
 
 

 

令和３年度市町村提案型事業の追加採択箇所 

 

１．計画の提出状況 

 

  7 市町村 15 事業 

 

２．通常事業(報告事項) 

 

  採択整理案： 6 市町村  13 事業 

 

３．独自提案型事業(協議事項) 

 

  採択整理案： 1 市町村  2 事業 

 
令和 3 年度ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業 市町村別一覧表 

 

区分 
 市町 

村数 
事業数 

補助金額 

（千円） 
事業量 

荒廃した里山 

・平地林の整備 
4 11 10，456 

森林  2.43 ha 

竹林  1.35 ha 

管理  3.85 ha 

貴重な自然環境 

の保護・保全 
    

森林環境教育 

・普及啓発 
2 2 600  

森林の公有林化     

独自提案事業 1 2 7，455  

合計 7 15 18，511  

資料６ 



別記様式５号（第３関係）

　 令和3年度 ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業　　事業採択整理案（通常事業）

森林 竹林

1 玉-教-１ 玉村町 新規 教育・普及
森林・環境教
育

-
ぐんま緑の県民基金森
林環境教育支援事業

玉村町教育委員会
玉村町の小学生を対象とした体験教育を実施し、森林
環境への理解を深める。

－ － 627,000 300,000 採択 適当と認められる

2 高-里-19 高崎市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

困難地整備支
援

森林間伐
森林全伐

里山林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場と
なっている整備されていない森林の伐採・整備。

0.30 386,000 386,000 採択 適当と認められる

3 高-里-20 高崎市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

困難地整備支
援

森林間伐 里山林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場と
なっている整備されていない森林の伐採・整備。

2.13 1,405,000 1,405,000 採択 適当と認められる

4 高-里-21 高崎市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

困難地整備支
援

竹林全伐 竹林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場と
なっている整備されていない竹林の伐採・整備。

0.12 1,303,200 1,043,000 採択 適当と認められる

5 高-里-22 高崎市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

困難地整備支
援

竹林全伐 竹林整備事業 高崎市
鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場と
なっている整備されていない竹林の伐採・整備。

0.91 7,244,100 5,826,000 採択 適当と認められる

6 安-里-11 安中市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

整備 竹林全伐 後閑城址竹林整備事業
後閑の未来を考える
会

後閑城址公園周辺の竹林整備。 0.10 100,000 100,000 採択 適当と認められる

7 安-里-12 安中市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

機器の購入 粉砕機 安中市竹林整備事業 安中市
地域住民の自主的な竹林管理を促進を図るための貸し
出し用粉砕機購入。

－ － 1,292,500 969,000 採択 適当と認められる

8 安-里-13 安中市 新規
荒廃した里山・
平地林の整備

整備 竹林整備
上人見城址竹林整備事
業②

上人見区 鳥獣害対策を目的とした竹林の整備。 0.22 220,000 220,000 採択 適当と認められる

9 南-教-1 南牧村 新規 教育･普及 森林環境教育 -
森林環境教育及び森林
体験活動

南牧村教育委員会事
務局

地域人材による森林環境教育と森林体験活動（キャリア
教育、伐採現場や山林及び製材所の見学、間伐材を
利用した木工作、植林(栽)体験）を通じ、ふるさと学習を
行う。

－ － 300,000 300,000 採択 適当と認められる

10 片－里－15 片品村 継続
荒廃した里山・
平地林の整備

管理 森林 里山整備事業 上小川組
令和2年度に本事業で整備した森林環境を維持し、安
全・安心な生活環境を守る。

1.55 155,000 155,000 採択 適当と認められる

11 片－里－16 片品村 継続
荒廃した里山・
平地林の整備

管理 森林 里山整備事業 幡谷組
令和2年度に本事業で整備した森林環境を維持し、安
全・安心な生活環境を守る。

2.30 230,000 230,000 採択 適当と認められる

12 明－里－2 明和町 継続
荒廃した里山・
平地林の整備

機器の購入 刈払機
明和町機器購入(刈払
機）事業

明和町
刈払機1台を購入し、間接補助事業者に貸与する仕組
みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うため

－ － 44,000 33,000 採択 適当と認められる

13 明－里－3 明和町 継続
荒廃した里山・
平地林の整備

機器の購入 チェーンソー
明和町機器購入
(チェーンソー）事業

明和町
チェーンソーを2台購入し、間接補助事業者に貸与する
仕組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うた
め

－ － 119,680 89,000 採択 適当と認められる

事業数 合計 13 箇所 6.28 1.35 13,426,480 11,056,000

※事業区分、事業細区分については、別紙２によるものする。

※県補助金は千円止めとする。
※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）

審査結果 審査意見事業名
事業実施者もしくは
活動団体の名称

事業概要
面積

事業費(円） 県補助金事業細々区分番号
計画
番号

市町村
新規
継続

事業区分 事業細区分



荒廃した里山・平地林の整備

【困難地整備支援】

高-里-１９ 里山林整備事業

高-里-２２ 竹林整備事業

高-里-２０ 里山林整備事業

高-里-２１ 竹林整備事業



荒廃した里山・平地林の整備

【整備】

安-里-１１ 後閑城址竹林整備事業

【管理】

片-里-１５ 里山整備事業 片-里-１６ 里山整備事業

安-里-１２ 上人見城址竹林整備事業②


