
令和２年11月
群馬県

ぐんま緑の県民基金事業

令和元年度　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
・令和元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
・松くい虫等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３０年度繰越 ・・・・9
・水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】令和元年度予算 ・・・・10
・水源地域等の森林整備事業　【令和元年度繰越一覧】 ・・・・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

・令和元年度市町村提案型事業　市町村別　一覧 ・・・・68

・市町村提案型事業の事業内容 ・・・・69
（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

・パンフレット等を利用した普及啓発 ・・・・73
・市町村説明会・地元説明会 ・・・・73

○ 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会 ・・・・74
・ぐんま緑の県民税評価検証委員会開催状況 ・・・・74

● ぐんま緑の県民税の仕組み ・・・・75

【もくじ】



金額：千円
計画

858,770
360
171

諸収入 0
324,941

1,184,242

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 221,196 570,686 297,729

区域調査委託 52ha 1,000ha 979ha

実施調査委託 52ha 700ha 58ha

森林整備 51ha 700ha 161ha

区域調査委託 － 150ha 654ha

実施調査委託 152ha 100ha 126ha

森林整備 250ha 100ha 130ha

区域調査委託 6ha 30ha 17ha

実施調査委託 － 20ha 14ha

森林整備 11ha 20ha 1ha

事務費 旅費、備品、消耗品費 － － － - - 880 319

 ボランティア活動・森林環境教育の推進 13,829 9,436

安全講習会 －
10回
－

10回
1２９
名

ボランティア体験会
－ 3回

－
3回

３7名
資機材の貸出し － － ６３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

－ 34,260 27,216 － － 280,000 221,845

 制度運営 14,786 12,520

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

普及資材（パンフレッ
ト・ボスター・チラシ）の

作成
－ － －

116千
部

126千
部

6,047 4,580
緑
化
推

進
課

市町村において、納税通知書にチ
ラシを同封することに伴い増加する
郵便料金・封入費用の実費相当額

1式 1式 6,603 6,010
税務
課

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 4回 726 520
緑
化
推

進
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

安定的に高い間伐効
果を期待できる方法を
検討

－ － － 29箇所 1,410 1,410
林業
試験
場

255,456 248,412 879,301 541,530

緑
化
推
進
課

フォローアップ研修等 －
1０回 ７回

310名
－ －

10,883 7,732

2,946 1,704

66,000 119,875

789,942 千円平成３０年度繰越事業実績額　＋　令和元年度実績額　＝　令和元年度支出額　

条件不利地
森林整備

計

市町村提案
型事業

普及啓発

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

－ －

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

松くい虫等
被害地の再
生

水源林機能
増進

評価検証

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

221,196

47,955 461,700 126,199

51,336
松くい虫等の被害木が放置され、
笹竹が繁茂した森林をコナラやス
ギなどの森林に再生

15,844 42,106

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

157,397

※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３０年度繰越 令和元年度

担当課

財源（ぐんま緑の県民基金）内訳

区分 実績

財
源

令和元年度税収（税収相当額） 864,977
寄附金 889
運用益 137

0
前年度基金残 324,941

合計 1,190,943

ぐんま緑の県民基金関係●
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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５．７億円）

その他経費

市町村提案型事業

（約２．８億円）

・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８．５億円）

法人の県民税

（約１．７億円）

個人の県民税

（約６．８億円）

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
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(単位：円)

月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 合計

税収相当額 206,935,483 225,425,469 247,034,588 179,352,635 858,748,175

寄附金等 75,178 238,947 177,438 397,282 888,845

運用益 29,119 3 107,389 136,511

諸　　収　　入 0

合計 207,039,780 225,664,416 247,212,029 179,857,306 859,773,531

324,940,993
(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 E F=A+B+C+D-E

R1.5.31 6,228,469 29,119 331,198,581

R1.7.31 75,178 206,935,483 538,209,242

R1.8.30 218,947 538,428,189

R1.10.31 20,000 225,425,469 3 763,873,661

R1.11.29 147,438 764,021,099

R2.1.31 30,000 247,034,588 1,011,085,687

R2.3.31 377,282 107,389 1,011,570,358

R2.5.29 20,000 179,352,635 790,006,783 400,936,210

合計 888,845 864,976,644 136,511 0 790,006,783

※R1.5.31積立の税収Bは前年度収入の未積立額

400,936,210

1 R1.7.31 東京都 65,178 円

2 R1.7.31 1件(6月分） 10,000 円

3 R1.8.30 埼玉県 60,000 円

4 R1.8.30 群馬県 158,947 円

5 R1.10.31 2件(8月分） 20,000 円

6 R1.11.29 茨城県 147,438 円

7 R2.1.31 1件(11月分） 10,000 円

8 R2.1.31 2件(12月分） 20,000 円

9 R2.3.31 1件（1月分） 10,000 円

10 R2.3.31 茨城県 157,282 円

11 R2.3.31 群馬県 200,000 円

12 R2.3.31 1件（2月分） 10,000 円

13 R2.5.29 2件（3月分） 20,000 円

合計 16件 888,845 円

イオンリテール（株）
北関東カンパニー

(株)セキチュー

(株)カスミ

ハルナビバレッジ（株）・
（株）群馬銀行

ふるさと納税（個人）

アサヒ飲料(株)関東支社

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

ふるさと納税（個人）

(株)カスミ

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

令和元年度（Ｒ２．５．２９時点）基金残高　　（単位：円）

令和元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

平成30年度（Ｒ1．５．３１時点）基金残高　　（単位：円）
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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　次の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす森林であること。
　（１）　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。
　（２）　傾斜度が３０度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　市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できてい
ない森林であること。ただし、下層植生が消失している森林について
はこの限りではない。
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。

松くい虫等の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　松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。
２　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

松くい虫等被害地
の再生事業

1００ha

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
　　ただし、気象被害を受けるおそれ
のある森林については、生育状況を
考慮した本数率での除伐、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
ただし、気象被害を受けるおそれの
ある森林については、生育状況を考
慮した本数率での除伐、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

松くい虫等被害地
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３１～令和５年度）の整備計画は次のとおりです。
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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 次の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす森林であること。

（１） 林道及び市町村道等から距離が概ね２００メートル以上の森林であること｡

（２） 傾斜度が３０度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 市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できていない森林であること。ただし、下層植生が消失して

いる森林についてはこの限りではない。

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

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
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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
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松くい虫等被害地の再生事業イメージ

松くい虫等の被害地の再生

松くい虫等の被害地であって、被害木の割合が５０％以上

松くい虫等の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 松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。

２ 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。

松くい虫または気象被害により

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
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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 － 979 52.37 1,023,000 1,000 978.85 25,165,200 13.50 495,000 1,031.22 26,188,200

実施計画
調査

－ 58 51.52 8,146,600 700 57.76 13,265,000 106.46 16,655,000 109.28 21,411,600

森林整備
の実施

3,500 161 50.51 38,785,800 700 160.96 87,769,000 115.20 75,947,000 211.47 126,554,800

区域調査 － 654 150 653.79 15,311,800 80.00 2,400,000 653.79 15,311,800

実施計画
調査

－ 126 151.87 17,451,800 100 125.68 14,220,800 251.64 27,552,000 277.55 31,672,600

森林整備
の実施

500 130 249.59 139,944,850 100 129.71 90,342,350 228.52 106,918,600 379.30 230,287,200

区域調査 － 17 6.19 172,800 30 16.56 429,000 22.75 601,800

実施計画
調査

－ 14 20 13.84 2,178,000 13.84 2,178,000

森林整備
の実施

100 1 11.21 15,670,800 20 1.08 48,728,600 3.01 42,362,650 12.29 64,399,400

区域調査 － 1,649 58.56 1,195,800 1,180 1,649.20 40,906,000 93.50 2,895,000 1,707.76 42,101,800

実施計画
調査

－ 197 203.39 25,598,400 820 197.28 29,663,800 358.10 44,207,000 400.67 55,262,200

森林整備
の実施

4,100 292 311.31 194,401,450 820 291.75 226,839,950 346.73 225,228,250 603.06 421,241,400

補償費 － － － - － － － － － － －

事務費 － － － － － － 319,242 － － － 319,242

－ － － 221,195,650 － － 297,728,992 － 272,330,250 － 518,924,642

 水源林
 機能増進

 松くい虫等
 被害地の再生

合　計

水源地域等の森林整備の実施状況について

 条件不利地
 森林整備

○令和元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30年度繰越事業 令和元年度事業 令和元年度内完了
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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

繰越額
（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 区域調査 桐生森林 みどり市東町小中（犬目外森林整備区域）地内 完了 1,023,000 1,023,000 1,023,000 52.37 52.37 52.37 52.37

2 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字栗山（竹ノ沢ほか森林整備区域）地内 完了 1,620,000 1,620,000 13.16 -

3 富岡森林 甘楽郡下仁田町大字西野牧（大多良森林整備区域）地内 完了 2,181,600 2,181,600 15.38 -

4 富岡森林 甘楽郡南牧村大字星尾（大上森林整備区域）地内 完了 4,345,000 4,345,000 22.98 -

5 西部環森 高崎市倉渕町川浦（倉渕－６）地内 完了 18,887,000 18,887,000 27.10 -

6 桐生森林 みどり市東町草木（横道森林整備区域）地内 完了 6,739,200 4,139,200 6.57 -

7 桐生森林 みどり市東町沢入（古和代森林整備区域）地内 完了 14,504,400 8,804,400 11.77 -

8 桐生森林 桐生市川内町五丁目（小谷戸森林整備区域）地内 完了 4,471,200 4,471,200 3.23 -

9 桐生森林 桐生市梅田町４丁目（井戸沢３森林整備区域）地内 完了 2,484,000 2,484,000 1.84 -

10 富岡森林 甘楽郡南牧村大字砥沢（今戸森林整備区域）地内 完了 5,313,600 5,313,600 24.84 -

11 富岡森林 甘楽郡甘楽町大字秋畑（大平森林整備区域）地内※ 完了 288,200 288,200 1.48 -

12 吾妻環森 吾妻郡長野原町大字応桑（大洞山森林整備区域）地内 完了 5,713,200 5,713,200 56.11 -

13 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸山森林整備区域）地内 完了 9,136,800 6,136,800 69.44 -

14 西部環森 高崎市榛名湖町（榛名山－３－５）Ⅱ地内 完了 19,353,600 19,353,600 27.13 -

15 富岡森林 甘楽郡南牧村大字六車（久保松倉）地内 完了 20,260,800 13,090,800 39.25 -

16 吾妻環森 吾妻郡高山村大字中山（中央地区簡水）地内 完了 19,407,600 19,407,600 33.75 -

17 利根環森 利根郡みなかみ町入須川（南山）地内 完了 28,944,000 28,944,000 51.57 -

18 利根環森 利根郡みなかみ町藤原（手小屋）地内 完了 36,190,800 36,190,800 35.70 -

19 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸南森林整備区域）地内 完了 17,420,400 10,720,400 38.82 -

20 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸山森林整備区域）地内 完了 12,237,650 12,237,650 23.37 -

21 区域調査 桐生森林 みどり市大間々町浅原（梅久保森林整備区域）地内 完了 172,800 172,800 172,800 6.19 6.19 6.19 6.19

22 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸B）地内 完了 10,810,800 10,810,800 10.09 -

23 桐生森林 桐生市新里町赤城山（御殿森林整備区域）地内 完了 4,860,000 4,860,000 1.12 -

246,365,650 221,195,650 221,195,650 573.26 573.26 58.56 58.56

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　平成３０年度繰越

条件不利地
森林整備事業

 実施計画調査 8,146,600 51.52 -

森林整備 38,785,800 50.51 -

15,670,800 11.21 -

合計

17,451,800 151.87 -

森林整備 139,944,850 249.59 -

水源林機能
増進事業

 実施計画調査

松くい虫等被
害地の再生事

業 森林整備
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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）

面積計
（ha）

備考

1 渋川森林 渋川市（小野子）地内 完成 605,000 16.10 27.94

2 渋川森林 渋川市（村上）地内 完成 374,000 16.52 12.39

3 渋川森林 渋川市（上白井）地内 完成 726,000 22.98 21.17

4 西部環森 安中市上後閑（安中－５）ほか地内　外 完成 1,892,000 78.24 15.01

5 西部環森 高崎市倉渕町川浦（倉渕－１３）地内 完成 1,353,000 43.75 37.24

6 藤岡森林 藤岡市三波川（犬塚森林整備区域）地内 完成 507,600 43.51 29.91

7 藤岡森林 多野郡　神流町大字平原（馬タワ森林整備区域）地内 完成 237,600 15.86 11.91

8 藤岡森林 多野郡　上野村大字楢原（滑沢森林整備区域）ほか地内 完成 7,513,000 335.18 17.72

9 藤岡森林 多野郡　神流町大字魚尾（下小越森林整備区域）ほか地内 完成 6,391,000 241.45 21.41

10 藤岡森林 藤岡市保美濃山（細石森林整備区域）ほか地内 完成 4,455,000 113.58 38.06

11 利根環森 利根郡　片品村大字東小川（赤沢）地内 完成 869,000 43.90 43.90

12 桐生森林 桐生市梅田町四丁目（高戸森林整備区域）地内 完成 242,000 7.78 7.78

13 西部環森 安中市松井田町土塩（松井田－１７）ほか２地内　外 完成 3,960,000 21.23 -

14 藤岡森林 藤岡市三波川（犬塚森林整備区域）地内 完成 4,180,000 21.77 -

15 藤岡森林 多野郡神流町大字魚尾（日影森林整備区域）地内 完成 1,936,000 6.19 -

16 藤岡森林 多野郡　神流町大字平原（馬タワ森林整備区域）地内 完成 2,189,000 8.57 -

17 渋川森林 北群馬郡榛東村大字広場馬（花水Ⅱ） 完成 6,050,000 7.89 -

18 西部環森 高崎市倉渕町川浦倉渕－１２＿Ⅰ地内 完成 12,188,000 21.48 -

19 西部環森 安中市中秋間（安中－３）ほか１地内　外 完成 3,498,000 4.29 -

20 藤岡森林 藤岡市淨法寺(浄法寺森林整備区域２工区）地内 完成 15,235,000 32.70 -

21 藤岡森林 藤岡市譲原（根際森林整備区域）地内 完成 11,616,000 21.84 -

22 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字南野牧（柳沢森林整備区域）地内 完成 5,467,000 9.88 -

23 富岡森林 甘楽郡　下仁田町大字西野牧（大多良）地内 完成 7,975,000 15.38 -

24 吾妻環森 吾妻郡　中之条町大字山田(吾嬬山)地内 完成 8,690,000 15.95 -

25 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字北軽井沢(熊ノ内)地内 完成 17,050,000 31.55 -

26 渋川森林 渋川市赤城町北赤城山（三間入）地内 完成 2,607,000 87.07 64.07

27 西部環森 高崎市箕郷町（箕郷－１）地内 完成 8,415,000 312.95 192.66

28 藤岡森林 多野郡　上野村大字乙父（神寄沢２森林整備区域）ほか地内 完成 140,400 43.62 11.59

29 利根環森 沼田市利根町平川（真菜板倉）地内 完成 885,600 45.73 45.73

30 利根環森 利根郡　片品村大字花咲（白井路）地内 完成 528,000 26.18 26.18

31 利根環森 沼田市利根町大原（小澤ほか）地内 完成 1,954,800 102.69 102.69

32 利根環森 利根郡　片品村大字御座入（山久保）地内 完成 363,000 16.41 16.41

33 利根環森 沼田市利根町砂川（山申場）地内 完成 418,000 19.14 19.14

34 藤岡森林 多野郡　上野村大字乙父（神寄沢２森林整備区域）ほか地内 完成 2,376,000 11.29 -

35 富岡森林 甘楽郡甘楽町大字秋畑（大平森林整備区域）地内※ 完成 2,153,800 11.10 -

36 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字応桑大洞山地内 完成 4,829,000 67.75 -

37 利根環森 沼田市利根町平川（真菜板倉）地内 完成 1,716,000 10.03 -

38 利根環森 利根郡片品村大字花咲（白井路）地内 完成 3,146,000 25.51 -

39 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢大日影Ａ）地内 完成 11,539,000 17.65 -

40 西部環森 高崎市中室田町（中室田－１）ほか１地内　外 完成 7,865,000 11.00 -

41 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字大仁田（腰越）地内 完成 18,964,000 26.70 -

42 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字（今戸）地内 完成 13,640,000 24.84 -

43 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 完成 13,332,000 25.34 -

44 利根環森 利根郡みなかみ町大字入須川（南山）地内 完成 12,870,000 20.37 -

45 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸山森林整備区域）地内　※H30と合算 完成 2,062,350 3.81 -

46 桐生森林 桐生市新里町赤城山地内 （棚上森林整備区域）地内 完成 132,000 3.97 0.00

47 桐生森林 みどり市大間々町塩原地内(高松Ⅱ森林整備区域)地内 完成 297,000 12.59 12.59

48 桐生森林 みどり市大間々町浅原（梅久保森林整備区域）地内 完成 737,000 3.01 -

49 桐生森林 みどり市大間々町塩原（高松Ⅱ森林整備区域）地内 完成 1,441,000 10.83 -

50 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸A）地内 完成 2,246,400 -

51 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢）地内 完成 1,404,000 -

52 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸CD）地内 完成 2,894,400 -

53 渋川森林 前橋市粕川町中之沢（螺沢）地内 完成 1,339,200 -

54 渋川森林 渋川市赤城町溝呂木（軽沢）地内 完成 1,360,800 -

55 渋川森林 渋川市川島（川島）地内 完成 766,800 -

56 渋川森林 渋川市伊香保町水沢（水沢２）地内 完成 572,000 1.08 -

57 渋川森林 渋川市赤城町南赤城山（細窪）地内 完成 12,738,000 -

58 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（大箕山D改植・広葉樹化） 完成 15,598,000 -

59 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（金丸B） 完成 2,893,000 -

60 藤岡森林 藤岡市上日野（細谷戸森林整備区域）地内 完成 1,155,600 -

61 藤岡森林 藤岡市上日野（細谷戸森林整備区域）ほか地内 完成 814,000 -

62 利根環森 利根郡　みなかみ町月夜野（八木野）地内 完成 2,970,000 -

63 桐生森林 桐生市新里町赤城山（御殿森林整備区域）地内 完成 324,000 -

64 桐生森林 みどり市大間々町浅原(高松森林整備区域)地内 完成 1,652,400 -

286,339,750 286,339,750 2138.23 2138.23 775.50 775.50合計

水源林機能
増進事業

区域調査 15,311,800

森林整備 80,272,350

松くい虫等被害
地の再生事業

区域調査

14,220,800

森林整備 48,728,600

実施計画
調査

2,178,000 13.84

87,769,000 160.96 -

1.08 -

478.47

-

-

653.79

129.71

125.68 -

水源地域等の森林整備事業　【年度内完了一覧】　令和元年度予算

429,000 16.56 12.59

条件不利地
森林整備事業

区域調査 25,165,200 978.85 284.44

実施計画
調査

12,265,000 57.76 -

森林整備

実施計画
調査
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No 事業名 工種 事務所 箇所名
完成

or繰越
実施予定額

年度内支払額
（円）

繰越額
（円）

繰越額合計
(円)

面積
（ha）

面積計
（ha）

備考

1 区域調査 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字岩戸（赤岩森林整備区域）地内 繰越 495,000 495,000 495,000 13.50 13.50

2 渋川森林 渋川市小野子（小野子）地内 繰越 2,376,000 2,376,000 16.10

3 藤岡森林 藤岡市保美濃山（細石森林整備区域）地内 繰越 2,475,000 2,475,000 11.94

4 藤岡森林 多野郡上野村大字楢原（滑沢森林整備区域）地内 繰越 3,685,000 1,000,000 2,685,000 6.54

5 利根環森 利根郡片品村大字東小川（赤沢）地内 繰越 3,113,000 3,113,000 43.90

6 桐生森林 みどり市東町小中（小中山森林整備区域）地内 繰越 5,005,000 5,005,000 21.05

7 桐生森林 桐生市梅田町四丁目（高戸森林整備区域）地内 繰越 1,001,000 1,001,000 6.93

8 西部森林 高崎市倉渕町川浦（倉渕－７）ほか地内 繰越 16,830,000 16,830,000 30.05

9 西部森林 高崎市倉渕町川浦（倉渕－１２＿Ⅱ）地内 繰越 9,857,000 9,857,000 23.08

10 西部森林 安中市松井田町土塩（松井田－１７）ほか２地内　外 繰越 6,732,000 6,732,000 11.90

11 藤岡森林 藤岡市三波川（犬塚森林整備区域）地内 繰越 12,199,800 12,199,800 19.50

12 富岡森林 甘楽郡　南牧村大字星尾（大上）地内 繰越 19,867,200 19,867,200 22.98

14 桐生森林 みどり市東町小中（小中山森林整備区域）地内 繰越 10,461,000 10,461,000 7.69

15 区域調査 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字北軽井沢（ホーロク平）地内 繰越 2,400,000 2,400,000 2,400,000 80.00 80.00

16 富岡森林 甘楽郡南牧村大字小沢（山室森林整備区域）地内 繰越 2,398,000 2,398,000 14.11

17 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字応桑（大洞山）ほか地内 繰越 2,989,000 2,989,000 80.00

18 利根環森 沼田市利根町大原（小澤ほか）地内 繰越 14,696,000 14,696,000 102.69

19 利根環森 沼田市利根町平川（真菜板倉Ⅱ）地内 繰越 4,763,000 4,763,000 35.70

利根環森 沼田市利根町砂川（山申場）地内 繰越 2,706,000 2,706,000 19.14

20 藤岡森林 多野郡　上野村大字乙父（中越沢森林整備区域）地内 繰越 5,764,000 5,764,000 6.29

21 富岡森林 甘楽郡　甘楽町大字秋畑（大平）地内 繰越 5,940,000 2,370,000 3,570,000 12.58

22 吾妻環森 吾妻郡　長野原町大字応桑（大洞山）地内 繰越 49,500,000 49,500,000 99.03

23 利根環森 利根郡みなかみ町大字藤原（手小屋Ⅱ）地内 繰越 7,524,000 7,524,000 13.68

利根環森 沼田市利根町平川（真菜板倉）地内 繰越 5,500,000 5,500,000 10.03

24 利根環森 沼田市利根町砂川（山申場）地内 繰越 12,224,600 12,224,600 19.14

25 利根環森 利根郡片品村大字花咲（白井路）地内 繰越 11,253,000 11,253,000 25.51

26 桐生森林 みどり市東町座間（柱戸山Ⅱ森林整備区域）地内 繰越 19,283,000 7,700,000 11,583,000 42.26

27 渋川森林 前橋市富士見町赤城山（出水平Ⅱ） 繰越 10,340,000 10,340,000

28 桐生森林 みどり市大間々町塩原(高松Ⅱ森林整備区域)地内 繰越 16,138,650 16,138,650

29 桐生森林 みどり市大間々町浅原(梅久保森林整備区域)地内 繰越 15,884,000 15,884,000 3.01

283,400,250 11,070,000 272,330,250 272,330,250 798.33 798.33合計

森林整備 106,918,600 228.52

松くい虫等被
害地の再生事

業
森林整備 42,362,650 3.01

水源林機能
増進事業

実施計画
調査

27,552,000 251.64

水源地域等の森林整備事業　【令和元年度繰越一覧】

条件不利地
森林整備事業

実施計画
調査

16,655,000 106.46

森林整備 75,947,000 115.20
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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 ryokuka@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○
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インタープリテーション 座学

インタープリテーション相互指導実習 実習

児童・生徒の現状について 実習

体験学習法とインタープリテーションの関わり 講義

第3回 小中学生のための自然観察（玉原高原）玉原高原【小中学生のための自然観察】 実習

自然体験活動における安全対策 講義

安全対策チャックリストづくり 実習

第5回 上野村の森林・林業の見学 製材工場等見学予定 見学

森林内の動物、キノコについて 講義

憩の森踏査とインタープリテーションの素材共有 実習

森林生態系、土壌について 講義

憩の森踏査とインタープリテーションの素材共有 実習

第8回 小中学生のためのものづくり ものづくり実習 実習

第9回 第３回ボランティア交流会 交流

第10回 振り返り 今年度の取組の振り返りと次年度に向けての見通し（情報共有・提供） 共有

※第５回は、台風のため中止
※第９，１０回は、新型コロナウイルス感染症の流行により中止

森林内の動植物に関する基礎

森林生態系土壌に関する基礎

回 テーマ 内容 学習形態

フォローアップ研修カリキュラム

第2回

第7回

第1回 インタープリテーション基礎・実習

児童・生徒理解体験学習法

第4回 森林環境教育における安全対策

第6回

○森林環境教育を推進を目的に緑のインタープリターの資質向上のため「フォローアップ研修」を実施しました。

・令和元年度参加者数：３１０名

・令和２年度活動登録者数：１４５名

○令和元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○
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●　荒廃した里山・平地林の整備
：　２７，２１６千円       １７事業
：１８２，８５２千円　 ２７２事業
：　　２，３５０千円　　 　２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 ・・・ 39

【苗木の購入】
・ 実施報告 ・・・ 40

・ 事業一覧 ・・・ 41

・ 実施箇所紹介 ・・・ 42

【刈払機・粉砕機の購入】
・ 実績報告 ・・・ 43

・ 事業一覧 ・・・ 44

・ 実施箇所紹介 ・・・ 45

●　貴重な自然環境の保護・保全
　　実績：３，０７７千円　１８事業

・ 実施報告 ・・・ 46

・ 事業一覧 ・・・ 47

・ 実施箇所紹介 ・・・ 48

●　森林環境教育・普及啓発
　　実績：２０，１４９千円　４６事業

・ 実施報告 ・・・ 49

・ 事業一覧 ・・・ 50

・ 実施箇所紹介 ・・・ 53

●　森林の公有林化
　　実績：１０，０００千円　１事業

・ 実施報告 ・・・ 54

・ 事業一覧 ・・・ 55

・ 実施箇所紹介 ・・・ 56

●独自提案事業
　　実績：　５，７６７千円　１０事業

・ 実施報告 ・・・ 57

・ 事業一覧 ・・・ 67

Ｈ３０繰実績
Ｒ１実績   
Ｒ２へ繰越

市町村提案型事業 実施報告

・平成３０年度事業のうち、令和元年度に繰越となった１７事業を実施しました。
・令和元年度に採択した３６７事業のうち、年度内に３４７事業が完了しました。
・２事業（２，３５０千円）を令和２年度へ繰越としています。
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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)

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)

H30
繰越

新規 高崎市 竹林整備事業 高崎市 2,732,400 2,732,000 完了 2,732,400 2,732,000 0.47

H30
繰越

新規 高崎市 里山林整備事業 高崎市 500,000 500,000 完了 498,960 498,000 1.00

H30
繰越

新規 下仁田町 土谷沢（ウロノ平）森林整備 下仁田町 2,451,288 811,000 完了 2,451,288 710,000 0.23

H30
繰越

新規 下仁田町 東野牧（日影）森林整備 下仁田町 3,820,718 1,168,000 完了 3,820,718 1,354,000 0.36

H30
繰越

新規 下仁田町 中小坂（寺附）森林整備 下仁田町 7,422,394 2,084,000 完了 7,422,394 1,999,000 0.65

H30
繰越

新規 中之条町 沢渡温泉森林整備事業 中之条町 4,320,000 1,200,000 完了 4,453,920 1,200,000 0.92

H30
繰越

新規 中之条町 蓑原南部地区森林整備事業 中之条町 4,090,000 1,530,000 完了 3,132,000 1,365,000 0.91

H30
繰越

新規 中之条町 五反田白久保森林整備事業 中之条町 3,200,000 670,000 完了 3,200,000 670,000 0.20

H30
繰越

新規 中之条町 横尾栃瀬竹林整備事業 中之条町 2,916,000 2,124,000 完了 2,916,000 2,124,000 0.42

H30
繰越

新規 中之条町 赤坂貫坂竹林整備事業 中之条町 1,296,000 1,296,000 完了 1,296,000 1,296,000 0.40

H30
繰越

新規 嬬恋村 門貝地区森林整備事業 嬬恋村 3,500,000 1,830,000 完了 2,980,800 1,830,000 1.00

H30
繰越

新規 みなかみ町 箕輪地区竹林整備事業 みなかみ町 17,877,000 17,877,000 完了 11,000,000 11,000,000 3.03

54,125,800 33,822,000 45,904,480 26,778,000 5.27 4.32 0 0平成30年度繰越合計

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
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事業名 五反田白久保県道東森林整備事業

事業実施主体 中之条町 市町村名 中之条町

事業成果 日照改善による隣接道路の凍結防止が図られた。

整備面積 0.12 事業費（補助金） 1,954,500円 （150,000円）

事業名 中小坂（大泓）森林整備事業

事業実施主体 下仁田町 市町村名 下仁田町

事業成果
民家裏の野生鳥獣の住処及び潜伏場所となっている森林を整備した結果、獣害防止と生活の安全が図
れた。

整備面積 0.15ha（森林） 事業費（補助金） 1,439,800円 （352,000円）

着工前 完成

着工前

施工中

完成
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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（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 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】

【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
竹林間伐は1ha当たり上限700千円、竹林全伐は1ｈａ当たり上限1,000千円　（竹材処分運搬加算有り）

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
3 1
6 2

3,227,000 777,000
3,227,000 777,000

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
3
4

2,693,614
2,409,000

・　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ための支援策を検討する。
・　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。

・　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】

・　手入れがされない竹林を整備することで、日照の改善を図り隣接道路の凍結防止や景観の改善が図られた。
・　緩衝帯整備を行うことで、野生鳥獣の出没抑制を図り、安心・安全な生活環境が確保された。

【令和元年度の実績】 ２,４０９千円

・ 整備面積 竹林２．８３ｈａ （３市町村 ４箇所 ）

【平成３０年度繰越の実績】

・ 整備面積 竹林０．３４ｈａ （１市町村 １箇所 ）

２３８千円
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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)

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)

H30
繰越

新規 みなかみ町 笠原地区竹林整備事業 須川・笠原里山整備保存会
地域の団体による景観保全及び獣害防止を目的
とした森林整備。

238,000 238,000 完了 238,000 238,000 0.34

238,000 238,000 238,000 238,000 0.00 0.34 0 0 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)

R1 新規 富岡市 竹林整備事業 富岡市シニア先遣隊
地域の団体による獣害対策、景観維持、安全・安
心な生活環境づくりを目的とした竹林管理。

1,841,000 1,841,000 完了 1,964,325 1,960,000 1.96

R1 新規 安中市 大王子区竹林整備事業 大王子区
地域の自治会による道路への倒伏支障や、日照
不足による冬季凍結の改善のための竹林整備。

567,000 567,000 廃止 567,000 567,000

R1 新規 安中市 国衙地区竹林整備事業 なやま地区里山の会
地域の団体による野生鳥獣被害防止及び森林機
能維持のための竹林整備。

210,000 210,000 完了 179,135 179,000 0.30

R1 新規 安中市 後閑城跡竹林整備事業 後閑の未来を考える会
地域の団体による景観改善及び自然環境の利用
促進のための竹林整備。

210,000 210,000 廃止 210,000 210,000

R1 新規 安中市 土塩地区（小柏）竹林整備事業 土塩地区を守る会
地域の団体による野生鳥獣対策のための竹林整
備。

189,000 189,000 完了 284,964 270,000 0.27

R1 新規 東吾妻町 生原地区竹林整備事業 生原竹林整備組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景観保護
を目的とした竹林の整備。

210,000 210,000 完了 265,190 0 0.30

3,227,000 3,227,000 2,693,614 2,409,000 0.00 2.83 0 0 777,000 777,000

備考

合計

計画採択

区分

実績 繰越 廃止

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

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

平成30年度繰越合計
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事業名 国衙地区竹林整備事業

事業実施主体 なやま地区里山の会 市町村名 安中市

事業成果 野生鳥獣被害防止及び森林機能維持につながった

整備面積 0.30ｈａ 事業費（補助金） 179,135円 （179,000円）

着工前 完成
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】
区分 区分

市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
事業費 廃止等の事業費
うち県民基金 うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分

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

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

25 5

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100千円(｢100千円を超える経費について補助上限1haあたり50千円で補助率1/2以内）

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

214 5
29,327,064 773,893
23,167,000 258,000

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
25
209

34,919,967
29,048,000

・　地域住民が主体的に里山・平地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・平地林の環境に対する関心が高まった。

・　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ための支援策を検討する。

・　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ているため、さらなる支援策を要望する。

【令和元年度の実績】 ２９,０４８千円

・ 管理面積 ２９３．１４ｈａ （２５市町村 ２０９箇所 ）

【平成３０年度繰越の実 ５０千円

・ 整備面積 森林 ０．６３ｈａ （１市町村 ２箇所 ）
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

H30
繰越

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、景観維持を目的とした森林管理。

395,123 34,000 完了 395,123 34,000 0.43

H30
繰越

継続 下仁田町 下町（伊勢山）森林整備 下町区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観維持を目的とした森林管理。

213,141 16,000 完了 213,141 16,000 0.20

608,264 50,000 608,264 50,000 0.63

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)

R1 継続 前橋市 市之関町里山整備保全事業 市之関町里山整備保全協力組合
地域の団体による安全・安心な生活環境づ
くりを目的とした里山･平地林の管理。

85,000 41,000 完了 99,667 52,000 0.52

R1 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
地域の自治会による安全・安心な生活環境
づくり、皆が親しめる里山林の保全を目的
とした森林の管理。

270,000 160,000 完了 360,528 200,000 2.00

R1 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
地域の団体による景観維持と安全・安心な
生活環境づくりを目的とした森林の管理。

150,000 40,000 完了 161,000 51,000 0.51

R1 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
地域の団体による景観維持と安全・安心な
生活環境づくりを目的とした森林の管理。

950,000 235,000 完了 941,426 247,000 2.94

R1 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。

122,000 61,000 完了 138,220 77,000 0.77

R1 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。

9,000 4,000 完了 10,395 5,000 0.05

R1 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、皆が親しめる里山林の保全を目的
とした森林の管理。

207,000 105,000 完了 232,863 166,000 1.32

R1 継続 前橋市 富士見町九十九山の里山整備
原西自治会・九十九山の里山環境を
守る会

地域の団体による皆が親しめる里山林とし
ての景観維持と安全・安心な生活環境づく
りを目的とした里山林の管理。

207,000 107,000 完了 236,063 168,000 1.36

R1 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
地域の団体によるホタルの生息地周辺で
の刈り払い等の森林管理。

57,000 57,000 完了 80,000 72,000 0.72

R1 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
地域の団体による森林の公益的機能の維
持を目的とした森林管理。

87,000 87,000 完了 109,485 109,000 1.09

R1 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
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林管理。

10,000 10,000 完了 16,085 13,000 0.13

平成30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
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

廃止

備考年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

R1 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
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林管理。

11,000 11,000 完了 18,558 14,000 0.14

R1 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
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林管理。

144,000 144,000 完了 269,440 258,000 2.25

R1 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
竹林管理。

22,000 22,000 完了 35,437 28,000 0.28

R1 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管理。

19,000 19,000 完了 24,046 24,000 0.24

R1 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管理。

53,000 53,000 完了 69,683 67,000 0.67

R1 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管理。

92,000 92,000 完了 122,840 115,000 1.15

R1 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管理。

142,000 142,000 完了 179,152 178,000 1.78

R1 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管理。

540,000 540,000 完了 677,124 675,000 6.75

R1 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管理。

36,000 36,000 完了 47,000 46,000 0.46

R1 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管理。

78,000 78,000 完了 99,596 98,000 0.98

R1 継続 高崎市 H27里山林整備事業(管理) 烏川里山の会
地域の団体による森林の公益的機能の維
持を目的とした森林管理。

52,000 52,000 完了 66,120 66,000 0.66

R1 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理)　0.13／
0.15

上室田２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管理。

10,000 10,000 完了 15,920 13,000 0.13

R1 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理)　1.02／
1.30

中里見４区
地域の自治会による獣害対策及び生活環
境の保全を目的とした竹林管理。

81,000 81,000 完了 103,432 102,000 1.02

R1 継続 高崎市 H28竹林整備事業(管理) 宮沢２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管理。

20,000 20,000 廃止 20,000 20,000

R1 継続 高崎市
H28竹林整備事業(管理)　1.08／
1.20

塩地区の自然を守る会
地域の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管理。

86,000 86,000 完了 110,703 108,000 1.08

R1 継続 高崎市 H28（繰越）竹林整備事業(管理) 中里見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管理。

29,000 29,000 完了 38,124 37,000 0.37

R1 継続 高崎市 H28（繰越）里山林整備事業(管理) 雑木を守る会
地域の団体による森林の公益的機能の維
持を目的とした森林管理。

42,000 42,000 完了 53,122 53,000 0.53
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

廃止

備考年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

R1 継続 高崎市 H29竹林整備事業(管理)
（一財）日本熊森協会
群馬県支部

地域の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管理。

66,000 66,000 完了 140,089 83,000 0.83

R1 継続 高崎市 H29竹林整備事業(管理) 塩地区の自然を守る会
地域の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管理。

56,000 56,000 完了 75,806 70,000 0.70

R1 継続 高崎市 H30里山林整備事業（管理） 烏川里山の会
地域の団体による森林の公益的機能の維
持を目的とした森林管理。

36,000 36,000 完了 45,400 45,000 0.45

R1 継続 高崎市 H30里山林整備事業（管理） 烏川流域緑心会
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林管理。

8,000 8,000 完了 10,945 10,000 0.10

R1 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
地域の自治会による町内のカタクリの生育
地である里山の保全・維持及び、獣害防止
を目的とした森林管理。

120,000 71,000 完了 121,463 89,000 0.89

R1 継続 沼田市 発知新田町森林管理事業 発知新田農事組合
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

226,000 226,000 完了 289,071 283,000 2.83

R1 継続 沼田市 追貝地区森林管理事業 追貝地区有害鳥獣対策協議会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

480,000 480,000 完了 600,000 600,000 6.00

R1 継続 沼田市 沼須町森林管理事業 沼須町区
地域の自治会による獣害対策や適正な森
林管理を目的とした下草刈り等の管理活
動。

143,000 143,000 完了 179,000 179,000 1.79

R1 継続 沼田市 上沼須町竹森林管理事業 上沼須町区
地域の自治会による獣害対策や適正な森
林管理を目的とした下草刈り等の管理活
動。

284,000 284,000 完了 337,000 337,000 3.37

R1 継続 沼田市 下川田町（内宿）森林管理事業 下川田町区
地域の自治会による獣害対策や適正な森
林管理を目的とした下草刈り等の管理活
動。

42,000 42,000 完了 53,000 53,000 0.53

R1 継続 沼田市 岩本町森林管理事業 本陣森林管理組合
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

8,000 8,000 完了 12,251 11,000 0.11

R1 継続 沼田市 上古語父地区森林管理事業 稲荷神社氏子会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

40,000 40,000 完了 56,320 51,000 0.51

R1 継続 沼田市 上川田町（滝合）森林管理事業 滝合土地改良事業協同施行組合
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

42,000 42,000 完了 53,360 53,000 0.53

R1 継続 沼田市 上久屋町森林管理事業 利南東小学校ＰＴＡ
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

17,000 17,000 完了 22,000 22,000 0.22

R1 継続 沼田市 新町森林管理事業 新町地域環境保全推進協議会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

6,000 6,000 完了 72,625 8,000 0.08

R1 継続 沼田市 多那地区竹林管理事業 大島地域を整備する会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

60,000 60,000 完了 73,000 73,000 0.75

R1 継続 沼田市 下川田町（下村）森林管理事業 下村竹林の会
地域の自治会による獣害対策や適正な森
林管理を目的とした下草刈り等の管理活
動。

41,000 41,000 完了 52,000 52,000 0.52
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R1 継続 沼田市 高橋場町森林管理事業 高橋場24地区森林保護の会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした下草刈り等の管理活動。

20,000 20,000 完了 24,670 24,000 0.25

R1 継続 沼田市 下久屋町森林管理事業 下久屋町区
地域の自治会による獣害対策や適正な森
林管理を目的とした刈り払い等の管理活
動。

139,000 139,000 完了 90,000 90,000 1.74

R1 継続 沼田市 下川田町（宮塚）森林管理事業 宮塚水土里環境保全委員会
地域の団体による獣害対策や適正な森林
管理を目的とした刈り払い等の管理活動。

89,000 89,000 完了 112,747 112,000 1.12

R1 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。

80,000 80,000 完了 80,621 80,000 1.00

R1 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
地域の団地による世界遺産「高山社跡」周
辺の景観保全及び生活環境維持のための
森林・竹林管理。

92,000 92,000 完了 92,376 92,000 1.16

R1 継続 藤岡市 風久保里山保全事業 風久保里山を守る会
地域の団地による景観保全のための森林
管理。

36,000 36,000 完了 36,185 36,000 0.46

R1 継続 藤岡市 土師の森保全事業 土師の森保存会
地域の団地による生活環境及び景観保全
のための森林管理。

60,000 60,000 完了 61,476 60,000 1.00

R1 継続 藤岡市 三本木里山保全事業 三本木里山保全会
地域の団地による里山再生及び生活環境
の改善のための森林管理。

111,000 111,000 完了 111,179 111,000 1.39

R1 継続 藤岡市 椿杜保全事業 椿杜を守る会
地域の団地による椿社神社周辺の景観保
全のための森林管理。

56,000 56,000 完了 66,097 56,000 0.70

R1 継続 藤岡市 保美里山保全事業 保美里山保存会
地域の団地による里山再生及び生活環境
の改善のための森林管理。

54,000 54,000 完了 56,000 54,000 0.68

R1 継続 藤岡市 平地の森保全事業 中大塚永寿会
地域の団地による平地神社周辺の景観保
全のための森林管理。

17,000 17,000 完了 18,598 17,000 0.22

R1 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
地域の団地による二千階段周辺の景観保
全のための森林管理。

80,000 80,000 完了 80,156 80,000 1.01

R1 継続 藤岡市 二千階段周辺整備事業 しだれ桜千本の会
地域の団地による二千階段周辺の景観保
全のための森林管理。

52,000 52,000 完了 52,000 52,000 0.65

R1 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
地域の団地による道路の安全確保及び景
観保全のための森林管理。

120,000 120,000 完了 120,618 120,000 1.50

R1 継続 藤岡市 子王山周辺整備事業 子王山里山保全会
地域の団地による子王山周辺の景観保全
のための森林管理。

40,000 40,000 完了 40,594 40,000 0.50

R1 継続 藤岡市 高山森林保全事業 高山森林保全会
地域の団地による安心安全な生活環境保
全のための森林・竹林管理。

96,000 96,000 完了 97,579 96,000 1.21

R1 継続 藤岡市 八塩ハイキング道周辺整備事業 八塩自治会
地域の自治会による八塩ハイキング道周
辺の景観保全のため森林・竹林管理。

166,000 166,000 完了 166,000 166,000 2.09
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R1 継続 藤岡市 法久森林保全事業 法久自治会
地域の自治会による生活道路の安全確保
及び景観保全のための森林管理。

4,000 4,000 完了 9,200 4,000 0.06

R1 継続 富岡市 里山再生事業 富岡市シニア先遣隊
地域の団体による獣害対策、景観維持、安
全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林
管理。

555,000 555,000 完了 694,181 694,000 6.94

R1 継続 富岡市 里山再生事業 富岡市環境づくり支援隊
地域の団体による美しく地域に親しまれる
里山として整備した森林の維持管理。

800,000 800,000 完了 1,005,183 1,000,000 10.00

R1 継続 富岡市 里山再生事業 桑原区桑原自治会
地域の団体による獣害対策、景観維持、安
全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林
管理。

152,000 152,000 完了 190,333 190,000 1.90

R1 継続 富岡市 里山再生事業
NPO法人
ふれあいパーク岡成

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 37,221 34,000 0.34

R1 継続 富岡市 里山再生事業 行沢クリーンクラブ
地域の団体による獣害対策、景観維持、安
全・安心な生活環境づくりを目的とした竹林
管理。

40,000 40,000 完了 50,000 50,000 0.50

R1 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
地域の団体による野生鳥獣対策等のため
の竹林管理。

19,000 19,000 完了 11,992 11,000 0.14

R1 継続 安中市 上人見城址竹林整備事業 上人見区
地域の団体による野生鳥獣対策のための
竹林管理。

80,000 80,000 完了 83,695 80,000 1.00

R1 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
地域の団体による野生鳥獣対策のための
竹林管理。

24,000 24,000 完了 45,653 30,000 0.30

R1 継続 安中市 土塩地区（竹ノ内）竹林整備事業 土塩地区を守る会
地域の団体による野生鳥獣対策等のため
の竹林整備。

64,000 64,000 完了 90,685 80,000 0.80

R1 継続 安中市
松井田町五料（西尾）地区竹林整備
事業

松井田町五料西区通学路を守る会
地域の団体による通学路の安全確保のた
めの竹林管理。

8,000 8,000 完了 8,940 8,000 0.10

R1 継続 安中市 土塩１区地区（山ノ神） 土塩１区緑の環境を守る会
地域の団体による野生鳥獣対策及び里山
の景観・環境維持のための森林管理。

13,000 13,000 完了 7,743 7,000 0.17

R1 継続 安中市 土塩１区地区（北村）森林整備事業 土塩１区緑の環境を守る会
地域の団体による野生鳥獣対策及び里山
環境維持のための森林管理。

32,000 32,000 完了 16,642 16,000 0.41

R1 継続 みどり市 小夜戸竹林管理事業 わたらせ竹林整備隊
地域の団体による獣害対策を目的とした竹
林の管理。

112,000 112,000 完了 112,000 112,000 1.41

R1 継続 みどり市 塩原竹林管理事業 16区里山整備研究会
地域の団体による、獣害対策及び安心安
全な生活環境の確保（日照改善、凍結防
止）を目的とした森林の管理。

76,000 76,000 完了 76,037 76,000 0.97

R1 継続 みどり市 小平竹林管理事業 大間々林業研究会
地域の団体による、獣害対策を目的とした
竹林の管理。

76,000 76,000 完了 77,486 76,000 0.97

R1 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
地域の自治会による八幡神社周辺森林を
対象としたホタルの生息環境を維持するこ
とを目的とした森林の管理。

68,000 68,000 完了 71,450 71,000 0.85
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R1 継続 吉岡町 金剛寺跡周辺森林管理事業 南下自治会

地域の自治会による金剛寺跡・上八幡神
社周辺森林の景観維持や憩いの場として
の価値を高めることを目的とした森林管
理。

27,000 27,000 完了 38,169 34,000 0.34

R1 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
地域の団体による里山の獣害防止と景観
美化を目的とした森林管理。

60,000 60,000 完了 54,861 54,000 3.00

R1 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
地域の団体による里山の獣害防止と景観
美化を目的とした森林管理。

60,000 60,000 完了 54,861 54,000 3.27

R1 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
地域の団体による里山の獣害防止と景観
美化を目的とした森林管理。

60,000 60,000 完了 54,861 54,000 3.01

R1 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
地域の団体による里山の獣害防止と景観
美化を目的とした森林管理。

60,000 60,000 完了 54,861 54,000 3.00

R1 継続 神流町 魚尾地区竹林管理作業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした竹林管理。

19,000 19,000 完了 24,000 24,000 0.24

R1 継続 神流町 高八木地内森林管理作業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

39,000 28,000 完了 36,000 36,000 0.36

R1 継続 神流町 気奈沢地内森林管理作業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

13,000 6,000 完了 8,000 8,000 0.08

R1 継続 神流町 平原地区竹林管理事業 へばーらんど研究会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

77,000 77,000 完了 99,000 97,000 0.97

R1 継続 神流町 間物地区森林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

18,000 18,000 完了 23,000 23,000 0.23

R1 継続 神流町 小平地区森林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

3,000 3,000 完了 4,000 4,000 0.04

R1 継続 神流町 魚尾櫻井地区竹林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

26,000 26,000 完了 34,000 34,000 0.34

R1 継続 神流町 尾附地区竹林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

36,000 36,000 完了 45,000 45,000 0.45

R1 継続 神流町 万場地区役場裏竹林管理事業 神ふうせん
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

21,000 21,000 完了 27,000 27,000 0.27

R1 継続 神流町 船子竹林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

27,000 27,000 完了 34,000 34,000 0.34

R1 継続 神流町 船子地区森林竹林管理事業 ひのき会
地域の団体による獣害の防止、安心・安全
な生活環境の維持を目的とした森林管理。

9,000 9,000 完了 12,000 12,000 0.12

R1 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
地域の団体による自然災害、有害鳥獣対
策、景観維持を目的とした森林管理。

81,000 81,000 完了 71,860 71,000 1.02
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R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

274,000 36,000 完了 248,400 69,000 0.46

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

238,000 32,000 完了 216,000 60,000 0.40

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

321,000 43,000 完了 291,600 81,000 0.54

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

682,000 68,000 完了 620,000 129,000 0.86

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

170,000 25,000 完了 156,900 48,000 0.32

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

43,000 23,000 完了 39,222 29,000 0.29

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

710,000 128,000 完了 549,154 241,000 1.61

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

43,000 19,000 完了 39,222 24,000 0.24

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

80,000 17,000 完了 34,560 22,000 0.22

R1 継続 下仁田町 黒川森林整備 西野牧区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観維持を目的とした森林管理。

72,000 4,000 完了 37,800 5,000 0.05

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

80,000 49,000 完了 26,760 26,000 0.62

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

340,000 28,000 完了 274,577 54,000 0.36

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

9,000 4,000 完了 15,157 5,000 0.05

R1 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
地域の団体による自然災害、有害鳥獣対
策、景観維持を目的とした森林管理。

297,000 172,000 完了 413,600 314,000 2.16

R1 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、景観維持を目的とした森林管理。

387,000 34,000 完了 196,126 64,000 0.43

R1 継続 下仁田町 下町（伊勢山）森林整備 下町区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観維持を目的とした森林管理。

101,000 16,000 完了 78,450 20,000 0.20

R1 継続 下仁田町 土谷沢（ウロノ平）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、景観維持を目的とした森林管理。

175,733 21,000 完了 184,994 34,000 0.23
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R1 継続 下仁田町 東野牧（日陰）森林整備 東野牧区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣
対策、景観維持を目的とした森林管理。

357,638 22,000 完了 233,947 54,000 0.36

R1 継続 下仁田町 中小坂（寺附）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、景観維持を目的とした森林管理。

565,893 50,000 廃止 565,893 50,000

R1 継続 南牧村
六車日向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
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

32,000 32,000 完了 39,600 39,000 0.40

R1 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
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

168,000 168,000 完了 210,000 210,000 2.10

R1 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
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

88,000 88,000 完了 110,000 110,000 1.10

R1 継続 南牧村
大塩沢高原地区林地荒廃対策整備
支援事業

愛郷会
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

136,800 136,000 完了 171,000 171,000 1.71

R1 継続 南牧村
小沢日向地区林地荒廃対策整備支
援事業

小沢日向地区森林管理ボランティア
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

60,800 60,000 完了 76,000 76,000 0.76

R1 継続 南牧村
日影小沢地区林地荒廃対策整備支
援事業

日影小沢地区森林管理ボランティア
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

176,000 176,000 完了 177,000 177,000 2.20

R1 継続 南牧村
六車子母山地区林地荒廃対策整備
支援事業

六車子母山地区森林管理ボランティア
地域の団体による野生鳥獣対策、景観及
び生活環境の維持を目的とした森林管理。

56,000 56,000 完了 70,000 70,000 0.70

R1 継続 甘楽町 甘楽総合公園西側山林整備 甘楽町行政連絡区第３区
地域の自治会による安全な道路環境を維
持するための森林・竹林管理。

58,000 58,000 完了 74,560 73,000 0.73

R1 継続 甘楽町 新屋小学校西側山林整備 甘楽町行政連絡区第２５区
地域の自治会による安全な道路環境を維
持するための森林・竹林管理。

38,000 38,000 完了 51,260 48,000 0.48

R1 継続 甘楽町 甘楽総合公園西側竹林整備 甘楽町行政連絡区第３区
地域の自治会による安全な道路環境を維
持するための森林・竹林管理。

176,000 176,000 完了 226,008 220,000 2.20

R1 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
地域の自治会による安全な道路環境を維
持するための竹林管理。

6,000 6,000 完了 11,980 8,000 0.08

R1 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
地域の自治会による獣害対策及び景観美
化、安心安全な生活環境を維持するため
の竹林管理。

16,000 16,000 完了 21,600 21,000 0.21

R1 継続 甘楽町 甘楽中学校北側山林整備 松泉会
地域の団体による獣害対策及び景観美
化、安心安全な生活環境を維持するため
の森林管理。

39,000 39,000 完了 53,297 49,000 0.49

R1 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
地域の自治会による道路環境及び景観美
化を維持するための竹林管理。

96,000 96,000 完了 122,670 120,000 1.20

R1 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
地域の自治会による景観美化を維持する
ための竹林管理。

80,000 80,000 完了 103,688 100,000 1.00
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R1 継続 中之条町
西中之条宮澤森林整備事業管理作
業

中之条地区第１区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための森林管理

32,000 16,000 完了 22,000 20,000 0.20

R1 継続 中之条町 下市城竹林整備事業管理作業 中之条地区第23区
地域の自治体による野生鳥獣対策及び景
観改善維持のための竹林管理

44,000 22,000 完了 29,038 28,000 0.28

R1 継続 中之条町 沢渡温泉森林整備事業管理作業 中之条地区第６区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための森林管理

128,000 64,000 完了 101,000 92,000 0.92

R1 継続 中之条町 折田戦道森林整備事業管理作業 沢田地区第16区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための森林管理

34,000 17,000 完了 24,000 22,000 0.22

R1 継続 中之条町
折田瀧沢地区森林整備事業管理作
業

美野原土地改良区
地域の団体による野生鳥獣対策及び路面
凍結防止のための森林管理

160,000 80,000 完了 110,000 100,000 1.00

R1 継続 中之条町 成田原東部森林整備事業管理作業 美野原土地改良区
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
改善維持のための森林管理

64,000 32,000 完了 48,000 44,000 0.44

R1 継続 中之条町
折田成田原地区森林整備事業管理
作業

美野原土地改良区
地域の団体による野生鳥獣対策及び日照
改善維持のための森林管理

288,000 144,000 完了 198,000 180,000 1.80

R1 継続 中之条町
蓑原南部地区森林整備事業管理作
業

美野原土地改良区
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
改善維持のための森林管理

162,000 81,000 完了 100,000 91,000 0.91

R1 継続 中之条町
五反田後界戸竹林整備事業管理作
業

伊参地区第４区
地域の自治体による野生鳥獣対策及び景
観改善維持のための竹林管理

40,000 20,000 完了 28,000 26,000 0.26

R1 継続 中之条町
五反田白久保森林整備事業管理作
業

伊参地区第６区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための森林管理

32,000 16,000 完了 22,000 20,000 0.20

R1 継続 中之条町 宇原野地区竹林整備事業管理作業 ボランティア団体宇原野
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
向上のための竹林管理

90,000 45,000 完了 67,790 57,000 0.57

R1 継続 中之条町 池田地区竹林整備事業管理作業 ボランティア団体池田
地域の団体による景観向上のための竹林
管理

14,000 7,000 完了 9,720 9,000 0.09

R1 継続 中之条町 熊野沢地区竹林伐採事業管理事業 大亀地区獣害対策組合
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
向上のための竹林管理

66,000 33,000 完了 46,000 42,000 0.42

R1 継続 中之条町 平二日市竹林整備事業管理作業 平むつみ会
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
改善維持のための竹林管理

24,000 12,000 完了 16,030 15,000 0.15

R1 継続 中之条町
平二日市・H29・地区竹林整備事業
管理作業

平むつみ会
地域の団体による野生鳥獣対策のための
竹林管理

22,000 11,000 完了 16,192 14,000 0.14

R1 継続 中之条町 横尾栃瀬竹林整備事業管理作業 名久田地区第６区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための竹林管理

60,000 30,000 完了 46,000 42,000 0.42

R1 継続 中之条町 赤坂貫坂竹林整備事業管理作業 名久田地区第13区
地域の自治体による日照改善や隣接する
道路の凍結防止のための竹林管理

56,000 28,000 完了 44,000 40,000 0.40
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R1 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
地域の団体による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 280,000 280,000 2.80

R1 継続 長野原町 草木原地区竹林整備事業 草木原地区電気柵管理組合
地域の団体による獣害防止対策と景観美
化を目的とした竹林の管理。

70,000 70,000 完了 90,502 88,000 0.88

R1 継続 長野原町 林地区森林等整備事業 林里山管理組合 131,000 131,000 廃止 131,000 131,000

R1 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予防等を目的とし
た竹林の維持管理

80,000 80,000 完了 67,280 67,000 1.00

R1 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や地域の環
境保全を目的とした竹林の管理。

40,000 40,000 廃止 40,000 40,000

R1 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 99,226 99,000 1.00

R1 継続 嬬恋村 鎌原字姥ヶ原森林管理事業 山路の会
地域の団体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。

320,000 320,000 完了 276,636 276,000 4.00

R1 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 87,118 87,000 1.00

R1 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及び景観
保全を目的とした森林管理。

320,000 320,000 完了 600,000 500,000 4.00

R1 継続 高山村 尻高地区竹林整備事業 高山村尻高1工区
地域の団体による野生鳥獣対策及び景観
保全を目的とした竹林管理。

50,000 50,000 完了 93,000 78,000 0.63

R1 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及び景
観保全を目的とした竹林管理。

24,000 24,000 完了 44,000 37,000 0.30

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村1工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

241,000 241,000 完了 452,000 377,000 3.02

R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・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及び景
観保全を目的とした森林の管理。

264,000 264,000 完了 494,000 412,000 3.30

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村3工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

116,000 116,000 完了 217,000 181,000 1.45

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村尻高2工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

96,000 96,000 完了 180,000 150,000 1.20

R1 継続 高山村
高山村中山地区里山・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及び景
観保全を目的とした森林の管理。

209,000 209,000 完了 392,000 327,000 2.62

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村6工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

566,000 566,000 完了 1,062,000 885,000 7.08
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R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・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及び景
観保全を目的とした森林の管理。

944,000 944,000 完了 1,770,000 1,475,000 11.80

R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・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及び景
観保全を目的とした森林の管理。

330,000 330,000 完了 619,000 516,000 4.13

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村9工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

398,000 398,000 完了 746,000 622,000 4.98

R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・平地林整備
事業

高山村10工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした森林の管理。

292,000 292,000 完了 547,000 456,000 3.65

R1 継続 高山村
高山村中山地区里山・平地林整備
事業

高山村11工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした森林の管理。

153,000 153,000 完了 288,000 240,000 1.92

R1 継続 高山村 高山村尻高地区竹林整備事業 高山村12工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした竹林の管理。

432,000 432,000 完了 824,000 687,000 5.50

R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・平地林整備
事業

高山村13工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした森林の管理。

1,212,000 1,212,000 完了 1,767,000 1,473,000 11.79

R1 継続 高山村
高山村尻高地区里山・平地林整備
事業

高山村14工区
地域の自治会による野生鳥獣対策及び景
観保全を目的とした森林の管理。

400,000 400,000 完了 866,000 722,000 5.78

R1 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

NPO法人による野生鳥獣害対策及び景観
保護を目的とした竹林の管理。

112,000 112,000 完了 147,073 140,000 1.40

R1 継続 東吾妻町 広野原地区森林管理事業 小泉区自治会
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした森林の管理。

100,000 100,000 完了 126,872 126,000 1.26

R1 継続 東吾妻町 宮戸地区竹林管理事業 宮戸竹林管理組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

25,000 25,000 完了 32,340 32,000 0.32

R1 継続 東吾妻町 山根地区竹林整備事業 山根竹林管理組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

24,000 24,000 完了 30,000 30,000 0.30

R1 継続 東吾妻町 上北地区竹林管理事業 上北管理体
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

14,000 14,000 完了 20,455 18,000 0.18

R1 継続 東吾妻町 南町地区竹林管理事業
平地林の整備と管理に関する南町自
治会

地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした竹林の管理。

29,000 29,000 完了 37,400 37,000 0.37

R1 継続 東吾妻町 岩櫃山地区森林管理事業 平沢区自治会
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした森林の管理。

240,000 240,000 完了 300,000 300,000 3.00

R1 継続 東吾妻町 上之宮地区竹林管理事業 川戸自治会
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした竹林の管理。

40,000 40,000 完了 40,000 40,000 0.50

R1 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
観保護を目的とした竹林の管理。

17,000 17,000 廃止 17,000 17,000
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

廃止

備考年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

R1 継続 東吾妻町 姉山地区竹林管理事業 姉山竹林管理組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

16,000 16,000 完了 20,127 20,000 0.20

R1 継続 東吾妻町 三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
観保護を目的とした森林の管理。

80,000 80,000 完了 100,373 100,000 1.00

R1 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
観保護を目的とした森林の管理。

16,000 16,000 完了 21,552 20,000 0.20

R1 継続 東吾妻町 上の平地区森林管理事業 平・大谷沢区自治会
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした森林の管理。

8,000 8,000 完了 11,340 10,000 0.10

R1 継続 東吾妻町 須賀尾地区竹林管理事業 須賀尾竹林管理組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

24,000 24,000 完了 30,000 30,000 0.30

R1 継続 東吾妻町 萩生地区竹林管理事業 西榛名区自治会
地域の自治会による野生鳥獣害対策及び
景観保護を目的とした竹林の管理。

49,000 49,000 完了 62,000 62,000 0.62

R1 継続 東吾妻町 大柏木地区竹林管理事業 中井竹林整備組合
地域の団体による野生鳥獣害対策及び景
観保護を目的とした竹林の管理。

40,000 40,000 完了 50,026 50,000 0.50

R1 継続 片品村 里山整備事業 太田組
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

151,000 151,000 完了 189,000 189,000 1.89

R1 継続 片品村 里山整備事業 下平組
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

442,000 442,000 完了 553,000 553,000 5.53

R1 継続 片品村 里山整備事業 上小川組
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

64,000 64,000 完了 80,000 80,000 0.80

R1 継続 片品村 里山整備事業 須賀川共有林組合
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

571,000 571,000 完了 716,000 716,000 7.16

R1 継続 片品村 里山整備事業 鎌田森林を守る会
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

210,000 210,000 完了 263,000 263,000 2.63

R1 継続 片品村 里山整備事業 摺渕組
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

239,000 239,000 完了 299,000 299,000 2.99

R1 継続 片品村 里山整備事業 御座入組
地域の団体による獣害防止、安全・安心な
生活環境の保全を目的とした森林の管理。

135,000 135,000 完了 169,000 169,000 1.69

R1 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。

175,000 175,000 完了 219,000 219,000 2.19

R1 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。

184,000 184,000 完了 230,000 230,000 2.30

R1 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。

91,000 91,000 完了 114,000 114,000 1.14
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

廃止

備考年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

計画採択

区分

実績 繰越

R1 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森
林・竹林の管理。

75,000 75,000 完了 94,000 94,000 0.94

R1 継続 昭和村 森下森林管理事業 森下中組区
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 50,000 50,000 0.50

R1 継続 昭和村 入原森林管理事業 入原区
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 50,000 50,000 0.50

R1 継続 昭和村 中内出森林管理事業 中内出区
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 50,000 50,000 0.50

R1 継続 みなかみ町 下牧地区里山管理事業 下牧四ｶ村用水周辺整備委員会
地域の団体による周辺住民の安全対策を
目的とした森林・竹林の管理。

672,800 672,000 完了 841,000 841,000 8.41

R1 継続 みなかみ町 みなかみ町里山管理事業
NPO法人
利根川源流森林整備隊

地域の団体による景観保全、獣害対策を
目的とした森林・竹林の管理。

461,600 461,000 完了 41,021 41,000 4.14

R1 継続 みなかみ町 浅地地区里山管理事業 浅地区
地域の自治会による景観保全、近隣住民
の安全対策を目的とした森林・竹林の管
理。

316,800 316,000 完了 396,000 396,000 3.96

R1 継続 みなかみ町 小和知地区里山管理事業 小和知区
地域の自治会による景観保全、近隣住民
の安全対策を目的とした森林・竹林の管
理。

103,200 103,000 完了 128,902 128,000 1.29

R1 継続 みなかみ町 真政地区里山管理事業 真政八幡保存会
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした竹林の管理。

21,600 21,000 完了 20,180 20,000 0.27

R1 継続 みなかみ町 須川・笠原地区里山管理事業 須川・笠原里山整備保存会
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした竹林の管理。

132,800 132,000 完了 163,521 162,000 1.66

R1 継続 みなかみ町 今宿地区里山管理事業 今宿隣保班
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした森林・竹林の管理。

126,400 126,000 完了 0 0 1.58

R1 継続 みなかみ町 上原地区里山管理事業 布施上原隣保班
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした竹林の管理。

27,200 27,000 完了 38,526 34,000 0.34

R1 継続 みなかみ町 師地区里山管理事業 師地区保全会
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした森林の管理。

27,200 27,000 完了 21,268 21,000 0.34

R1 継続 みなかみ町 真沢地区里山管理事業 ＮＰＯ里山環境さなざわ
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした森林・竹林の管理。

80,000 80,000 完了 0 0 1.00

R1 継続 みなかみ町 久々戸地区里山管理事業 リンカーズ
地域の団体による景観保全、近隣住民の
安全対策を目的とした竹林の管理。

25,600 25,000 完了 29,158 29,000 0.32

R1 継続 明和町 斗合田オオタカの森竹林整備事業 斗合田オオタカの森を楽しむ会
地域の団体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。

112,000 86,000 完了 90,000 86,000 1.08

29,327,064 23,167,000 34,919,967 29,048,000 293.14 0 0 773,893 258,000合計
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事業名 富士見町皆沢自治会憩いの森管理事業

事業実施主体 富士見町皆沢自治会 市町村名 前橋市

事業成果 皆が親しめる里山としての保全管理を行った

整備面積 1.32ha 事業費（補助金） 232,863円 （166,000円）

事業名 金剛寺跡周辺森林管理事業

事業実施主体 南下自治会 市町村名 吉岡町

事業成果 地域住民のコミュニケーションや憩いの場として利用されている

整備面積 0.34ha 事業費（補助金） 38,169円 （34,000円）

実施状況

着工前

完成

着工前 完成
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

区分 区分
市町村数 市町村数
採択箇所数 廃止等の箇所数
　事業費（円） 　事業費（円）
　県民基金（円） 　県民基金（円）

区分 区分
市町村数 市町村数
実施箇所数 繰越箇所数
《決算額》 《繰越額》
　事業費（円） 　事業費（円）
　県民基金（円） 　県民基金（円）

【成果】

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・資材購入）実施報告

荒廃した里山・平地林の整備
苗木・資材購入

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

7 1
15 2

4,226,618 199,485
4,221,000 195,000

廃止等の主な理由 雑草の繁茂が著しく、植栽を持ち越すため。

【事業の実施状況】 【繰越状況】

【課題・方向性】

合計 合計
7
13

4,046,987
4,001,000

・　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。
・　本事業により整備された箇所で植栽が実施された。

・　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行う。

【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】

・　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。
・　植栽苗木の樹種の範囲を広げて欲しい。

【平成２８年度の実績】 １５０千円【平成３０年度繰越の実績】

・ 実施面積 ０．６３ｈａ （ １市町村 ２箇所 ）

【令和元年度の実績】 ４,0０１千円

・ 実施面積 １３．３８ｈａ （ ７市町村 １３箇所 ）３
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新規 備考

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
（ha）

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

H30
繰越

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。

120,528 120,000 完了 120,528 120,000 0.43

H30
繰越

継続 下仁田町 下町（伊勢山）森林整備 下町区自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

30,132 30,000 完了 30,132 30,000 0.20

150,660 150,000 150,660 150,000 0.63

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)

R1 継続 高崎市
H28（繰越）竹林整備事業
(植栽)

中里見３区
地域の団体による森林の公益的機能の回復を
目的とした植栽のための苗木購入。

60,000 60,000 61,178 60,000 0.20

R1 継続 高崎市 H29竹林整備事業(植栽)  （一財）日本熊森協会群馬県支部
地域の団体による全伐した竹林跡地のうち天
然更新が期待できない箇所への植栽のための
苗木購入

54,000 54,000 89,598 54,000 0.18

R1 継続 藤岡市 法久森林保全事業 法久自治会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

18,000 18,000 12,188 12,000 0.04

R1 継続 安中市
土塩１区地区（北村）森林整
備事業（苗木）

土塩１区緑の環境を守る会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入

123,000 123,000 123,000 123,000 0.41

R1 継続 神流町 万場地区役場裏植栽事業 神ふうせん
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

81,000 81,000 81,000 81,000 0.27

R1 継続 神流町 船子竹林植栽事業 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。

102,000 102,000 102,300 102,000 0.34

R1 継続 神流町
船子地区森林竹林植栽事
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。

12,000 12,000 9,900 6,000 0.02

R1 継続 下仁田町 土谷沢（ウロノ平）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、景観維持を目的とした森林管理。

28,133 27,000 31,823 27,000 0.09

R1 継続 下仁田町 東野牧（日陰）森林整備 東野牧区自治会
地域の自治会による自然災害、有害鳥獣対
策、景観維持を目的とした森林管理。

66,495 63,000 廃止 66,495 63,000

R1 継続 下仁田町 中小坂（寺附）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、景観維持を目的とした森林管理。

132,990 132,000 廃止 132,990 132,000

R1 継続 高山村 尻高地区竹林整備事業 高山村尻高１工区
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

189,000 189,000 189,000 189,000 0.63

R1 継続 高山村 中山地区竹林整備事業 高山村中山１工区
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

90,000 90,000 90,000 90,000 0.30

R1 継続 高山村
高山村尻高地区竹林整備
事業

高山村１工区
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

906,000 906,000 906,000 906,000 3.02

R1 継続 高山村
高山村尻高地区竹林整備
事業

高山村６工区 2,124,000 2,124,000 2,124,000 2,124,000 7.08

R1 継続 片品村 里山整備事業 鎌田森林を守る会
本事業により全伐した跡地への植栽苗木の購
入。

240,000 240,000 227,000 227,000 0.80

4,226,618 4,221,000 4,046,987 4,001,000 13.38 0 0 199,485 195,000

荒廃した里山・平地林の整備　【苗木】　事業一覧

年度 市町村名 事業名 事業実施者 事業概要

繰越額

区分

実績 繰越

繰越 廃止

備考

合計

廃止

平成30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
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事業名 H29竹林整備事業(植栽)

事業実施主体
（一財）日本熊森協会
群馬県支部

市町村名 高崎市

事業成果 地域の団体による全伐した竹林跡地のうち天然更新が期待できない箇所に植栽

整備面積 0.18ha 事業費（県民税） 89,598円 （54,000円）

事業名 土塩１区地区（北村）森林整備事業（苗木）

事業実施主体 土塩１区緑の環境を守る会 市町村名 安中市

事業成果 本事業により全伐した跡地への植栽

整備面積 0.41ha 事業費（県民税） 123,000円 （123,000円）

実施状況植栽木

植栽後

植栽前 完成
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止等】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
台数
事業費
うち県民基金
※台数は、刈払機と粉砕機を合わせた台数

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
台数
《決算額》
　事業費
　県民基金
※台数は、刈払機と粉砕機を合わせた台数

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

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
（ただし上限、刈払機50千円／台、粉砕機2,800千円／台、チェーンソー100千円／台、動力ウインチ
300千円／台とする）

5

事 業 の 目 的
市町村が刈払機、粉砕機、チェーンソー、動力ウンチを購入・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

4,219,310
2,981,000

合計
3

・　粉砕機の維持管理に係る経費（特に刃）を支援してほしい。

4,285,759
2,975,000

・　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。

・　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 １台 刈払機 ４台 （ ３市町村 ）

【令和元年度の実績】 ２，９７５千円
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

粉砕機 刈払機
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R1 新規 上野村 上野村里山景観整備事業
上野村

（振興課）

人家、道路、農耕地周辺の過密化した森林の整備を行
い、獣害の防止及び里山景観美化を推進するための刈払
機の購入

175,275 131,000 175,275 131,000 3

R1 新規 川場村 川場村粉砕機整備事業
川場村（む

らづくり振興
課）

竹林伐採後、竹を粉砕し環境美化に資する 3,977,035 2,800,000 4,050,684 2,800,000 1

R1 新規 明和町 明和町刈払機購入事業
明和町

（住民環境
課）

間接補助事業者が効率的に整備や管理を行えるように貸
与するための刈払機の購入

67,000 50,000 59,800 44,000 1

4,219,310 2,981,000 4,285,759 2,975,000 1 4

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
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事業名 川場村粉砕機整備事業

事業実施主体 川場村 市町村名 川場村

事業成果 伐採後、竹を粉砕することで環境美化が図られた。

導入台数 粉砕機　１台 事業費（県民税） 4,050,685円 （2,800,000円）

事業名 明和町刈払機購入事業

事業実施主体 明和町 市町村名 明和町

事業成果 効率的に整備や管理が行えた

導入台数 刈払機　１台 事業費（県民税） 59,800円 （44,000円）

粉砕機

刈払機
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【◆事業概要◆】
事 業 区 分
細 区 分

【事業の採択状況】 【事業の廃止】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
採択箇所数
事業費
うち県民基金

【事業の実施状況】 【繰越状況】
区分 区分 合計 1次 2次

市町村数
実施箇所数
《決算額》
　事業費
　県民基金

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

3,780,000
3,306,000

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
8
18

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
8

・　獣害から希少種を保全するための防護柵の設置などを行っていきたい。
・　湿地の乾燥化など早急に取り組む必要がある。

4,000,195
3,077,000

・　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。

・　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。

・　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】

18

・ 取組件数 １８事業 （ ８市町村 ）

・ 対象となる貴重種 動物１１種 ミヤマシジミ、ヤリタナゴほか 植物２７種 アサザ、カッコソウほか

【令和元年度の実績】 ３,０７７千円
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新規

継続
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)
事業費

(円）
県補助金

（円)

R1 継続 前橋市 活動支援 甦らせよう覚満淵の希少植物 赤城山の自然保護活動推進協議会
覚満淵に生息する絶滅危惧種の「イトイヌノハナヒゲ（IA）」等の生育環境保護のための整備、及び保護に関す
る啓発活動。

250,000 250,000 完了 254,372 250,000

R1 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 絶滅危惧種の「クロメダカ（IA）」を保護・保全するため、地域の児童・保護者などの観察会や保護・保全活動。 30,000 30,000 完了 30,000 30,000

R1 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
絶滅危惧種の「前橋メダカ（クロメダカ）（IA）」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

R1 継続 高崎市 活動支援 ミヤマシジミ保全活動
高崎市
（倉渕公民館）

絶滅危惧種「ミヤマシジミ（Ⅰ）」の生息地における食草の生育環境整備による種の保存。 200,000 200,000 完了 202,918 200,000

R1 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「オオヨシゴイ（ⅠA）」等の野鳥や、「ニホンアカガエル（Ⅱ）」等の絶滅危惧生物の生息
環境の保全。

250,000 250,000 完了 260,000 250,000

R1 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 絶滅危惧種「アサザ（ⅠA）」「キタミソウ（ⅠB）」等保護のための外来種駆除、調査活動及び自然観察会。 250,000 250,000 完了 250,272 250,000

R1 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
地域の自治会による絶滅危惧種「キンラン（ⅠB）」、「ギンラン（ⅠB）」生育地の管理、盗掘防止等のための周辺
パトロール等。

147,000 147,000 完了 147,048 147,000

R1 継続 伊勢崎市 活動支援 三和町堤区内キタミソウ生息地管理事業 三和町堤区 地域の自治会による絶滅危惧種「キタミソウ（ⅠB）」保護のための除草等の管理、調査活動及び自然観察会。 89,000 89,000 完了 95,390 89,000

R1 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）

館林市による絶滅危惧種「マツカサススキ（ⅠB）」「ノテンツキ（Ⅱ）」、等の生育環境の保護・保全。 250,000 250,000 完了 715,000 250,000

R1 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）
館林市による湿原に自生する絶滅危惧種「オニバス（ⅠA）」「タコノアシ（ⅠB）」等の生育環境の保護・保全を図
る。

724,000 250,000 完了 682,000 250,000

R1 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
児童を対象に、川の水源である森林の大切さを伝えると共に、旧笹川に生息する「ヤリタナゴ（ⅠA）」の生息地
周辺の保全活動を行う。

200,000 200,000 完了 200,528 200,000

R1 新規 藤岡市 活動支援 かんな川水辺の楽校環境教育事業 かんな川水辺の楽校運営協議会
観察会を通じた地域住民の自然保護意識の向上及び、神流川に生息する「ギバチ（Ⅱ）」の生息地周辺の保全
活動を行う。

160,000 160,000 完了 55,221 55,000

R1 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
地域の団体による絶滅危惧種「カッコソウ（ⅠA）」生育地の環境整備（刈り払い・防護柵設置等）を行い種の保
存を図る。

250,000 250,000 完了 250,586 250,000

R1 継続 長野原町 活動支援 長野原町貴重種保全事業 浅間園ガイドの会 浅間高原に生息する絶滅危惧種「オニヒョウタンボク（Ⅱ）」「ミヤマウズラ（ⅠB）」等の保護・保全活動を行う。 250,000 250,000 完了 209,530 209,000

R1 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸山希少植物保護活動
（レンゲツツジ保存会）支援事業

湯の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）」「アツモリソウ（ⅠA類）」等の保護を目的とした生育
環境整備。

50,000 50,000 完了 46,000 46,000

R1 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」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）」等の保護活動。

130,000 130,000 完了 130,000 130,000

R1 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 絶滅危惧種の「クリンソウ（ⅠB類）」保護のための生息地保全活動。 170,000 170,000 完了 130,288 130,000

R1 継続 嬬恋村 活動支援
湯ノ丸希少植物保護活動
（山路の会）支援事業

山路の会
湯ノ丸山の山頂付近に生息する絶滅危惧種「コウリンカ（Ⅱ類）」等の保護のため、ササ刈り払いやロープ張り等
の生息地の保全・整備。

130,000 130,000 完了 91,042 91,000

3,780,000 3,306,000 4,000,195 3,077,000

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
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事業名 甦らせよう覚満淵の希少植物

事業実施主体 赤城山の自然保護活動推進協議会 市町村名 前橋市

事業成果 生息地周辺の刈り払い等により良好な生息環境の整備を行った。

希少種
イトイヌノハナヒゲ（絶滅危

惧ⅠＡ類）
事業費（補助金） 254,372円 （250,000円）

事業名 鳴沢湖周辺環境保護・保全及び啓発活動事業

事業実施主体
NPO法人
みさと鳴沢ドリームチーム

市町村名 高崎市

事業成果 刈り払いや植栽により良好な自然環境が確保された。

希少種
「オオヨシゴイ（ⅠA）」

「ニホンアカガエル（Ⅱ）」
事業費（補助金） 260,000円 （250,000円）

活動状況
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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）】

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3,000千円（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
20 2
48 2

28,477,982 529,000
22,540,000 249,000

・　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。
・　親子で森林内の様々な生物の生活に触れることができた。

廃止等の主な理由
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う
事業の中止等

合計
20
46

24,511,664
20,148,684

・２０市町村、４６事業により延べ１２，４２８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。

・　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。
・森林と親しむ事業展開を推進し、森林への理解の裾野を広げる。

・　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 ４６事業 参加人数 １２，４２８人

【令和元年度の実績】 ２０，１４９千円
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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)

R1 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。 3,600,000 3,600,000 完了 4,050,000 4,050,000 2,046
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

R1 継続 板倉町 森林環境教育 自然体験教室 板倉町立板倉中学校 中学生を対象とした赤城山（覚満淵周辺等）での自然観察会及び野外体験活動。 1,369,000 300,000 完了 1,097,431 300,000 113
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

R1 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（邑楽中学校） 邑楽町立邑楽中学校
中学生を対象とした自然観察及び野外体験活動を通じた森林の持つ役割や森林保全
に対する学習と意識の醸成。

902,000 300,000 完了 978,068 300,000 144
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

R1 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（邑楽南中学校） 邑楽町立邑楽南中学校
中学生を対象とした自然観察及び野外体験活動を通じた森林の持つ役割や森林保全
に対する学習と意識の醸成。

540,000 300,000 完了 402,396 300,000 71
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

R1 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（教育管理課） 大泉町内中学校を対象とした赤城覚満淵周辺の自然観察及び野外体験活動。 1,740,000 900,000 完了 1,536,500 900,000 312
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

（コーディネーター対応業務） 8,151,000 5,400,000 8,064,395 5,850,000 2,686
ｺｰディﾞ
ﾈｰﾀ対応
業務

R1 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。

7,172,000 7,172,000 完了 6,203,000 6,203,000 3,772

R1 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 児童を対象とした間伐体験、木工工作体験及びきのこ栽培を通じた森林環境教育。 200,000 200,000 完了 221,763 200,000 105

R1 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 児童を対象とした間伐体験、木工工作体験及びきのこ栽培を通じた森林環境教育。 300,000 300,000 完了 300,000 300,000 15

R1 新規 安中市 森林環境教育 秋間小学校森林環境教育事業 安中市立秋間小学校
森林に関する興味を育て、将来森林に携わる人材を増やすことを目的に、児童を対象
にした地域の森林（里山）を題材とする環境教育。

300,000 300,000 完了 302,000 300,000 160

R1 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
村内の２つの小学校の第５学年を対象とした、赤城山でのネイチャーゲームなどの自
然体験活動による森林環境教育。

670,000 600,000 完了 436,620 393,000 129

R1 継続 邑楽町 森林環境教育 自然体験活動支援事業（高島小学校） 邑楽町立高島小学校
小学生を対象とした植樹体験や自然観察を通じた、森林や生態系の学習及び、自然
環境への興味関心の醸成。

200,000 200,000 完了 200,000 200,000 22

8,842,000 8,772,000 7,663,383 7,596,000 4,203

（小中学校又は市町村教育委員会が実
施主体である事業）

16,993,000 14,172,000 15,727,778 13,446,000 6,889

R1 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・生徒を対象とした下刈り等の森づくりを通じた森林環境教育。 300,000 300,000 完了 300,220 300,000 44

R1 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 573,500 300,000 616

R1 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

幼児を対象とし、森のようちえんの考え方を取り入れ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 306,062 300,000 445

R1 継続 前橋市 森林環境教育
ホタル祭りや牛池川、元北川等で森と水
辺を学ぼう

牛池川の豊かな思い出を育む会
地域の団体による地域住民や親子を対象にした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。

50,000 50,000 完了 50,000 50,000 715

R1 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、自然と親しむことによ
り子供達の健全な心の成長を育む。

98,000 88,000 完了 91,040 88,000 29

R1 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森林体験、木工クラ
フトを通じた森林環境教育。

525,000 525,000 完了 436,812 436,000 93

R1 継続 高崎市 森林環境教育 観音山山桜観察会 O.C.B会 高崎市民等を対象としたヤマザクラの観察会を通じた里山への興味関心の醸成。 300,000 300,000 完了 408,501 300,000 37

R1 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、自然観察会等を通じた森林環境教
育。

100,000 100,000 完了 60,275 60,000 25

R1 継続 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、里山整備体験・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 300,054 300,000 317

R1 継続 桐生市 森林環境教育 親子森林環境教育事業
桐生市
（桐生自然観察の森）

自然観察の森で、年間を通じた生き物の観察や自然体験から多様な森林環境を学
ぶ。

192,000 192,000 完了 155,542 155,000 184

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 繰越 廃止

備考

小計

小計

計
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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)

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 繰越 廃止

備考

R1 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）

自然観察の森内の生物調査を通じた森林環境教育。 141,000 141,000 完了 100,694 100,000 91

R1 新規 桐生市 森林環境教育 里山保全事業
桐生市
（桐生自然観察の森）

ニホンジカの食害による植生の衰退に対して、効果的な対策を検討、実施しながら植
生の復元を図りつつ、森林の多様性を学ぶ。

501,000 501,000 完了 369,426 369,000 13

R1 継続 伊勢崎市 森林環境教育 八寸権現山森林環境教育事業 八寸の会
整備実施箇所の管理を行いつつ、一般市民・児童・生徒を対象として森林に対する理
解と保護意識を深める森林環境教育。

45,000 45,000 完了 45,000 45,000 39

R1 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
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の理解を深
める森林環境教育。

250,000 247,000 完了 241,354 237,000 561

R1 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
市内の寺社林（平地林）の調査及び、一般市民や児童・生徒等を対象とした森林の保
護意識醸成のための自然観察会。

82,200 82,000 完了 82,200 82,000 60

R1 継続 館林市 森林環境教育 多々良アカマツ植樹体験事業  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による保安林の継承及び講話を通じた森林環
境教育。

120,000 70,000 完了 73,726 42,000 35

R1 新規 館林市 森林環境教育 森林浴と自然観察会
館林市
（緑のまち推進課）

地域住民を対象とした自然観察会を通じて森林や身近な緑の大切さや、地域の緑化
意識の向上を目的とた森林環境教育。

50,000 43,000 完了 24,435 19,000 15

R1 新規 館林市 森林環境教育 森林体験教室
館林市
（緑のまち推進課）

地域の小学生を対象としたツリーイングやネイチャーゲーム等の自然体験を通じた森
林環境教育。

234,000 227,000 完了 147,919 138,000 12

R1 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）

緑や樹木に触れ、森林についての大切さを学ぶことで、身近な緑の良さを認識しても
らい、緑化意識の向上を図る。

29,000 29,000 廃止 29,000 29,000

R1 継続 館林市 森林環境教育 足尾フィールドワーク
館林市教育委員会
（学校教育課）

市内の小学生を対象とした渡良瀬川の水源である足尾山地の環境問題や森林を育て
る大切さを、植樹体験等を通じて学習する。

182,000 148,000 完了 169,616 136,000 25

R1 継続 館林市 森林環境教育
向井千秋記念子ども科学館教育普及事
業

館林市教育委員会
（向井千秋記念子ども科学館）

小学生や高校生を対象として地域特有の自然や生物の観察等を通して、森林の機能
や生態系等の学習と地域の自然環境等への興味関心の醸成。

134,000 134,000 完了 92,000 92,000 457

R1 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
体験を通した森林の役割の学習。

43,000 43,000 完了 43,050 43,000 120

R1 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 45

R1 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

薪ストーブ愛用者を対象に間伐体験、チェーンソー講習会を通じて森林環境教育を行
う。

300,000 300,000 完了 386,000 300,000 77

R1 新規 富岡市 普及啓発 富岡市県民税ＰＲ事業 富岡市（農政課）
地域の団体による獣害対策、景観維持、安全・安心な生活環境づくりを目的とした竹
林管理。

150,000 150,000 完了 99,684 99,684 800

R1 新規 安中市 森林環境教育 秋間梅林森林環境教育事業 秋間梅林観光協会 市内親子を対象とした体験型学習を通じた森林の機能・保護の重要性の学習。 300,000 300,000 完了 301,500 300,000 44

R1 新規 みどり市 森林環境教育 林業体験事業  みどり市（農林課） 県内の小学生（親子）を対象とした、間伐及び木工の体験を通じた森林環境教育。 530,000 300,000 完了 502,836 300,000 56

R1 新規 上野村 普及啓発 フォレスターズチャレンジ2020in上野村  上野村（振興課）
上野村における森林・林業に関する取組を広くＰＲするとともに、他地域の取組につい
ても併せて意見交換をし知見を深めることで、地域の森林・林業が抱える課題の解決
に向けた取り組みを推進し、地域振興に資する

1,570,000 1,000,000 完了 198,497 198,000 40

R1 継続 草津町 森林環境教育 「草津・白根冬の自然学校」冬の森林体験ツアー  （一財）自然公園財団草津支部
県内の子どもを対象とした冬の森をフィールドとした野外体験活動を通じた森林環境
教育。

200,000 200,000 完了 344,000 300,000 144

R1 継続 川場村 森林環境教育 健康村里山自然学校森林境教育支援事業  川場村（むらづくり振興課）
自然学校が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。

299,862 299,000 完了 299,862 299,000 32

R1 継続 川場村 森林環境教育 学校林の手入れ支援事業  川場村（むらづくり振興課）
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。

150,120 150,000 完了 150,120 150,000 146

R1 継続 明和町 森林環境教育 子ども野外活動  明和町（生涯学習課） 町内の児童を対象にした赤城山における自然観察会を通じた森林環境教育。 500,000 220,000 廃止 500,000 220,000

R1 継続 明和町 森林環境教育 森林・野草観察教室  明和町（生涯学習課） 住民を対象にした赤城山における自然観察会を通じた森林環境教育。 71,800 50,000 完了 47,522 37,000 24

R1 新規 明和町 普及啓発 子ども野外活動  明和町（生涯学習課） 住民を対象にした赤城山における自然観察会を通じた森林環境教育。 489,000 150,000 完了 365,917 150,000 30

R1 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 小学生を対象とした茶臼山（那須）登山や野外活動を通じた森林の学習。 1,624,000 300,000 完了 1,338,552 300,000 96
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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)

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 繰越 廃止

備考

R1 継続 千代田町 森林環境教育 森林体験ツアー 千代田町 町民を対象とした赤城大沼周辺での森林体験を通じた森林環境教育。 230,000 230,000 完了 152,290 152,000 24

R1 新規 邑楽町 森林環境教育 自然観察教室支援事業（長柄公民館）  邑楽町教育委員会（生涯学習課）
市民を対象とした自然観察を通じた森林や生態系の学習と、自然環境への興味関心
の醸成。

254,000 254,000 完了 225,680 225,000 48

11,484,982 8,368,000 8,783,886 6,702,684 5,539

28,477,982 22,540,000 24,511,664 20,148,684 12,428 529,000 249,000合計

計
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事業名 自然体験教室

事業実施主体 板倉町 市町村名 板倉町

事業成果
赤城山（覚満淵周辺等）での自然観察会及び野外体験活動を通して、自然と触れ合うことで森林の大切さ
などを喚起することができた。

参加人数 １１３名 事業費（補助金） 1,097,431円 （300,000円）

事業名 富岡市県民税ＰＲ事業

事業実施主体 富岡市 市町村名 富岡市

事業成果 森林環境への理解と生物多様性について学び深めた。

参加人数 800名 事業費（補助金） 99,684円 （99,684円）

森林環境教育

普及・啓発

55
53



【◆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

【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）

1

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
1
1

20,000,000
10,000,000

合計 合計

1

20,000,000
10,000,000

・　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 １２．９０ｈａ （１市町村 １箇所）

【令和元年度の実績】 １０，０００千円
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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)
面積
(ha)

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R1 新規 川場村 森林の公有林化
川場村水源地域森林公有林化
事業 川場村

一級河川薄根川の上流の森林を公有林化し、利根川上流域の水源の機能
向上を図る。

20,000,000 10,000,000 完了 20,000,000 10,000,000 12.90

20,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 12.90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。

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 繰越 廃止

備考

※2
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事業名 川場村水源地域森林公有林化事業

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 １２９,０００㎡ 事業費（補助金） 20,000,000円 （10,000,000円）

事業名

事業実施主体 市町村名

事業成果

購入面積 事業費（補助金）

購入場所

川場村大字川場湯原字川場谷地
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【■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）】

（1,050,000円）

１／２以内

独自提案事業　実施報告（１／１０）

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
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 1.02ha
事業費

（補助金）
2,375,719円

作業後
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 671,000

うち県民基金 335,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　引き続き、被害状況を注視し、対応していきたい。

・　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】

・　次年度以降も駆除を継続していきたい。

事業成果 被害拡大の防止に寄与している

面積
事業費

（補助金）
638,000円 （319,000円）

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（２／１０）

事 業 名 学校クビアカツヤカミキリ駆除事業 実施主体／市町村 太田市

施工状況
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 2,356,200

うち県民基金 1,178,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　都市公園等の樹木を中心に対策を進めていく。

・　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】

・　次年度以降も継続的に実施していきたい。

事業成果 早急な対応に寄与した。

面積
事業費

（補助金）
2,335,482円 （1,167,000円）

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（３／１０）

事 業 名 都市公園等クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 館林市

作業中
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 450,450

うち県民基金 225,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　被害は拡大している

・　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】

・　次年度以降も継続して駆除に取り組んでいきたい

事業成果 学校施設内の樹木の被害拡大に寄与した

面積
事業費

（補助金）
367,783円 （183,000円）

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

１／２以内

独自提案事業　実施報告（４／１０）

事 業 名 学校施設等クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 館林市

作業中

作業前

作業後
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 2,454,000

うち県民基金 613,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　定期的な管理により良好な状態を維持していく。

・　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】

・　他の地域にも広げていきたい。

事業成果
渋川市内に放置竹林が多くあり、防犯上の阻害や道路への掛かり木等の悪影響が見受けられることから、竹林
を間伐し地域の安全・安心に貢献した。

面積 0.62ha
事業費

（補助金）
2,322,125円 （613,000円）

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

１／２以内

独自提案事業　実施報告（５／１０）

事 業 名 竹林整備事業 実施主体／市町村 渋川市

着工前 完成
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 800,000

うち県民基金 400,000

【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（６／１０）

事 業 名 川場村後山整備事業 実施主体／市町村 川場村

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、森林病害虫被害木の伐倒については「困難地整備事業
／森林」の上限５００千円／ｈａの補助率を基準とする

基 本 方 針
里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
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
川場村の代表的な里山である後山に顕在する病害虫被害木を伐倒し、植林を実施することで、森林環境・景観を
回複させる

・　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】

・　適切な管理を継続したい。

事業成果 　適切な管理の継続により良好な森林景観の形成していきたい

面積 0.80ha
事業費

（補助金）
800,000円 （400,000円）

作業前 作業後
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 1,979,316

うち県民基金 989,000

【実施状況】

【課題・方向性】

【実施状況の評価（評価者：県）】

・　適切な管理のもと、炭焼きを通じた森林への理解を広めていきたい

・　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】

・　多くの利用があるように取り組んでいきたい

事業成果 施設整備ができたので、活発な活用に努め森林への関心を広めていきたい

面積
事業費

（補助金）
1,955,800円 （977,000円）

採 択 の
考 え 方

・森林環境教育の一環として活用する計画に基づく築造のため、今後の利用は確保されている。
・炭の生産、利用については、放射性セシウムに関する留意が必要なため、「加熱調理用の薪及び木炭の当面
の指標値の設定について」の通知に基づく取り扱いに留意すること。

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 炭焼き体験を通じて里山に対する理解を深めるとともに、炭利用推進に資する

１／２以内

独自提案事業　実施報告（７／１０）

事 業 名 川場村炭焼窯整備事業 実施主体／市町村 川場村
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 77,652

うち県民基金 38,000

【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（８／１０）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 明和町

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

・　継続的に管理作業を実施する。

・　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】

・　被害を放置せず、引き続き対応していきたい。

事業成果 被害拡大防止に寄与できる

面積
事業費

（補助金）
79,090円 （38,000円）

作業中
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 1,555,200

うち県民基金 777,000

【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（９／１０）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ対策事業 実施主体／市町村 千代田町

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

・　継続した駆除を実施する必要がある

・　採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

・　、樹幹注入推奨期間内での施工できるよう補助金交付してほしい。

事業成果 樹幹注入の成果は来シーズンまで確認できないため、継続的に経過観察をおこなっていく。

面積
事業費

（補助金）
1,587,600円 （777,000円）

作業中
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【■事業概要■】

補 助 率

【事業の採択状況】 単位：円

事 業 費 500,000

うち県民基金 250,000

【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（１０／１０）

事 業 名 クビアカツヤカミキリ駆除事業 実施主体／市町村 邑楽町

採 択 の
考 え 方

・被害が拡大し続けている状況を踏まえ、基金事業の目的である「豊かな水を育み、災害に強い森林づくり」、「里
山・平地林等の森林環境を改善し、安心・安全な生活環境の創造」に資するもの

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 クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

・　被害が拡大しないように、継続して事業を実施していく。

・　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】

・　被害管理を行い、拡大防止努めたい

事業成果 被害が拡大しないように早急に事業に取り組むことができた。

面積
事業費

（補助金）
486,000円 （243,000円）

作業中

作業前

作業後
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新規

継続
事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

面積
（ha）

事業費
(円）

県補助金
（円)

事業費
(円）

県補助金
（円)

R1 継続 高崎市 里山元気再生事業
高崎市
（農林課）

高崎市による市内の団体が実施する獣害対策を目的とし
た竹林や里山伐採、刈り払い等への活動支援事業。

6,000,000 3,000,000 完了 2,375,719 1,050,000

R1 新規 太田市
学校クビアカツヤカミキリ
駆除事業

太田市
（学校施設
管理課）

クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

671,000 335,000 完了 638,000 319,000

R1 新規 館林市
都市公園等クビアカツヤカ
ミキリ対策事業

館林市
（緑のまち
推進課）

クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

2,356,200 1,178,000 完了 2,335,482 1,167,000

R1 新規 館林市
学校施設等クビアカツヤカ
ミキリ対策事業

館林市
（教育委員
会）

クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

450,450 225,000 完了 367,783 183,000

R1 継続 渋川市 竹林整備事業
渋川市
（農林課）

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の整備。

2,454,000 613,000 完了 2,322,125 613,000 0.62

R1 新規 川場村 川場村後山整備事業
川場村
（むらづくり
振興課）

川場村の代表的な里山である後山に顕在する病害虫被害
木を伐倒し、植林を実施することで、森林環境・景観を回復
させる。

800,000 400,000 完了 800,000 400,000 0.80

R1 新規 川場村 川場村炭焼窯整備事業
川場村
（むらづくり
振興課）

炭焼き体験を通じて里山に対する理解を深めるとともに、
炭利用推進に資することを目的とした炭焼窯及び薪割機
の整備。

1,979,316 989,000 完了 1,955,800 977,000

R1 新規 明和町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

明和町
クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

77,652 38,000 完了 79,090 38,000

R1 新規 千代田町
クビアカツヤカミキリ対策
事業

千代田町
クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

1,555,200 777,000 完了 1,587,600 777,000

R1 新規 邑楽町
クビアカツヤカミキリ駆除
事業

邑楽町（農
業振興課）

クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止のため被害木へ
の薬剤注入を行う

500,000 250,000 完了 486,000 243,000

16,843,818 7,805,000 12,947,599 5,767,000 1.42 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
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令和元年度　市町村提案型事業　市町村別　一覧

○令和元年度　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 17 9,493,000 17 8,737,000 17 8,737,000

2 高 崎 市 2 3,232,000 2 3,230,000 34 8,454,000 32 4,994,000 2 1,908,000 34 8,224,000

3 桐 生 市 4 905,000 4 713,000 4 713,000

4 伊勢崎市 6 860,000 6 850,000 6 850,000

5 太 田 市 3 4,853,000 3 5,797,000 3 5,797,000

6 沼 田 市 18 24,057,000 18 22,617,000 18 22,617,000

7 館 林 市 10 2,554,000 9 2,277,000 1 29,000 9 2,277,000

8 渋 川 市 3 736,000 3 736,000 3 736,000

9 藤 岡 市 22 4,840,000 22 4,572,000 22 4,572,000

10 富 岡 市 9 5,345,000 9 5,677,684 9 5,677,684

11 安 中 市 14 2,139,000 12 1,404,000 2 777,000 12 1,404,000

12 みどり市 5 814,000 5 814,000 5 814,000

13 榛 東 村 2 668,000 2 464,000 2 464,000

14 吉 岡 町 1 27,000 1 34,000 1 34,000

15 上 野 村 8 4,311,000 7 3,035,000 1 450,000 7 3,035,000

16 神 流 町 16 2,348,000 16 2,376,000 16 2,376,000

17 下仁田町 7 4,263,000 7 4,263,000 27 3,838,000 24 3,570,000 3 292,000 31 7,833,000

18 南 牧 村 8 1,006,000 8 1,069,000 8 1,069,000

19 甘 楽 町 9 5,509,000 9 5,839,000 9 5,839,000

20 中之条町 5 6,820,000 5 6,655,000 22 3,746,000 22 3,832,000 27 10,487,000

21 長野原町 4 663,000 3 577,000 1 131,000 3 577,000

22 嬬 恋 村 1 1,830,000 1 1,830,000 9 1,080,000 8 926,000 1 40,000 9 2,756,000

23 草 津 町 1 200,000 1 300,000 1 300,000

24 高 山 村 25 57,164,000 25 66,446,000 25 66,446,000

25 東吾妻町 23 8,822,000 21 5,658,000 2 2,967,000 21 5,658,000

26 片 品 村 11 9,080,000 11 9,193,000 11 9,193,000

27 川 場 村 8 26,388,000 8 27,586,000 8 27,586,000

28 昭 和 村 10 8,905,000 10 9,577,000 10 9,577,000

29 みなかみ町 2 18,115,000 2 11,238,000 21 43,410,000 16 18,122,000 1 1,900,000 4 23,046,000 18 29,360,000

30 玉 村 町 1 837,000 1 837,000 0 0

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

32 明 和 町 6 594,000 5 355,000 1 220,000 5 355,000

33 千代田町 2 1,007,000 2 929,000 2 929,000

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

35 邑 楽 町 5 1,304,000 5 1,268,000 5 1,268,000

県計 17 34,260,000 17 27,216,000 367 247,457,000 347 221,844,684 2 2,350,000 18 30,247,000 364 249,060,684

※「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。

令和元年度内完了

市町村名

平成30年度繰越 令和元年度採択 令和元年度実施状況

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●
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○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）。 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）

区分 細区分 細々区分

森　　林 　補助上限 　280千円/ha

竹林間伐

　補助上限 　700千円/ha
　【加算措置】竹材処分運搬
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限  250千円/ha

竹林全伐

　補助上限 1,000千円/ha
　【加算措置】竹材処分運搬
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限  500千円/ha

苗木購入

(1)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
(2)市町村が実施する苗木等の購入
に要する経費

　補助上限 　300千円/ha (ア)市町村森林整備計画に基づいた高木性樹種の苗木購入であること。
(イ)ぐんま緑の県民基金事業により整備された箇所における植栽である
こと。

(1)間接補助事業者に対する補助金（原
材料費）

(2)原材料費

資材購入

(1)間接補助事業者が実施する獣害
対策資材の購入に対する補助に要
する経費
(2)市町村が実施する獣害対策資材
の購入に要する経費

　補助上限 　300千円/ha (ア)ぐんま緑の県民基金事業により植栽した箇所において、植栽木に食
害等の獣害が懸念される場合に行うものであること。
(イ)植栽面積を上限とし、同一植栽地につき１回の施工であること。

(1)間接補助事業者に対する補助金（原
材料費）

(2)原材料費

管理 －

(1)間接補助事業者が実施または委
託する会議開催、刈払い、集積等
に対する補助に要する経費
(2)市町村が実施する刈払い、集
積、積込み、運搬等に対する補助
に要する経費

　(1) 100千円までの経費にかかる補助
　　　　　補助上限　 100千円/ha
　　　100千円を超える経費にかかる補助
　　　　　補助率      1/2以内
　　　　　補助上限　　 50千円/ha
 
　(2) 補助上限 　 100千円/ha
　　　補助率 　　 1/2以内

ぐんま緑の県民基金事業の実施期間かつ協定期間に行われるものである
こと。

(1)間接補助事業者に対する補助金（需
用費、役務費、使用料及び賃借料、原材
料費、委託費）

(2)工事請負費、委託費

間接補助事業者が実施する会議開
催、刈払い、伐倒（伐竹）、玉切
り、集積等に対する補助に要する
経費

(ア)１事業実施箇所の面積が0.01ha以上であること。
(イ)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。
(ウ)全伐の場合、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算
して２年を経過する日までに植栽が完了できること。
(エ)加算措置の適用は、別途定める様式によって、その内容が承認され
た場合に適用する。

間接補助事業者に対する補助金
（需用費、役務費、使用料及び賃借料、
原材料費、委託費）

荒廃した
里山・平地
林の整備

整備

苗木・資材
購入

事業区分
対象事業費 補助率等 採択要件等 補助対象経費

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）
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区分 細区分 細々区分

森林間伐

　補助上限 　240～720千円/ha
　【補　　正】傾斜・間伐率・難易度
　【加算措置】特殊伐採
　　　　　　　　補助率　　  1/2以内
　　　　　　　　補助上限　  3,000千円

森林全伐

　補助上限 1,200～1,800千円/ha
　【補　　正】傾斜・難易度
　【加算措置】特殊伐採
　　　　　　　　補助率　　  1/2以内
　　　　　　　　補助上限　  3,000千円

竹林間伐

　補助上限 1,700～4,200千円/ha
　【補　　正】傾斜・間伐率・疎密度・難易度
　【加算措置】竹材処分運搬
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限　200～300千円/ha
　　　　　　　特殊伐採
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限　3,000千円

竹林全伐

　補助上限 4,300～7,100千円/ha
　【補　　正】傾斜・疎密度・難易度
　【加算措置】竹材処分運搬
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限　400～600千円/ha
　　　　　　　特殊伐採
　　　　　　　　　補助率　　1/2以内
　　　　　　　　　補助上限　3,000千円

刈払機 　補助率　　　　3/4以内
　補助上限　　 50千円/台

粉砕機 　補助率　　　　3/4以内
　補助上限　2,800千円/台

チェーン
ソー

　補助率　　　　3/4以内
　補助上限　　100千円/台

動力
ウインチ

　補助率　　　　3/4以内
　補助上限　　300千円/台

荒廃した
里山・平地
林の整備

困難地
整備支援

市町村が実施する刈払い、伐倒
（伐竹）、玉切り、集積、積込
み、運搬等に要する経費

(ア)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あること。
(イ)１事業実施箇所の面積が0.01ha以上であること。
(ウ)同一地につき１回の施工であること。
(エ)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。
(オ)全伐の場合、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算
して２年を経過する日までに植栽が完了できること。
(カ)補助上限額にあっては、現地傾斜度や作業内容等による補正を適用
した上で決定する。
(キ)ぐんま緑の県民基金事業の周知効果が見込まれる実施箇所において
は事業看板を設置すること。

工事請負費、委託費

機器の
購入

市町村が実施する機器の購入に要
する経費

(ア)ぐんま緑の県民基金事業に取り組む間接補助事業者に貸与すること
を目的とするものであること。
(イ)市町村が貸与規定を整備し、保守管理するものであること。

備品購入費

事業区分
対象事業費 補助率等 採択要件等 補助対象経費

70



区分 細区分 細々区分

活動支援

１事業当たり補助上限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
補助上限250千円とする）

付帯施設の
整備

　補助率　　　　1/2以内
　補助上限　2,000千円/市町村

森林環境
教育

　補助上限　3,000千円/市町村
　 学校、教育関係団体　補助上限 300千円/団体
　 ＮＰＯ・ボランティア団体等に対する間接補助
　 　　　　　　　　　　補助上限 300千円/団体
　【加算措置】補助上限を超える場合で、学校、
　　　　　　　教育関係団体が実施する事業
　 　　　　　　　　　　補助上限 150千円/団体

(ア)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を実
施するものであること。
(イ)森林環境教育については、森林環境の専門知識を有する講師による
ものであること。
(ウ)「ぐんま緑の県民税」を活用した事業であることを周知すること。

普及啓発

(1)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
(2)市町村が実施する森林の機能や
重要性に係る普及啓発に要する経
費

　
　補助上限　1,000千円/市町村

　　講演会、シンポジウム開催等
　　　　　　　補助上限 1,000千円
　　公有林取得等に伴う名板設置
　　　　　　　補助上限 1,000千円

(ア)森林の機能や重要性に係る普及啓発を目的とする講演会、シンポジ
ウム開催等の事業であること。
(イ)公有林取得等に伴う事業看板の設置に係るものであること。
(ウ)「ぐんま緑の県民税」を活用した事業であることを周知すること。

ふれあい
事業

市町村が実施する森林の機能や重
要性の理解を促進するための森林
等に親しむ体験活動に要する経費

　補助上限　1,000千円/市町村

　　森林等に親しむ体験活動
　　（森の体験会、観察会等）
　　　　　　　補助上限 150千円/事業

(ア)市町村が実施する、森林等に親しむ事業であること。
(イ)「ぐんま緑の県民税」を活用した事業であることを周知すること。
(ウ)ぐんま緑の県民税の周知については、のぼり旗掲揚やパンフレット
配布等を行うものであること。

報償費、旅費、需用費、役務費、委託
料、使用料及び賃借料、原材料費

貴重な自然
環境の保
護・保全

(1)間接補助事業者が実施する「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（以下希少種）の生息・生育環境の保護・
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
(2)市町村が実施する希少種の生息・生育環境
の保護・保全及び地域住民等への啓発活動に要
する経費

(ア)希少種の生息・生育環境の保護・保全活動を対象とするものである
こと。
(イ)事業実施者と土地権利者による事業実施に関する協定を、事業実施
者と市町村による連携事業の場合は土地権利者を含めた３者により事業
実施に関する協定を締結するものであること。
(ウ)ぐんま緑の県民基金事業の実施期間かつ協定期間に行われるもので
あること。
(エ)「付帯施設の整備」は、「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であること。
(オ)地域住民等への啓発活動においては、「ぐんま緑の県民税」を活用
した事業であることを周知すること。

(1)間接補助事業者に対する補助金（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）

(2)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

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

森林環境教
育

・普及啓発

(1)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
(2)市町村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要する
経費

(1)間接補助事業者に対する補助金（報
償費、旅費、需用費、役務費、使用料及
び賃借料、原材料費）

(2)報償費、旅費、需用費、役務費、使
用料及び賃借料、原材料費

普及啓発

事業区分
対象事業費 補助率等 採択要件等 補助対象経費
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区分 細区分 細々区分

水源地域
森林の

公有林化

次の要件を満たす森林を対象とする用地の購入であること。
　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森林管理及び転用禁止を定めた20年間の協定を県と締結すること。
　⑤購入する森林の整備計画等を提出すること。
　⑥ぐんま緑の県民基金事業の周知効果が見込まれる事業看板を設置す
ること。

平地林の
公有林化

次の要件を満たす森林を対象とする用地の購入であること。
　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。
　⑤購入する森林の整備・利活用計画等を提出すること。
　⑥ぐんま緑の県民基金事業の周知効果が見込まれる事業看板を設置す
ること。

　補助率　　　1/2以内 (ア)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。
(イ)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。

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
　補助上限　10,000千円/市町村

公有財産購入費

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

採択要件等 補助対象経費

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

事業区分
対象事業費 補助率等
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○市町村職員を対象とした説明会

第Ⅱ期のスタートにあたって変更点等の周知

○ パンフレットやリーフレット、のぼり旗等の作成

パンフレット等を利用した普及啓発

市町村担当者説明会

制度運営関係●

普及啓発○

子供向けパンフレット

：１０，０００部
ポスター ： １，０００部

パンフレット：１５，０００部

チラシ ：１００，０００部

のぼり旗 ：３４０枚

横断幕 ： ８枚

イベント会場にてＰＲ

広告媒体を利用した普及啓発

○新聞広告

・読売新聞（６月８日）、朝日新聞（６月9日）、

上毛新聞（６月９日）、毎日新聞（６月９日）
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氏名 職業・役職等 参考 任期 備考 第1回 第2回 第3回 第4回

飯 塚 哲 也 高山村副村長 山地代表市町村 H31.4.1～R3.3.31 ○ 欠席

市 川 多 恵 子 森林所有者 森林・林業関係者 H31.4.1～R3.3.31 ○ ○

女 屋 美 由 紀
群馬県生活協同組合連合会
女性協議会会長

消費者団体 H31.4.1～R3.3.31 ○ 欠席

黒 田 ま り 子 川場村議会議員 学識経験者（環境教育）H31.4.1～R3.3.31 ○ ○

小 井 土 登 喜 司 森林所有者 森林・林業関係者 H31.4.1～R3.3.31 欠席 ○

小 山 定 男 館林市副市長 平地代表市町村 H31.4.1～R3.3.31 ○ 欠席

高 草 木 悟 連合群馬副事務局長 納税者(労働団体) H31.4.1～R3.3.31 ○ 欠席

角 田 好 二 群馬ＮＰＯ協議会理事
学識経験者（NPOボ
ランティア活動）

H31.4.1～R3.3.31 ○ ○

西 野 寿 章
高崎経済大学
地域政策学部教授

学識経験者 H31.4.1～R3.3.31 委員長 ○ ○

山 田 忠 雄 太田市商工会議所常議員 納税者(経済団体) H31.4.1～R3.3.31 ○ ○

10 10 10 10

9 － 6 0

ぐんま緑の県民税評価委員会開催状況

令和元年度については、ぐんま緑の県民税評価検証委員会を４回開催しました。開催の状況については次のとおりです。

       ・出席者 委   員：西野委員長ほか７名
県    　：桑原森林環境部長ほか９名
事務局：緑化推進課職員４名

　　　　・主な議事

　　　・主な議事

       ・出席者 委   員：西野委員長ほか５名
県    　：桑原森林環境部長ほか９名
事務局：緑化推進課職員４名

　　　・主な議事

　　　・主な議事

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

書
面
開
催

書
面
開
催

　（２）令和元年度第２回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和元年８月２３日（金）　書面開催

　（１）令和元年度第１回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和元年６月１９日（木）　１３：３０～１５：４５　県庁７階　審議会室

　（３）令和元年度第３回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和元年１１月５日（火）　１０：１０～１１：４５　　桐生森林事務所２階　大会議室

　（４）令和元年度第４回ぐんま緑の県民税評価検証委員会
　　　令和２年３月１９日（木）　書面開催

・平成３０年度ぐんま緑の県民基金事業実績について

・市町村提案型事業の評価について

・令和元年度市町村提案型事業二次採択について

・下層植生の早期回復等を図るための間伐率等の調査・研究について

・平成３０年度事業実施報告書（案）について

評価検証（評価検証委員会）○

・令和元年度ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業採択整理案について

・第２回ぐんま緑の県民税評価検証委員会について

・平成30年度ぐんま緑の県民基金事業実施報告書について

・令和元年度市町村提案型事業追加採択について

・第Ⅰ期事業実施報告書（案）について

・市町村提案型事業の評価について

・令和元年度ぐんま緑の県民基金事業の実施状況について

・市町村提案型事業の評価について（平成２９年度開始箇所、令和元年度評価）

・令和２年度市町村提案型事業（独自提案以外）の採択について

・令和２年度市町村提案型事業（独自提案）の採択について
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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

第Ⅱ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　第Ⅱ期）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８．５億円（個人：約６．８億円　法人：約１．７億円）

※金額は平年度ベース。

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。

令和元年度課税（平成３０年所得分）から 平成３１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／環境森林部森林局森林保全課

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

○税の仕組みに関すること／総務部税務課

℡：０２７－２２６－３７７１ Fax：０２７－２２１－８０９６

○ 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 森林局 森林保全課 緑化推進係

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

E-mail ：gm-zei@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
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○ 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 森林局 森林保全課 緑化推進係

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１

℡：０２７－２２６－３２７８ Fax：０２７－２２３－０４６３

E-mail ：gm-zei@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
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