
単位：千円

項目 事業名 事業概要 交付額 項目 事業名 事業概要 要望額 交付額

基本枠 計 5事業 3,831,000 特別枠 計 4事業 5,227 5,227,000

9事業 9,058,000 （うち協働枠） (3事業) (4,627) (4,724,029)

2事業 1,150,000

2事業 1,599,000

基本枠 計 5事業 2,510,000 特別枠 計 1事業 775 775,000

6事業 3,285,000 （うち協働枠） (1事業) (775) (775,000)

基本枠 計 5事業 1,589,000 特別枠 計 1事業 1,500 1,500,000

6事業 3,089,000 （うち協働枠） (1事業) (1,500) (1,500,000)

基本枠 計 4事業 2,538,000 特別枠 計 5事業 2,322 2,020,000

9事業 4,558,000 （うち協働枠） (2事業) (930) (930,000)

基本枠 計 5事業 1,767,000 特別枠 計 1事業 528 528,000

6事業 2,295,000 （うち協働枠） (1事業) (528) (528,000)

1事業 790,000

基本枠 計 1事業 631,000 特別枠 計 1事業 60 60,000

2事業 691,000 （うち協働枠）

1事業 793,000

基本枠 計 3事業 1,819,000

3事業 1,819,000

3事業 1,010,000

3事業 1,042,000

2事業 923,000

基本配分枠 42事業 21,992,000 特別配分枠 13事業 10,412 10,110,000

村山【14市町】 計 55事業 32,102,000 （うち協働枠） (8事業) (8,360) (8,457,029)

    平成20年度みどり環境交付金事業【個別事業一覧表】
市町
村名

【 基 本 配 分 枠 】 【 特 別 配 分 枠 】

備考

山

形

市

(1)
森林環境・自然環境学習の場の
整備

蔵王第二小学校林における間伐、枝打ち、動植物の観
察、木登り体験などの森林体験学習

(4)
森林資源の利活用の推進(ベンチ
作製)

山形市役所内への地域材を活用したオリジナル木製ベン
チの設置及びPR活動

山形市計

989,066 (1)
森林に親しむ学習会（森林・自然環境学
習支援）

協議会と協働し市有林での小学生や市民を対象
とした間伐・枝打ち実施箇所の見学、森林体験学
習

495 384,330 協働枠 1

(3) 山形市植樹祭
ニュータウン周辺での地域住民、ボランティア等との協働
による広葉樹などの植樹祭の開催

1,063,627
(4)
地域間伐材の利活用促進（ゴミ集積施設
の設置）

地域住民等（小中学校や町内会）との協働による
間伐材ゴミ集積施設の設置

3,150 3,473,311 協働枠 4

(3) 森林景観保全(松くい虫防除)
環境を配慮し｢生分解性シート｣を使用した既存事業対象
区域外での松くい虫被害木伐倒処理

1,105,650
(4)
森林資源の利活用の推進(ペレットストー
ブの導入)

山寺公民館へのペレットストーブの導入及びPR
活動

600 502,971
380,625

(4) 学校教育の技術家庭，図工教材の提供
協議会と協働し市内中学校１５校に学校教材とし
て地域材を提供し、併せて環境学習も実施（４年
計画）

(4)
地域間伐材の利活用促進のため
のシステム化

地域間伐材等の利用拡大を図るためのシステムづくりの
検討

292,032
982 866,388 協働枠 4

寒

河

江

市

(4)
ペレットストーブによる木質バイオ
マス普及推進事業

寒河江市文化センターへのペレットストーブの設置及び
PR活動

652,300

(4) 木質チップ利活用推進事業
平成19年度に伐倒駆除した慈恩寺地区内の松くい虫被
害木のチップ化、住民との公園内への敷均

497,700

寒河江市計

上

山

市

(1) 森林環境学習事業
宮生小の学校林を活用した緑の少年団によるスギ人工
林での作業体験や森林学習

(3) 自然環境の施設整備事業
地域団体と連携した西山及び三吉山周辺の歩道等整備
や赤禿山風致公園での桜の植栽

1,390,000

上山市計

(1) 学習の森林づくり事業
市内国有林での市内全中学生を対象としたスギの植栽体
験、野鳥観察、山野草観察などの森林教室

209,000

樽石自然体験学習事業
樽石ふるさといきものふれあいの里での児童生徒を対象
とした自然環境学習や観察路整備

(1) 緑の少年団育成事業
市内各緑の少年団を対象としたスギの枝打ち体験、山で
の遊び、草木や野鳥観察などの森林学習

644,000

(3) 河島山豊かな森づくり事業
河島山における地元団体と協働した倒木処理
（チップ化し散策路へ敷均し）や、自生する希少植
物の保全活動や観察会

447,000

796,000 775 775,000 協働枠 3

(2) イヌザクラ保全活動事業
北限といわれる大高根地区内にあるイヌザクラを保全す
るための歩道整備

228,000

(3) 松くい虫防除対策事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除 395,000

村山市計

天

童

市

(1) 緑の少年団自然学習

森林環境保全意識の醸成事業

(4) 循環型社会構築の啓発事業

天童市計

村

山

市

(1)

緑の少年団が地域の歴史を学びながら樹名板設置を通し
た森林自然学習

104,000

(3) 天童市絆の森林整備事業

市立第二中学校１～３年生のの技術家庭、美術の授業へ
木工教材を提供

302,000

天童高原ロッジにペレットストーブ１台、展示パネル１基を
設置

500,000

希少野生生物モリアオガエルの生息地である田
麦野地区「稗畑沼」周辺を整備し、その保全と自
然環境学習の場として活用する。【ワークショップ
は基本枠で実施】

1,500 1,500,000 協働枠 3

(3) 天童市絆の森林整備事業
田麦野地区のモリアオガエルの保全についてワークショッ
プを開催（森づくりのあり方や組織づくりの検討）

50,000

(4) 天童市みどり環境フェア
親子青空木工体験や木工クラフト体験コーナー、森林環
境や地球温暖化防止の情報発信

633,000

(4)

東

根

市

(1) 緑の少年団支援事業
緑の少年団による森林環境学習への教材提供、指導者
への安全意識の再確認

(1) 自然環境学習支援事業
東根小、神町小５年生による財産区有林でのきのこ植菌
体験と植林体験学習

東根市計

308,000
(1) 協働による森づくり活動事業

関山愛林公益会との協働による小学生への炭焼
きや枝打ち体験等の環境教育及び緩衝林帯の

(3) 松くい虫防除講習会事業
地域住民を対象とした松くい虫防除講習会、樹幹
注入体験、被害木によるチップ歩道整備338,730

(3) 里山等散策路整備事業

370 370,000 協働枠 1

750 768,683

大木沢ため池周辺の散策路等を地域住民が里
山と触れ合う場として整備

200 189,317

(3) 松くい虫伐倒駆除事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除 1,510,645

(1) 新たな森林空間活用事業

甑岳は地元市民に親しまれている山で、入山者
も増加しているが、登山口への取付道が非常に
迷いやすい状況である。このため、NPO健康さく
らんぼ21・甑岳に登ろう会の協力を得て、案内看
板、標識の設置を行い、市主催・登山会運営の市
制施行50周年記念イベントを実施するなど、多く
の市民に自然へ触れあう機会を提供する。

560 560,000 協働枠 1

(3) 松くい虫被害拡大防止事業
松くい虫被害の拡大予防に取り組む地域団体への樹幹
注入剤の支給

380,625

(4) 県産間伐材利用拡大事業
公園への県産間伐材のベンチ及び標柱の設置
及びPR活動、小学校への木製プランター配布

市内の地域資源を網羅したマップづくりと、そのマップを活
用した地域振興の取り組み

132,000442

学校林や市有林を活用した小中学生または地域住民を
対象とした自然環境学習（林業実習を含む）

(3) 三吉原樹木園協働整備事業
三吉原樹木園協議会（H19公募事業実施団体）と
協働し「天子塚」周辺での地元住民および中学生
を対象とした環境学習と森林整備

75,321

(3)
おばなざわ森林病害虫対策支援
事業

松くい虫被害木の伐倒駆除、または民間団体への樹幹注
入剤等の資材提供など

609,485

425,250

528 528,000 協働枠 3

おばなざわ間伐材利用促進対策
事業

間伐材ゴミステーションの設置 433,944

(3)
おばなざわみどり資源協働開発事
業

森林環境学習の拠点として安全に活動するため地元組
織と協働した遊歩道の補修・改修

223,000

尾花沢市計
山

辺

町

(3) 森林病害虫防除事業

尾

花

沢

市

(1) おばなざわ自然環境学習塾事業

(3) おばなざわみどり資源発掘事業

(4)

既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除 790,000

山辺町計

中

山

町

(3) 森林病害虫防除事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除

中山町計

631,000 (4)
県産間伐材の利活用による森林環境保
全意識醸成事業

豊田小学校１年生の授業（図工）への県産間伐
材木工教材の提供

60 60,000

河

北

町

(3) 森林景観整備事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除 793,000

河北町計

西

川

町

(1) ブナの森づくりと緑の教室
都市部と地元の子どもとの協働によるブナの森づくりと森
林環境学習

0

(1) 緑の少年団育成事業
西山小緑の少年団による雑木林の間伐、間伐木を使用し
たきのこの植菌、その他環境学習

84,798

(3) もみじの森づくり事業 都市部と地元住民との協働によるもみじ苗の植栽 1,004,700

(4) 山林有効活用研究事業
西山杉間伐材の利用など山林や木材の利活用方法につ
いてのワークショップ開催、パンフレット作成

729,502

西川町計

朝

日

町

(1) 環境学習推進事業
小学校（宮宿、大谷、西五百川）の裏山を活用した環境学
習

285,500

(3) 松くい虫被害木伐倒駆除事業
昨年度から継続した和合地区における松くい虫被害木の
伐倒駆除

262,500

(4)
森林資源利活用推進事業（ペレッ
トストーブの導入）

交流の館（仮称、H20整備予定）へのペレットストーブの導
入及びパンフレット配布

462,000

朝日町計

大

江

町

(1) 森づくり体験学習支援事業
大江町緑の少年団によるスギ人工林での下刈り、枝打
ち、間伐などの森づくり体験学習

358,230

(4) 木材利活用推進事業
ふれあい会館広場への県産木材を使用した木製テーブ
ル、木製ベンチの設置及びPR活動

126,165

(4) 木質バイオマス利用推進事業
梁川温泉健康増進交流センターへのペレットストーブ及び
PRパネルの設置

557,605

大江町計

大

石

田

町

(2) 希少野生生物生息地保全事業
川前地区におけるギフチョウの生息域保全のための地区
民による下刈りや枝打ち作業

226,000

(3) 虹ヶ丘周辺景観保全事業
虹ヶ丘公園周辺の景観を重視した枝打ちや下刈り活動、
間伐残材によるチップ歩道整備

697,000

大石田町計

村

山



基本枠 計 2事業 1,428,000 特別枠 計 4事業 1,534 1,534,000

6事業 2,962,000 （うち協働枠） (3事業) (1,147) (1,105,499)

基本枠 計 3事業 1,809,000 特別枠 計 1事業 200 200,000

4事業 2,009,000 （うち協働枠）

基本枠 計 3事業 1,500,000 特別枠 計 1事業 500 500,000

4事業 2,000,000 （うち協働枠） (1事業) (500) (500,000)

基本枠 計 2事業 905,000 特別枠 計 2事業 1,500 1,500,000

4事業 2,405,000 （うち協働枠） (1事業) (800) (695,000)

基本枠 計 1事業 1,847,000 特別枠 計 1事業 853 853,000

2事業 2,700,000 （うち協働枠）

4事業 1,415,000

基本枠 計 2事業 906,000 特別枠 計 1事業 530 530,000

3事業 1,436,000 （うち協働枠）

基本枠 計 2事業 1,525,000 特別枠 計 3事業 4,385 4,385,000

5事業 5,910,000 （うち協働枠） (3事業) (4,385) (4,385,000)

基本配分枠 19事業 11,335,000 特別配分枠 13事業 9,502 9,502,000

最上【８市町村】 計 32事業 20,837,000 （うち協働枠） (8事業) (6,832) (6,685,499)

基本枠 計 4事業 2,527,000

4事業 2,527,000

2事業 1,183,000

基本枠 計 4事業 1,155,000 特別枠 計 1事業 721 645,000

5事業 1,800,000 （うち協働枠） (1事業) (721) (645,000)

基本枠 計 1事業 1,013,000 特別枠 計 1事業 4,030 4,030,000

2事業 5,043,000 （うち協働枠） (1事業) (4,030) (4,030,000)

基本枠 計 2事業 854,000 特別枠 計 2事業 320 320,000

4事業 1,174,000 （うち協働枠） (1事業) (100) (100,000)

基本枠 計 3事業 2,650,000 特別枠 計 1事業 567 567,000

4事業 3,217,000 （うち協働枠） (1事業) (567) (567,000)

4事業 1,195,000

4事業 1,498,000

基本配分枠 24事業 12,075,000 特別配分枠 5事業 5,638 5,562,000

置賜【８市町村】 計 29事業 17,637,000 （うち協働枠） (4事業) (5,418) (5,342,000)

新

庄

市

(1) 森づくり・森とのふれあい事業

(3) 記念植樹事業

新庄市計

428,501
陣峰市民の森での一般市民を対象にした森づくり、また
小中学校単位での森林環境学習支援

1,205,747
(2) 動植物観察会の開催

(3) 炭焼き体験事業
ボランティア団体と協働した児童生徒への炭焼き
体験学習（ナラ枯れ被害木の有効利用）

332 333,276 協働枠 3

陣峰市民の森での市民の公募による身近な動植
物を学習する観察会

387

290 367,500 協働枠
公募により参加者を募り、人生の慶事を記念した桜の植
樹

222,253
(3) 松くい虫防除事業

小学生及びPTA等を対象にした金山杉を使ったベンチの
作成

3

(3) 森林ボランティア隊育成事業
自主的な森づくり活動の参加を募り、活動への機
材等の支援、及びボランティアの組織化

525 404,723 協働枠 3

既存事業対象森林区域外において、住民の協働
による松くい虫の防除及び作業の公開

学校林等で小学生を対象にした森林環境学習

(3) 町有林 森づくり事業
町有林における町民、緑の少年団を対象にした下刈りや
間伐体験、金山杉や林業の歴史等を学ぶ講座

780,000

(4) 林地残材利活用事業

金山杉の良さ、新たな用途を開拓する東日本チェ
ンソーアート競技大会を支援する（金山杉の提
供、金山町の林業の紹介、金山大工の実演、金
山式住宅の紹介など）

750,000

279,000

200 200,000

金山町計

最

上

町

(1) 森林自然環境学習教室の開催

最上町計

金

山

町

(1) 森林・自然環境学習推進事業

(4) 金山杉利活用促進事業

500 500,000 協働枠

神室少年自然の家で小中学生を対象にした森林林業体
験

360,948

(3) 回帰の森整備事業 3(3) 「ボランティア」の森保育事業
前森高原に設置してある「ボランティアの森」において、町
民の協働による下刈作業及び看板設置

220,052

(4) 森林資源利活用推進事業
公共施設へのペレットストーブ、木製ベンチの導入による
木質バイオマス及び県産材の普及促進

919,000

本城地区にある「回帰の森」において地区民との
協働による遊歩道の整備修繕、下刈りなどの森
林整備

舟

形

町

(1) 森林資源学習事業
小中学生とPTAを対象にした間伐等の森林整備体験、自
然環境学習会、木製品づくり

(3) 荷渡権現保全整備事業
地域住民の協働による松くい虫被害木の伐採と周辺整備
（植栽やチップ歩道整備）

舟形町計

606,000 (1) 自然環境学習推進事業
小中学校と連携した下刈り・枝打ち、きのこ栽培
（ホダ木生産）等の森づくり体験及び森の利活用

800 695,000 協働枠 1

299,000 (4) 木質バイオマスエネルギー推進事業
公民館へのペレットストーブの導入による、木質
バイオマスの普及促進及び普及啓発

700 805,000

真

室

川

町

(1)
森林環境・自然環境学習の場の
整備

北部小、真室川小の児童を対象にしたキノコの植菌、生
育状況の観察、収穫

真室川町計

1,847,000 (4) 県産間伐材の利活用の推進
小学生及びPTA等を対象にした町内産の間伐材
を使ったテーブル、遊具等の作成

853 853,000

(3) 元気な森づくり推進事業
募集により地区外から参加したボランティアによる間伐等
の森林整備、キノコの植菌体験

(3) 最上地区 森の感謝祭
最上管内の森林ボランティア及び緑の少年団を対象にし
た森の感謝祭（植林、下刈り体験など）

280,000

(1) おおくら葉山塾
自然とふれあい生きる力を育むための、子ども達への森
林・林業体験等

502,000

(1) 森林体験及び菌茸類栽培体験
沼台小中学生を対象にした原木なめこ等の栽培を通した
森林環境学習

115,000

530

518,000

大蔵村計

鮭

川

村

(1) 森林環境教育事業
エコパークに森林環境教育講座を開設し、小学生等を対
象に森林・林業体験を実施

600,000

鮭川村計

大

蔵

村

530,000
(4) 鮭川きのこ王国まつり

キノコの生産、品評会、試食、植菌体験等を通じ、森林へ
の関心を深めるイベント

306,000
(4) 木質バイオマスエネルギー推進事業

中央公民館へのペレットストーブの導入による、
木質バイオマスの普及促進及び普及啓発

戸

沢

村

(3) 桜ヒルズ造成事業 野口地区におけるボランティアによる桜の植栽

(1)
戸沢村森林・自然環境学習推進
事業

小中学生を対象とした森林や木材、特用林産物について
学ぶ森林環境学習

751,000
(4) 地域材推進事業

地域のボランティアにより桜ヒルズへの木製階段
設置のための地域材提供

(3) 里山自然環境学習林整備事業
神田小全児童と教員による学習林の整備、ナラ
枯れ材を活用した炭焼き体験

774,000
(3) 土湯の森づくり推進事業

1,744 1,744,000 協働枠 4

1,499 1,499,000 協働枠 3

地域住民等の協働によるスキー場跡地への植
栽、調査、学習会の開催

1,142 1,142,000 協働枠 3

戸沢村計

最

上

米

沢

市

(1) 自然環境学習事業 緑の少年団による足尾での植樹活動 85,000

(4) 木のぬくもり体感事業
地元産木材による笹野民芸館と林業センターの内装木質
化及び地元産材のＰＲ

1,518,000

(4) 地元産材利用促進事業
中学校の授業（技術家庭）に地元産木材を教材として提
供

430,500

(4) 地元産材利用状況調査事業
地元産材の利用状況を調査し、利用促進のシステムを構
築

493,500

長井市計

米沢市計

長

井

市

(3) 市民植樹事業

(4)
県産間伐材使用木製品の普及啓
発事業

２１世紀不伐の森内での「おきたま森の感謝祭」での県産
間伐材木製机、ベンチの展示設置によるＰＲ

315,000

小滝地区における地元住民や緑の少年団の活動フィー
ルドとしての森林空間の整備

２１世紀不伐の森内での「おきたま森の感謝祭」での一般
市民や小学生による植樹

868,000

291,900

(3)
企業の森づくり事業（白瀧銀河の
森）

旅館瀧波と連携して「白瀧銀河の森」を設定し、地元住民
と瀧波による協働の森づくり活動

372,503

196,597
645,000 協働枠 3(3) 南陽市森づくり活動支援事業

南陽市内の森林整備、自然環境学習を行うボラ
ンティア団体等の活動を支援するため、必要な機
材を市が管理して貸出しを行なう。また、吉野石
膏の森の周知のためキノコの植菌体験等を行な
う。

龍樹山遊歩道整備事業
竜樹の里づくり推進委員会（H19公募事業実施団体）が活
動拠点としている遊歩道の整備

294,000

721

吉野緑の少年団によるネイチャーゲーム、間伐材利用体
験、きのこの植菌など自然環境学習

南陽市計

高

畠

町

(4) 地材活用推進事業

南

陽

市

(1) 南陽市自然環境学習

(3) 小滝の丘整備事業

(3)

小中学校への町産材を利用した机等の設置 1,013,000 (3) 文殊の里協働の松林づくり事業
亀岡地区住民への松くい虫講習会、地区民によ
る被害木調査、被害木を利用した遊歩道整備な
ど

4,030 4,030,000 協働枠 3

高畠町計

川

西

町

(3)
下小松里山地域保全整備活用事
業

地域ボランティアと連携した下小松古墳群のある町有林
整備（下刈りや倒木処理等）

800,000 (3) 「かわにし環境フェア２００８」事業
「かわにし環境フェア２００８」での治山治水等の
環境保全についての周啓啓蒙

220 220,000

川西町計

(2) 鏡沼の浄化作戦事業
環境活動団体「エコかわにし」と協働したＥＭを利
用した鏡沼の水質浄化活動

(2)
下小松里山地域希少生物生息地
保全事業

地域の子供たちや保護者を対象にした希少生物の観察
会や生態系などを学ぶ講演会や歩道整備

54,000

森林セラピーの普及PR活動、調査研究、環境整備

100,000 協働枠 2100

白沼小中学校裏山の植物観察園の歩道を整備し生徒や
地域住民の環境学習を実施

(3) 森林セラピー推進事業

地元団体の協力を得て、ベンチ、テーブルを設
置、管理し、セラピープログラムのツールとしての
活用を図ることにより、森林セラピーを通した森林
空間の多面的利用と森林、自然環境に対する普
及啓発を推進する。1,988,000

(3) 森林景観整備事業
町民や観光交流者を対象に里山林の下刈りや潅木類の
除去などの森林整備体験

493,000

169,000 567 567,000 協働枠 3

小国町計

白

鷹

町

(1) 教育の森整備事業

白鷹町計

小

国

町

(1) 山の小道整備事業

(3) 森林セラピー推進事業

鮎貝小学校児童が教育の森で行う森林環境学習のため
の木道整備

764,000

(1) ブナの森整備事業
スキー場跡地への蚕桑小学校児童、地区住民によるブナ
の植栽と里山林の自然学習

198,000

(1) 東根小学校学校林整備事業
自然体験学習の場として活用するための東根小学校林を
児童と地域住民による整備

96,000

(2) 萩野地区水質改善事業
萩野地区の集落から萩野川に流れ込む支流部の木炭、
ＥＭ菌を活用した水質浄化

137,000

飯

豊

町

(1) 飯豊町森林自然環境学習事業
添川小学校及び中津川小中学校が行う樹木観察、下草
刈り、きのこ植菌及び学校林の整備

(4)
町内間伐材等を利用した木製品
導入

公民館・役場庁舎への地元間伐材の木製長椅子の設置
及び普及啓発看板の設置

224,900

(3)
森林整備指導者養成支援・機械
借上事業

中津川地内の森林整備活動に対する支援 843,300

(3) 林道沿線松くい虫処理事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除 289,800

140,000

飯豊町計

置

賜



基本枠 計 7事業 5,853,000 特別枠 計 2事業 599 599,000

9事業 6,452,000 （うち協働枠） (2事業) (599) (599,000)

基本枠 計 4事業 4,185,000 特別枠 計 2事業 1,100 1,100,000

6事業 5,285,000 （うち協働枠） (2事業) (1,100) (1,100,000)

2事業 559,000

3事業 1,667,000

基本枠 計 2事業 643,650 特別枠 計 3事業 3,448 3,612,446

5事業 4,256,096 （うち協働枠） (2事業) (2,398) (2,552,231)

基本配分枠 18事業 12,907,650 特別配分枠 7事業 5,147 5,311,446

庄内【５市町村】 計 25事業 18,219,096 （うち協働枠） (6事業) (4,097) (4,251,231)

基本配分枠 103事業 58,309,650 特別配分枠 38事業 30,699 30,485,446

県内【３５市町村】 計 141事業 88,795,096 （うち協働枠） (26事業) (24,707) (24,735,759)

※ 網掛けは、特別配分枠の二次申請採択事業

鶴

岡

市

(1)
つるおかの森 森林環境教育推進
事業

小学生を対象とした、植樹、下刈り、樹木の生育調査など
の森林体験学習

628,245

1,435,011

722,518

(3) 魚の森づくり事業

鶴岡市油戸地内の「魚の森」において、「魚の森
づくりの会」や漁業関係者と協働で森づくり活動を
継続して実施しているが、極めて厳しい生育環境
にあるため、生育基盤整備（防風柵）の資材を提
供し活動を支援する。

449 415250 協働枠 3
(1)
鶴岡致道大学森林文化都市講座
開催事業

市民を対象とした講座（テーマ：森林文化都市を目指し
て！）の開催

777,721

(3)
つるおかの森 森林病害虫等防除
事業

既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除及
び薬剤散布

(3) 松原ボランティア育成事業

西郷地区砂防林において、児童生徒による枝打
ち活動で発生する残材をチップ処理し、学習林の
歩道に敷設する。また、西郷小学校や湯野浜小
学校における学習活動に際しての教材、及び松
原ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織の研修資料等として活用するガ
イドブックを作成する

150 183750 協働枠 3

(3) つるおか「森の時間」実施事業 市民を対象とした森林散策（3回）及びガイドブック作成 714,624

(3) 林業活性化推進事業
市民を対象とした森林・林業のの活動体験実施及び林家
の施業意欲向上のための研修会の開催

(3) つるおか広葉樹の森再生事業
地域住民、小学生と一体となった熊野長峰における散策
道整備、広葉樹の森づくり活動

526,521

(4) 間伐材魚礁設置事業
間伐材の有効活用、漁場の生産力向上のための間伐材
を利用した魚礁の設置

1,048,360

鶴岡市計

酒

田

市

(4) さかた木づかい夢ネット事業

(4) 地域材利活用普及事業

酒田市計

(4) 品質向上システム対策事業

(3)
3400

生産から消費までの各事業者によるネットワークを形成、
市民への普及啓発活動

887,419
(3) 森林ボランティア育成支援事業

良質材を生産する森林を認定すると共に、紹介パンフレッ
トの作成などによる市民へのPR活動

551,316
3

市内小学生の体験学習の支援、発生した残材処
理及びボランティアによる森づくり活動の支援

700 700,000 協働枠

酒田市松くい虫被害木活用事業
森林区域外の松くい虫被害木を伐倒運搬、木質ペレット
化による積極的利活用

606,315

東山利活用プラン検討協議会と協働した森林に
親しむための空間をつくる体験活動

2,139,950
(3) 自然ふれあい遊歩道整備活動事業 400,000 協働枠

新たな地域材の使い方を提案する試作品の製作及び展
示による普及宣伝

三

川

町

(1) 森林体験事業 一般町民を対象とした森林散策の実施 22,057

(4) 県産木材利用促進事業
田園散歩コースへの県産間伐材を使った誘導板の作成、
設置

536,943

三川町計

庄

内

町

(1) 森林体験学習事業
狩川地区での小学校と連携した下刈り、地区住民らによ
る検討会、森林エリア（体験学習林）の整備

庄内町計

622,832

(3) 森づくり活動整備事業
狩川地区の柿畑を地区住民らによる検討会を設置し、住
民が利活用できる憩いのエリアとして整備

897,538

(3) 庄内町まるごとトレッキング
肝煎、立谷沢における月山登山道・羽黒産古道のトレッキ
ングと森林浴

146,630

遊

佐

町

(3) 公益の森100年計画事業 既存事業対象区域外での松くい虫被害木の伐倒駆除

(3) 松くい虫二次被害防止事業 公共的用地における松くい虫被害木の伐倒駆除

262,500
(3) 公益の森100年植林計画事業

ボランティア団体や緑の少年団と協働した松苗植
栽、保育作業の実施や残材処理委託

(4) 木づかい運動推進事業
イベント等での県産材の普及啓発事業（木工品
の配布、クラフト体験）

381,150
(1) 湧水を育む森保全事業

600 1,080,831 協働枠 3

1,050 1,060,215

1

遊佐町計

庄

内

県

計

教職員・児童、一般住民を対象とした吹浦地区の
森林、河川、海をつなぐ水循環についての学習活

1,798 1,471,400 協働枠


