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令和３年度市町村提案型事業の採択 

（独自提案事業）について 

 

１．計画の提出状況 

 

   １１市町村  １７事業 

 

２．審査結果 

 

  採択整理案： １１市町村  １７事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
市町 

村数 
事業数 

補助金額 

（千円） 
事業量 

独自提案事業 １１ １７ 39,224 
森林整備 3.50ha         

ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ対策 8 事業 

合計 １１ １７ ３９,２２４  

資料６ 
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市町村 事業数 金額
高崎市 1 2,700,000
前橋市 0 0
桐生市 0 0
伊勢崎市 0 0
太田市 1 6,951,000
沼田市 1 748,000
館林市 2 8,171,000
渋川市 1 6,380,000
藤岡市 0 0
富岡市 0 0
安中市 0 0
みどり市 0 0
榛東村 0 0
吉岡町 0 0
上野村 0 0
神流町 0 0
下仁田町 0 0
南牧村 0 0
甘楽町 0 0
中之条町 6 7,795,000
長野原町 0 0
嬬恋村 0 0
草津町 0 0
高山村 0 0
東吾妻町 0 0
片品村 0 0
川場村 0 0
昭和村 0 0
みなかみ町 0 0
明和町 1 590,000
板倉町 1 968,000
千代田町 1 1,618,000
大泉町 1 2,803,000
邑楽町 1 500,000
玉村町 0 0
総計 17 39,224,000

独自提案事業
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独自提案事業

独自提案事業

令和３年度
ぐんま緑の県民基金・市町村提案型事業
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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：渋川市中郷ほか（４地区）
計画面積：竹林２．３７ｈａ
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：１２，７６０、１５２円
県補助金： ６，３８０，０００円
市負担金： ６，３８０，１５２円

独自提案理由：管理団体の設立が困難であるため（理由３）

上中郷 浅田地区 真壁上地区

下小室地区
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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：５，４００、０００円
県補助金：２，７００，０００円
市負担金：２，７００，０００円

１団体あたり３０万円（２０団体予定）

令和元年度の状況

独自提案理由：対象地域が特定されていないため（理由１）
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独自提案事業

事業名：西中之条宮澤森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字西中之条字宮沢地内
計画面積：森林０．23ｈａ
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：２，２８３、０００円
県補助金：１，１４１，０００円
町負担金：１，１４２，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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独自提案事業

事業名：四万温泉山口駐車場付近森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字四万字山口地内
計画面積：森林０．07ｈａ
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：２，２００、０００円
県補助金：１，１００，０００円
町負担金：１，１００，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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独自提案事業

事業名：折田板渡戸森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字折田字板渡戸地内
計画面積：森林０．29ｈａ
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：５，２８０、０００円
県補助金：２，６４０，０００円
町負担金：２，６４０，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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独自提案事業

事業名：折田瀧沢森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字折田字瀧沢地内
計画面積：森林０．13ｈａ
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：１，１００、０００円
県補助金： ５５０，０００円
町負担金： ５５０，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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独自提案事業

事業名：太子森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字太子字太子地内
計画面積：森林０．26ｈａ
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：２，７４９，０００円
県補助金：１，３７４，０００円
町負担金：１，３７５，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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独自提案事業

事業名：入山京塚森林整備事業
事業実施主体：中之条町
事業所在地：中之条町大字入山字京塚地内
計画面積：森林０．１５ｈａ
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：１，９８０，０００円
県補助金： ９９０，０００円
町負担金： ９９０，０００円
次年度以降、地元行政区で管理

独自提案理由：困難地整備支援との費用比較（理由3）
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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：１，４９７、２１０円

県補助金： ７４８，０００円
市負担金： ７４９，２１０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

沼田市内竹粉砕機利用状況

独自提案理由：基金事業以外にも広く活用するため（理由３）
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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：１３，９０２、５７０円
県補助金：６，９５１，０００円
市負担金：６，９５１，５７０円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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：１０，３５９、８００円
県補助金： ５，１７９，０００円
市負担金： ５，１８０，８００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：５、９８４，０００円
県補助金：２，９９２，０００円
市負担金：２，９９２，０００円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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：１，９３７、８７０円
県補助金： ９６８，０００円
町負担金： ９６９，８７０円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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、１８０，０００円
県補助金： ５９０，０００円
町負担金： ５９０，０００円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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：３，２３６、７５０円
県補助金：１，６１８，０００円
町負担金：１，６１８，７５０円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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：５，６０７，２９６円
県補助金：２，８０３，０００円
町負担金：２，８０４，２９６円

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）
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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

独自提案理由：クビアカツヤカミキリの薬剤注入による駆除対策（理由３）

23


