 市町村名 玉村町

事業成果 町民を対象に森内に生息する生物や植物を、森林環境教育や体験活動によって学ぶことができた。

参加人数 ５６名 事業費（補助金） 102,288円 （90,000円）

植樹体験

森林環境教育



【◆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

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費
　県民基金
※括弧内は繰越事業の概算払額を示す。

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

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）

２

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
2
2

42,000,000
20,000,000

合計 合計

２

41,336,025
19,668,000

・　公有林化された森林については、今後適切な管理により、水源林としての公益的機能が高度に発揮される森林として
管理されることが期待される。

・　購入した森林について、市町村が策定する市町村森林整備計画に公益的機能別施業森林として位置づけ、適正に管
理されるようサポートする必要がある。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

・ 購入面積 水源林 １９．９４ｈａ （２市町村 ２箇所）

【平成２９年度の実績】 １９，６６８千円

【平成２8年度繰越の実 ０千円

・ 購入面積 水源林 ２．６４ｈａ （川場村）
※概算払のみで事業終了



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)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

H28
繰越

継続 川場村
水源地域水源
の公有林化

水源林公有林化 川場村 水源林の保全を目的とした森林の公有林化 6,351,130 530,000 完了 0 0 2.64 6,351,130 530,000

6,351,130 530,000 0 0 2.64 0 0

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)

H29 新規 神流町
水源地域水源
の公有林化

城山公有林化事業 神流町 水源林の保全を目的とした森林の公有林化 20,000,000 10,000,000 完了 19,336,025 9,668,000 7.67 事例紹介

H29 新規 川場村
水源地域水源
の公有林化

川場谷水源林公有林化事業 川場村 水源林の保全を目的とした森林の公有林化 22,000,000 10,000,000 完了 22,000,000 10,000,000 12.27 事例紹介

6,351,130 3,175,000 41,336,025 19,668,000 19.94

備考

平成28年度繰越合計

実績繰越額

区分

繰越 廃止

森林の公有林化　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

年度
一次
二次
別

市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

繰越 廃止

備考

合計

※1：括弧内は繰越事業の概算払額を示す。 ※2：交付決定時の額を示す。

※2



事業名 城山公有林化事業

事業実施主体 神流町 市町村名 神流町

事業成果
所有者の高齢化、町外所有者の増加等により、森林の荒廃が懸念される当区域について、公有財産化し
適正な管理を行い、首都圏の重要な水源地域としての機能の維持が期待できる。

購入面積 ７６,７０５㎡ 事業費（補助金） 19,336,025円 （9,668,000円）

事業名 川場谷水源林公有林化事業

事業実施主体 川場村 市町村名 川場村

事業成果 購入が完了したので、今後は村による管理を実施し利根川上流域の水源の機能向上に努める。

購入面積 １２２,６８１㎡ 事業費（補助金） 22,000,000円 （10,000,000円）

購入場所

神流町大字黒田字城山地区ほ

購入場所

川場村大字川場湯原字川場谷地



【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 6,000,000

うち県民基金 3,000,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

　（864,000円）

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１／2）

事 業 名 里山元気再生事業 実施主体／市町村 高崎市

・　多くの自治会や団体が森林整備に取り組めるよう指導を行い、引き続き地域の取組を支援する。

・　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】

・　補助金を活用することで、鳥獣害被害防止のための緩衝帯作りができた。

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。
・実施団体、箇所、面積を確定した後に補助金申請を行うこと。

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
野生動物の隠れ場になっている竹林や里山林等の伐採・下刈を行い、緩衝帯を設ける地域活動に対して補助を
行い、野生動物被害の低減を目的とする。

事業成果
市内の９の地域団体により、野生鳥獣の隠れ場となる竹林等の伐採・下刈りを行い、緩衝帯を整備して、野生鳥
獣被害の低減が図られた。

面積
1.77ha

（森林0.89ha、竹林
0.88ha）

事業費
（補助金）

3,064,456円

市内の９の団体が間接補助事業として実施。

吉井町第１３区 里山を守る会



【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円
事 業 費 2,160,000

うち県民基金 540,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

１／２以内

独自提案事業　実施報告（２／2）

事 業 名 竹林整備事業 実施主体／市町村 渋川市

採 択 の
考 え 方

・荒廃した里山・平地林の整備との整合性を図るため、放置竹林の間伐については「困難地整備事業／竹林」の
上限2,700千円／haの補助率を基準とする。
・既に市が複数年調査をしてきたことから、内容に新規性が認められないため、調査研究に係る費用については
補助対象として認めない。

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 放置竹林を間伐し、地域の安全・安心に資するほか、伐採竹の利活用についての調査研究を行う

・　整備完了後の良好な状態を維持するよう、適切な管理を行う。

・　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】

・　県民基金事業を活用することにより、竹林整備事業の促進が図れた。また、地域自治会から多くの実施要望箇所があ
るため、今後も本事業を進めていきたい。

事業成果 ・放置竹林の0.52haを間伐（４箇所）し、適正な密度管理により放置竹林を解消した。

面積 0.52ha
事業費

（補助金）
2,453,750円 （540,000円）

下南室地区 石原地区



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)

H29 継続 高崎市 里山元気再生事業 高崎市
高崎市による市内の団体が実施する竹林や里山伐採、刈
払い等への活動支援事業

6,000,000 3,000,000 完了 3,064,456 864,000 1.77
事例紹介

森林0.89ha
竹林0.88ha

H29 継続 渋川市 竹林整備事業 渋川市
渋川市による放置竹林を対象とした、防犯対策、道路など
への掛かり木等の解消を目的とした竹林整備。

2,160,000 540,000 完了 2,453,750 540,000 0.52
事例紹介

竹林0.52ha

8,160,000 3,540,000 5,518,206 1,404,000 2.29 0 0 0 0

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



平成２９年度　市町村提案型事業　市町村別　一覧

○平成２９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 7,897,000 19 7,127,000 0 0 19 7,127,000

2 高 崎 市 2 4,037,000 2 2,946,000 38 22,763,000 30 12,297,000 1 750,000 1 8,000 32 15,243,000

3 桐 生 市 0 0 0 0 4 928,000 5 874,000 0 0 5 874,000

4 伊勢崎市 0 0 0 0 6 743,000 5 743,000 0 0 5 743,000

5 太 田 市 0 0 0 0 1 5,493,000 3 5,493,000 0 0 3 5,493,000

6 沼 田 市 0 0 0 0 19 11,653,000 11 9,421,000 1 1,296,000 4 1,528,000 11 9,421,000

7 館 林 市 0 0 0 0 7 688,000 4 683,000 0 0 4 683,000

8 渋 川 市 0 0 0 0 3 704,000 3 661,000 0 0 3 661,000

9 藤 岡 市 2 10,739,000 2 10,697,000 21 3,531,000 22 3,497,000 0 0 24 14,194,000

10 富 岡 市 0 0 0 0 11 12,294,000 7 10,467,000 0 0 1 8,000 7 10,467,000

11 安 中 市 0 0 0 0 16 2,109,000 9 1,461,000 0 0 3 40,000 9 1,461,000

12 みどり市 0 0 0 0 4 362,000 2 315,000 0 0 2 315,000

13 榛 東 村 0 0 0 0 2 668,000 2 504,000 0 0 2 504,000

14 吉 岡 町 0 0 0 0 1 27,000 1 27,000 0 0 1 27,000

15 上 野 村 0 0 0 0 6 1,640,000 5 1,627,000 0 0 5 1,627,000

16 神 流 町 1 374,000 1 353,000 11 15,416,000 12 14,805,000 0 0 13 15,158,000

17 下仁田町 12 7,057,000 12 6,365,000 22 13,462,000 13 2,874,000 7 1,486,000 6 8,434,000 25 9,239,000

18 南 牧 村 0 0 0 0 11 9,685,000 7 4,781,000 0 0 3 3,240,000 7 4,781,000

19 甘 楽 町 0 0 0 0 8 16,917,000 6 5,086,000 0 0 1 11,800,000 6 5,086,000

20 中之条町 1 2,700,000 1 2,700,000 22 4,190,000 5 3,870,000 0 0 1 86,000 6 6,570,000

21 長野原町 0 0 0 0 4 2,826,000 4 2,661,000 0 0 4 2,661,000

22 嬬 恋 村 0 0 0 0 11 4,305,000 11 4,171,000 0 0 11 4,171,000

23 草 津 町 0 0 0 0 1 450,000 1 250,000 0 0 1 200,000 1 250,000

24 高 山 村 0 0 0 0 19 38,062,000 16 38,369,000 0 0 16 38,369,000

25 東吾妻町 0 0 0 0 20 15,998,000 12 9,972,000 0 0 2 2,959,000 12 9,972,000

26 片 品 村 0 0 0 0 13 7,933,000 12 7,360,000 0 0 1 420,000 12 7,360,000

27 川 場 村 1 530,000 1 0 4 22,714,000 7 22,559,000 0 0 8 22,559,000

28 昭 和 村 0 0 0 0 8 12,954,000 14 11,167,000 0 0 14 11,167,000

29 みなかみ町 2 7,025,000 2 2,618,000 15 40,508,000 10 21,877,000 0 0 4 13,900,000 12 24,495,000

30 玉 村 町 0 0 0 0 2 409,000 3 315,000 0 0 1 50,000 3 315,000

31 板 倉 町 0 0 0 0 2 600,000 2 600,000 0 0 2 600,000

32 明 和 町 0 0 0 0 3 336,000 2 243,000 0 0 2 243,000

33 千代田町 0 0 0 0 1 285,000 1 163,000 0 0 1 163,000

34 大 泉 町 0 0 0 0 1 900,000 1 900,000 0 0 1 900,000

35 邑 楽 町 0 0 0 0 3 550,000 2 519,000 0 0 2 519,000

県計 21 32,462,000 21 25,679,000 337 280,000,000 269 207,739,000 9 3,532,000 29 42,673,000 290 233,418,000

※「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。

平成29年度内完了

市町村名

平成28年度繰越 平成29年度採択 平成29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●



○市町村提案型事業の事業内容は次のとおりです（ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱別表１抜粋）。

市町村提案型事業の事業内容（採択要件、補助対象経費など）

事業区分
経費の内訳 補助率等 採択要件等 補助対象経費 重要な変更

区分 細区分

間接補助事業者の構成員に対する賃金は認めないものとする。（当該要件はすべての事業に適用する）

荒廃した里山・
平地林の整備

整備
間接補助事業者が実施する会議開催、刈払、
伐倒（伐竹）、玉切り、集積、積込み、運搬
等に対する補助に要する経費

森林は1㏊当たり上限280千円
竹林は1ha当たり上限700千円

(1)国及び県
の既存事業と
併用しないも
のとする。

(2)収益を目
的とした事業
には補助しな
いものとす
る。

貴重な自然環境
の保護・保全

活動支援

(1)希少動植物の生息環境の保護・保全及び
地域住民等への啓発活動に要する経費
(2)間接補助事業者が実施する希少動植物の
生息環境の保護・保全及び地域住民等への啓
発活動に対する補助に要する経費

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）

(1)事業箇所
ごとの補助金
の30％を超え
る減

(2)事業箇所
ごとの事業内
容の変更及び
中止（廃止）

苗木購入
間接補助事業者が実施する苗木等の購入に対
する補助に要する経費

1㏊当たり上限300千円
対象は高木性樹種の苗木等とし、本事業の整備個所に
植栽すること。

管理
間接補助事業者が実施する会議開催、刈払
い、集積、積込み、運搬等に対する補助に要
する経費

1㏊当たり上限80千円

市町村と土地権利者、事業実施者の
3者により事業実施及び転用等の権
利制限（10年間）に関する協定を締
結すること。

需用費、役務費、
使用料及び賃借
料、原材料費、委
託費、

工事請負費、委託
費

備品購入費
刈払機、
粉砕機の
購入

刈払機、粉砕機の購入に要する経費
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）

市町村が刈払機、粉砕機を購入・保守管理し、貸与規
定を整備して本事業に取り組む間接補助事業者に貸与
する場合を対象とする。

同一地につき1回とする。

助成は、本事業の実施期間内かつ最長5年とする。

困難地整
備支援

刈払い、伐倒（伐竹）、玉切り、集積、積込
み、運搬等に要する経費

森林は1㏊当たり上限500千円
（ただし、全伐する場合、1ha当たり上限1,500千円とする）

竹林は1㏊当たり上限2,700千円
（ただし、全伐する場合、1ha当たり上限5,900千円とする）

特殊伐採は補助率１／２以内
（ただし、「ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業審査会設置運営要領」に規定す
る「ぐんま緑の県民基金市町村提案型審査会」において承認を得た額とし、上限
2,000千円とする）

(1)人家・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である箇所を市町村が整備するもので、同一地につき１回
とする。
(2)特殊伐採については、標準的な伐採では対応できない特殊伐採行為のうち、困難地整備
支援による面的な整備と同時に実施する場合で「ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業審査
会設置運営要領」に規定する「ぐんま緑の県民基金市町村提案型審査会」において承認を得
た行為とする。
(3)全伐については、次年度以降の植栽を要件とする（ただし、竹林については伐採を実施
した翌年から起算し3年以内に植栽を実施するものとする。）

(1)「群馬県の絶滅のおそれのある
野生生物（2012改訂版）」で野生絶
滅及び絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定さ
れている種の生息環境の保護・保全
活動を対象とする。
(2)事業実施者と土地権利者による
協定を締結するものとする。なお、
市町村と事業実施者の連携事業の場
合は、土地権利者を含めた３者協定
を締結するものとする。

本事業の実施期間内かつ最長5年とする。 賃金、報償費、旅
費、需用費、役務
費、委託料、使用
料及び賃借料、工
事請負費、原材料
費付帯施設

の整備
上記の活動支援に必要と認められる施設整備
に要する経費

補助率1／2以内
（ただし、上限2,000千円とする）

「活動支援」の対象事業のうち、施設設備が必要と認
められるものを対象とし、同一事業につき1回とする。

報償費、旅費、需
用費、役務費、使
用料及び賃借料、
原材料費、補助金

普及啓発

(1)森林の機能や重要性に係る普及啓発に要
する経費
(2)間接補助事業者が実施する森林の機能や
重要性に係る普及啓発に対する補助に要する
経費

森林の公有林化

水源地域
森林の公
有林化

水源地域の森林の購入に要する経費

補助率1／2以内
（ただし、上限10,000千円とする）

森林環境教育・
普及啓発

森林環境
教育

(1)児童生徒や県民を対象とした森林環境教
育及び森林体験活動等に要する経費
(2)間接補助事業者が実施する児童生徒や県
民を対象とした森林環境教育及び森林体験活
動等に対する補助に要する経費

(1)基礎枠
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）
(2)加算措置
学校、教育関係団体が実施する森林環境教育・普
及啓発については、基礎枠を超える経費につい
て、1校（団体）当たり150千円を上限として加算
する。

(1)助成は、本事業の実施期間内かつ最長5年とする。
(2)森林環境教育の実施にあたっては、専門の講師によるものとする。

次の要件を満たす森林を対象とする。
①森林内に地域の重要な水源が存在すること。
②公的管理することで、水源涵養機能の持続的な発揮が期待できること。
③市町村森林整備計画の「水源涵養機能維持増進森林」に区分されているか又は区分される
ことが確実と見込まれること。
④県と森林管理及び転用禁止を定めた20年間の協定を締結すること。

独自提案事業
ぐんま緑の県民税制度の目標を達成するため
の独自提案事業に要する経費

補助率1／2以内
(1)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。
(2)管理運営的経費、既存施設の維持修繕に充てるものではないこと。

公有財産購入費

平地林の
公有林化

平地林又は平地林を造成しようとする用地の
購入に要する経費

次の要件を満たす森林を対象とする。
①快適環境形成機能や保健休養機能が特に求められる森林で公的管理が必要であること。
②市町村森林整備計画の「快適環境形成機能維持増進森林」又は「保健文化機能維持増進森
林」に区分されているか又は区分されることが確実と見込まれること。
③森林造成のための用地取得の場合は面積が0.3㏊を超え、市街化区域でないこと。
④県と森林管理及び転用禁止を定めた20年間の協定を締結すること。



○「ぐんまの森林をトレッキング！歩こう、登ろう！ぐんまの森林ツアー」

県民を対象に、人工林の整備箇所や県内の豊かな森林を見学し、「ぐんま緑の県民税」と群馬の森林に

ついて理解を深めることを目的としたバスツアーを実施（参加者アンケートを実施）

・１回目：平成２９年１０月１日（日）

玉原高原～みなかみ町人工林整備箇所

参加者・・・太田合庁発：２９名

・２回目：平成２９年１０月８日（日）

玉原高原～みなかみ町人工林整備箇所

参加者・・・高崎合庁発：３５名

・３回目：平成２９年１０月１５日（日）

玉原高原～みなかみ町人工林整備箇所

参加者・・・前橋合庁発：３２名

○市町村（学校・教育委員会を含む）職員を対象とした説明会（県内全域）

○ 子供向けパンフレットの増刷 ： ３，０００部 ○ マグネットの作成 ： １，０００個

パンフレット及びマグネットによる普及啓発

市町村説明会・地元説明会

バスツアー

制度運営関係●

普及啓発○

整備箇所見学（みなかみ町）

森林トレッキング（玉原高原） 森林トレッキング（玉原高原）

森林トレッキング（玉原高原）



「ぐんまの森林をトレッキング！歩こう、登ろう！ぐんまの森林ツアー」の参加者に対しアンケートを実

施し、ぐんま緑の県民税の理解度を調査すると共に、今後の普及啓発の参考とする

バスツアー参加者アンケート結果

アンケート用紙（表面） アンケート用紙（裏面）

○アンケート結果

Q１ あなたの年齢はどちらに

あてはまりますか

Q2 森林トレッキングについて

おきかせください

Q3 森林トレッキングの難易度

についてお聞かせください

Q6 このツアーをどちらでお知

り

になりましたか（複数回

１０才未

満
3%

１０代
2%

３０代
0%

４０代
4%

５０代
16%

６０代
38%

７０代
36%

８０才以上
1%

楽し

かった
84%

やや楽し

かった
12%

ふつう
3%

やや楽

しくな

かった
1%

大変

だった
1% やや大

変だっ

た
10%

ちょうど良かっ

た
60%

やや楽だっ

た
23%

楽だった
6%

楽し

かった
39%

やや楽し

かった
18%

ふつう
41%

楽しくな

かった
2%

Q4 竹林の整備箇所の見学に

ついてお聞かせください

深まった
65%

やや深まった
32%

わからない
2%

やや深ま

らない
0%

深まらない
1%

Q5 ぐんま緑の県民税に対して

の理解は深まりましたか

県のＨＰ
6%

ぐんま広報
27%

知人
20%

その他（新聞）
47%



Q7 今回は、なぜ参加しようと

思いましたか（複数回答）

Q8 また機会があれば参加

したいと思いますか

Q9 森林トレッキングについてご意見・ご感想などございましたら、お聞かせください。

○主な意見
ガイドの解説が勉強になり良かった（全コースを通しての多数意見）

わかりやすく楽しい説明で楽しかった、勉強になった（全コースを通しての多数意見）

より多くの人に森林のことを森林トレッキングで知って欲しい。

○次年度以降の改善につながる意見
より回数を増やして実施して欲しい

お昼をゆっくり食べたい

少々ペースが速い時がありました

Q10 整備箇所の見学についてご意見・ご感想などございましたら、お聞かせください。

○主な意見

森林整備の現場を見学でき、勉強になった

里山を整備することは良いことだと思うが、森林整備後の維持管理の難しさを感じた

様々な方々の手によって地域の皆様の安全、安心が守られていることを知りました

森林整備の実施前後の状況が大きく異なることがわかった

個人では対応のできないことなので、今後も事業を進めて欲しい

事業の継続の難しさがよくわかった 理解と協力が重要である

私有地の管理はやはり所有者が責任を持つべきだと思う

よく整備できて入れ、税金が有効に利用されていると思った

県民の中で不公平感が生まれないようにていねいな説明が重要だと思う

Q11 ぐんま緑の県民税についてご意見・ご感想などございましたら、お聞かせください。

○主な意見
税金を身近に感じることができました

ぐんま緑の県民税について大分理解した

環境に対する理解が得られ、有効な税だと思うが、現場を目の当たりにしないとこの県民税は理解を得られにくい

これだけ大変な作業をしているので、もう少し値を上げて、いろいろなことに役立ててほしい

森林整備のためには大切な税では無いかと思う

今後ともムダのないように使用していただきたい

県民一体となってやるという所に意義がある

「ぐんま緑の県民税」を知らない人も多いと思う さらに周知する必要がある

一般市民の人たちは、あまり知らないと思いますので、広報等でイベント等はもっと発信した方がよいかと思います

子供の教育啓発に力を入れて欲しい印象を持った

緑を守るのも大切だが、手入れ・整備も大切である

山林をもっと活かせる良い方法はないものとかと考えさせられた

ぐんま緑の県民

税に興味がある

から
8%

山に興

味がある

から
43%

森林環境に

ついて理解を

深めたかった

から
32%

参加費

が無料

だったか

ら
17%

是非参

加した

い
66%

都合が

合えば

参加し

たい
32%

わから

ない
2%



氏名 職業・役職等 参考 任期 備考 第１回 第２回 第３回

飯 塚 哲 也 高山村副村長 山地代表市町村 H29.11.21～H31.3.31 － － ○

市 川 多 恵 子 森林所有者 森林・林業関係者 H29.4.1～H31.3.31 ○ ○ ○

鬼 頭 春 二 みなかみ町副町長 山地代表市町村 H29.4.1～H29.11.21 ○ 欠席 －

小 井 土 登 喜
司

森林所有者 森林・林業関係者 H29.4.1～H31.3.31 ○ ○ ○

小 山 定 男 館林市副市長 平地代表市町村 H29.4.1～H31.3.31 ○ ○ ○

高 草 木 悟 連合群馬副事務局長 納税者(労働団体) H29.4.1～H31.3.31 欠席 欠席 ○

高 橋 淳 子
桐生大学短期大学部
生活科学科教授

学識経験者 H29.4.1～H31.3.31 ○ ○ ○

西 岡 喬 太田商工会議所副会頭 納税者(経済団体) H29.4.1～H31.3.31 ○ ○ 欠席

西 野 寿 章
高崎経済大学
地域政策学部教授

学識経験者 H29.4.1～H31.3.31 委員長 ○ ○ ○

松 本 勉 枝
群馬県生活協同組合連合会
女性協議会会長

納税者(消費者団体) H29.4.1～H31.3.31 ○ 欠席 ○

宮 地 由 高 群馬NPO協議会相談役 学識経験者 H29.4.1～H31.3.31 委員長代理 欠席 欠席 ○

10 10 10

8 6 9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、実績評価・効果検証を行う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１０名の委員で構成されています。

（五十音順　敬称略）

構成員数

評価検証（評価検証委員会）○



ぐんま緑の県民税評価委員会開催状況

       ・出席者
委   員：西野委員長ほか７名
県    　：須藤環境森林部長ほか１２名
事務局：林政課職員５名

　　　　・主な議事

       ・出席者
委   員：西野委員長ほか５名
県    　：須藤環境森林部長ほか１４名
事務局：林政課職員５名

　　　・主な議事

       ・出席者
委   員：西野委員長ほか８名
県    　：須藤環境森林部長ほか１４名
事務局：林政課職員５名

　　　・主な議事

　（３）平成２９年度第３回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

　　　平成３０年３月１９日（月）　１０：００～１１：３０　県庁２８階　２８１－Ｂ会議室

平成２９年度については、ぐんま緑の県民税評価検証委員会を３回開催しました。開催の状況については次のとおりです。

　（１）平成２９年度第１回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

　　　平成２９年５月１８日（木）　１３：３０～１５：００　県庁７階　審議会室

　（２）平成２９年度第２回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

　　　平成２９年８月２９日（火）　１０：００～１１：４０　県庁７階　審議会室

・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事業評価検証（３年間の総括）について

・市町村提案型事業の評価について（平成２７年度開始箇所）

・平成２８年度事業実績及び平成２９年度事業経過報告

・平成２８年度事業実績報告書について

・平成２９年度ぐんま緑の県民基金事業の実施状況について

・平成３０年度市町村提案型事業（独自提案以外）の採択について

・ぐんま緑の県民基金事業評価検証について

・平成３０年度市町村提案型事業（独自提案）の採択整理案について

・国の森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）について

・ぐんま緑の県民税県民アンケートについて



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35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

課税の期間

使い道の
明確化

事業内容の
検討・評価

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。

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

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30年度までの
5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

税収見込額
約８．２億円（個人：約６．６億円　法人：約１．６億円）

※金額は平年度ベース。初年度の平成26年度は約6.2億円。

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。

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、事業の内容検討・実績評価・効果検
証などを行います。

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

５年間

○税の使い道など森林保全に関すること／環境森林部林政課

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０１５４

○税の仕組みに関すること／総務部税務課

℡：０２７－２２６－３７７１ Fax：０２７－２２１－８０９６



ぐんま緑の県民基金事業
平成２９年度　実施報告書　Ⅳ　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 林政課 林政推進係

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０１５４

E-mail ：rinseika@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


