
別記様式４号付表２（第３関係）

　 令和２年度 ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業計画審査結果一覧表（独自提案事業）
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【採択整理案】

1 高-独-1 高崎市 里山元気再生事業
野生鳥獣の隠れ場となっている、竹林・里山林を
整備し、野生鳥獣害の低減を図る。

6,000,000 3,000,000 3,000,000
○上記理由１により採択としたい
市要綱も定めており適切な実施が見込まれる。

2 沼－独－１ 沼田市 竹粉砕機購入事業
市内の荒廃した竹林において、県民基金事業は
もとより、整備に積極的な意欲のある地元住民へ
も貸し出せるようにするため。

4,713,544 2,356,000 2,357,544 ○上記理由３により採択としたい

3 渋-独-1 渋川市
竹林整備事業（八崎地
区）

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

1,780,000 890,000 890,000
○上記理由2により採択としたい
地域の管理団体が確保されていないが、地域の安全の確保や、道路への竹の倒伏から竹
林整備が必要であり、計画内容は県民基金の趣旨と合致している。

4 中－里－２５ 中之条町
折田十二平森林整備
事業

森林の全伐（特殊伐採等） 6,660,500 3,330,000 3,330,500
○上記理由２により採択としたい
観光施設や人家・生活道沿いの森林伐採であり、特殊伐採等による安全に配慮した森林
整備が必要なため、事業実施後の有益性が担保されると判断できると認められるもの。

5 太-独-1 太田市
クビアカツヤカミキリの
防除・駆除事業

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。

8,913,200 4,456,000 4,457,200
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

6 太-独-2 太田市
学校クビアカツヤカミキ
リ駆除事業

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。

604,800 302,000 302,800
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

7 館-独-1 館林市
公共施設クビアカツヤ
カミキリ対策事業

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。

5,574,800 2,787,000 2,787,800
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

8 館-独-2 館林市
クビアカツヤカミキリ被
害木樹幹注入事業

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。

6,864,000 3,432,000 3,432,000
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

9 板-独-1 板倉町
クビアカツヤカミキリ対
策事業

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。

1,127,060 563,000 564,060
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

10 明-独-1 明和町
クビアカツヤカミキリ対
策事業

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。

1,400,000 700,000 700,000
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

11 千-独-1 千代田町
クビアカツヤカミキリ対
策事業

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。

3,168,000 1,584,000 1,584,000
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要がある。

12 大-独-1 大泉町
クビアカツヤカミキリ
対策事業

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。

1,592,254 796,000 796,254
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要があ
る。

13 邑-独-1 邑楽町
クビアカツヤカミキリ
駆除事業

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。

1,000,000 500,000 500,000
○上記理由３により採択としたい
・急速に被害が拡大するため、早期対応により森林への拡散を防止する必要があ
る。

合計 49,398,158 24,696,000 24,702,158

※計画番号については、当初計画番号を記入する。（例：前橋市・里山平地林・優先順位1→前－里－１）

採択・不採択 審査意見県補助金
（円)

市町村負担金
（円）

番号 市町村名 事業名 事業内容 事業費(円）
事業費の内訳

計画番号

【独自提案事業の採択の考え方】
市町村が制度化を図り予算確保した事業で、ぐんま緑の県民税の趣旨に合致するものについては、対象地等が特定されない段階でも独自提案事業として認める。ただし、交付決定は対象地等が特定されてから行うものとし、補助額は各事業毎
の補助上限額以内とする。

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。

市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。

資料７



独自提案事業

事業名：里山元気再生事業
事業実施主体：高崎市
事業所在地：高崎市内
事業内容：竹林の伐採、里山林の下刈り等
目的：野生鳥獣の隠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
設けて、野生鳥獣害の低減を図る。

事業費：６，０００、０００円
県補助金：３，０００，０００円
市負担金：３，０００，０００円

１団体あたり３０万円（２０団体予定）

平成30年度の状況



独自提案事業

事業名：竹粉砕機購入事業
事業実施主体：沼田市
事業内容：竹粉砕機の購入
目的：放置竹林の一層の整備促進を図るた

め、竹粉砕機を整備する。
事業費：４，７１３、５４４円

県補助金：２，３５６，０００円
市負担金：２，３５７，５４４円
基金事業実施箇所のみならず、広く活用す
るため独自提案事業とする

平成30年度沼田市内竹粉砕機利用状況



独自提案事業

事業名：竹林整備事業
事業実施主体：渋川市
事業所在地：渋川市北橘町八崎（滝坂）ほか
計画面積：竹林０．３１ｈａ
事業内容：竹林の間伐
目的：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・安心に資する。

事業費：１，７８０、０００円
県補助金： ８９０，０００円
市負担金： ８９０，０００円



独自提案事業

事業名：折田十二平森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町折田字十二平地内
計画面積：森林０．75ｈａ
事業内容：森林の全伐
目的：日照改善による道路凍結防止
事業費：６，６６０、５００円

県補助金：３，３３０，０００円
町負担金：３，３３０，５００円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリの防除、駆除事業
事業実施主体：太田市
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬
剤注入による駆除
事業費：８，９１３、２００円

県補助金：４，４５６，０００円
市負担金：４，４５７，２００円

事業名：学校クビアカツヤカミキリ防除事業
事業実施主体：太田市
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬
剤注入による駆除
事業費：６０８、８００円

県補助金：３０２，０００円
市負担金：３０２，８００円



独自提案事業

事業名：公共施設クビアカツヤカミキリ対策事業
事業実施主体：館林市
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬剤
注入による駆除
事業費：５，５７４、８００円

県補助金：２，７８７，０００円
市負担金：２，７８７，８００円

事業名：クビアカツヤカミキリ被害木樹幹注入
事業
事業実施主体：館林市
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬
剤注入による駆除
事業費：６、８６４，０００円

県補助金：３，４３２，０００円
市負担金：３，４３２，０００円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリ対策事業
事業実施主体：板倉町
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬剤
注入による駆除
事業費：１，１２７、０６０円

県補助金： ５６３，０００円
町負担金： ５６４，０６０円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリ対策事業
事業実施主体：明和町
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬
剤注入による駆除
事業費：１、４００，０００円

県補助金： ７００，０００円
町負担金： ７００，０００円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリ対策事業
事業実施主体：千代田町
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬剤
注入による駆除
事業費：３，１６８、０００円

県補助金：１，５８４，０００円
町負担金：１，５８４，０００円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリ対策事業
事業実施主体：大泉町
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬
剤注入による駆除

事業費：１、５９２，２５４円
県補助金： ７９６，０００円
町負担金： ７９６，２５４円



独自提案事業

事業名：クビアカツヤカミキリ駆除事業
事業実施主体：邑楽町
事業内容：クビアカツヤカミキリ被害木への薬剤
注入による駆除
事業費：１，０００、０００円

県補助金： ５００，０００円
町負担金： ５００，０００円


