
　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

基本枠　計 3事業 2,860 特別枠　計 8事業 5,235

11111111事業 事業 事業 事業 8,0958,0958,0958,095

基本枠　計 2事業 1,275 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 1,2751,2751,2751,275

基本枠　計 2事業 1,175 特別枠　計 3事業 1,769

5555事業 事業 事業 事業 2,9442,9442,9442,944

182(4)

森林環境保全意識の醸成事業

（継）

森林資源の利活用を通して、自然環境を大切にす

る心の醸成を図るため、中学生の技術家庭の中

で、県産材の加工体験と自然学習を実施する。

421 (1) 緑の少年団自然学習（継）

天童市絆の森林で、樹名板設置及び樹木や地

域の歴史学習を通して、緑の大切さや緑を育む

心の醸成を図る。

(3) 自然環境の施設整備事業（継）

西山、三吉山地区周辺を対象に、自然保護団体と

連携し自然観察、自然環境保全、散策道の整備等

を行う。

1,060

【　特　別　配　分　枠　】

間伐材を利用した木製玩具や森林に関する書

籍を保育施設に提供し、情操教育に活用する

(3) 野生生物との共生林整備（新）

人と野生生物を隔てる緩衝帯を里山に整備し、

人と野生生物が暮らしやすい環境を再生する

(4) 保育施設への教材提供(継）

419

地域住民と協働で、展望広場の整備等を行う

森林散策やクラフト、森づくり体験などを通し

て、森林機能や森林資源の理解を深める。

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

(3)

みはらしの丘環境保全林里山

整備（継）

(1) 森林に親しむ学習会（継）(1)

754 (3)

1,485

956

みんなの森づくり活動（継）

環境保全林内で、児童生徒や地域住民などと協働

による広葉樹の植樹の実施。

山

形

市

(4)

中学校への技術家庭，図工教

材の提供（継）

間伐材を中学校の教材とし提供し、木材利用と森

林整備の理解を深める。

学校林の森づくり活動などを通して、地域とのふれ

あいを持つ。

森林環境・自然環境学習の場

の整備（継）

(3)

山形市計山形市計山形市計山形市計

上山市計上山市計上山市計上山市計

緑の少年団が学校林内で森林学習を実施すると

共に、間伐材を利用しベンチを製作する。

215

上

山

市

(1) 森林環境学習事業（継）

天

童

市

(4) 天童市みどり環境フェア（継）

天童市わくわくランド多目的広場を会場に、森林資

源の利活用、森林環境の情報発信及び循環型社

会構築の啓発等を通して森林環境保全意識の高

揚を図り、みどり豊かな天道のまちづくりを推進す

る。

天童市計天童市計天童市計天童市計

地域住民との協働による市指定天然記念物の

笠松及びオオヤマザクラの保全をとおして、森

林環境保全及び山村地域の活性化を図る。

天童市絆の森林整備事業（継） 1,330

(4)

森林環境保全意識の醸成事業

（継）

森林資源の利活用を通して、自然環境を大切

にする心の醸成を図るため、中学生の技術家

庭の中で、県産材の加工体験と自然学習を実

施する。

257

228

166

1,393

164

(4)

児童公園への木質チップ提供

（新）

市産木材を利用した木質チップを町内会等に

提供し、児童公園に敷設することにより木に触

れる機会を創出する

92

(4) 公共施設の木質化（継）

公共施設への間伐材を利用した製品導入によ

り普及を図る

620

(4)

間伐材を利活用した森林環境

学習（継）

地域住民と協働で間伐材を利用した木製ゴミ集

積施設組立キットの組立・設置・学習会を実

施、利用推進と森林整備の必要を啓発

1,828

(4)

森林資源の利活用の推進

（継）

（ペレットストーブの導入）

市有林等の間伐材のペレット化，公共施設へ

のペレットストーブの導入

744
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 726 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 726726726726

基本枠　計 3事業 506 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 506506506506

基本枠　計 2事業 1,098 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 1,0981,0981,0981,098

基本枠　計 2事業 535 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 535535535535

(4) 木とふれあう環境学習事業（新）

産業祭り会場において、木工クラフトと環境学習を

実施する。

335

(4) 県産材利用促進事業（新） 高取山ハイキングコース登山入口の看板設置。 80

町内の松くい虫被害の大きな山林を対象に、森林

病害虫の防除を実施する。

356

(4) いこいの森木柵整備事業（継）

県産間伐材を活用した転落防止木柵を｢いこいの

森地内｣に設置する

1,018

(3) 森林景観保全整備事業（継）

放置された松くい虫の枯死木のために景観が悪化

している箇所において、伐採作業を行う。

200

70

500(3) 健全な森林育成事業（継）

森林病害虫(松食い虫等)の被害木の伐倒駆除に

より健全な森林を育成し景観保全を図る。

寒

河

江

市

(1)

寒河江市里山再生アクションプ

ラン策定事業（新）

｢寒河江市里山再生アクションプラン｣を策定する

寒河江市計寒河江市計寒河江市計寒河江市計

(4) 県産材利用促進事業（継）

ペレットストーブの燃料実演により、木質バイオマ

スエネルギーのPR、普及啓蒙を図る。

0

健全な森育成事業（継）

80

126

100

山

辺

町

(2)

希少野生生物保全対策事業

（新）

緑の少年団等を対象にした野生生物のクマ等との

共生・共存の学習会の実施。ドラム缶ワナの作成・

設置。

山辺町計山辺町計山辺町計山辺町計

(3) 豊かな里山保育事業（継）

町指定の巨木古木を住民と協力し、松食い虫予防

のための樹幹注入を行う。

中

山

町

中山町計中山町計中山町計中山町計

小学生及び父兄を対象とした自然学習会の実施。(1) 自然環境学習事業（継）

(3)

河

北

町

河北町計河北町計河北町計河北町計
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,630 特別枠　計 事業 0

5555事業 事業 事業 事業 1,6301,6301,6301,630

基本枠　計 3事業 1,016 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 1,0161,0161,0161,016

基本枠　計 4事業 945 特別枠　計 事業 0

4444事業 事業 事業 事業 945945945945

(4)

県産材の学習用品設置事業

（新）

町内の小学校等に、県産材を利用した学習用のイ

ス、机、テーブル、棚等を設置し、県産材の利用促

進と林業への関心を高めることを目的とする。

312

大

江

町

町内の幼稚園等へ大江町産西山杉オリジナル調

理玩具の設置及び幼児へのフォトフレーム贈呈。

405

大江町計大江町計大江町計大江町計

(4)

森林とのふれあい体験事業

（継）

森林とふれいあい、西山杉の伐採、製材過程を見

学し、造形活動を通して森林環境学習を実施す

る。

50

(4)

(4) やすらぎの場提供事業（継）

大江町産西山杉オリジナルのテーブルとベンチを

テルメ伯陵健康温泉へ設置し、木製品の普及啓発

を図る。

255

105

74

175

216(1) ブナの森自然学校事業（継）

大江町産西山杉材を使った木工製作と通じて、森

林環境問題や地元産材への興味を喚起する。

木のぬくもりふれあい事業（継）

(4) 西山杉工作事業（継）

(3) 景観保全整備事業（継）

公共施設や景勝地周辺の、倒木の危険がある松く

い虫被害木を駆除することにより生活の安全を確

保するとともに、景観の保全を目的とする。

630

西

川

町

(3) もみじの森づくり事業（継）

伐採跡地をもみじの森にするため、地域住民が協

働でもみじの植樹を行う。

町内小学校の5年生全員が集い、トレッキング等の

自然体験活動を行う。

学校周辺の雑木林の間伐やキノコの植菌などの

体験活動を通し、山林機能等の学習を行う。

(1) 緑の少年団育成事業（継）

(1)

西川町計西川町計西川町計西川町計

癒しの空間・森林ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ-体

験事業（継）

森林内の宿泊・野外炊飯やトレッキングなど体験

活動を行う。

784

朝

日

町

朝日町計朝日町計朝日町計朝日町計

(1) 環境学習推進事業（継）

町内３小学校（宮宿小、大谷小、西五百川小）の裏

山を活用した森林環境学習を行い、森林に親し

み、その保全や整備に対する意識を高めることを

目的とする。

235

(4) 地元産木材活用促進事業（継）

間伐材使用木工製品の新規開発及びカタログのリ

ニューアルによる普及促進。地元産木材利用の住

宅建築システム構築のため検討会実施。

350
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,071 特別枠　計 2事業 2,669

5555事業 事業 事業 事業 3,7403,7403,7403,740

基本枠　計 2事業 1,295 特別枠　計 5事業 2,364

7777事業 事業 事業 事業 3,6593,6593,6593,659

基本枠　計 6事業 1,286 特別枠　計 3事業 5,155

9999事業 事業 事業 事業 6,4416,4416,4416,441

2,154

(1)

森と親しむ体験事業（継）

児童及び保護者を対象に、自然観察会や木工

クラフト体験の学習会を開催する

森林機能の理解を深めるとともに、住民参加型

の森づくりを推進するため、里山再生のモデル

ケースとして森林整備を行う。

(1)

長根山運動公園を拠点に森林学習会を開催し、森

林資源の有効活用を通じた豊かな里山環境の再

生を推進する。

村山市計村山市計村山市計村山市計

みどり環境交付金事業の後期5年間のプランニン

グを行う。

(1)

里山再生アクションプラン策定

事業（新）

地域資源を見直し、里山再生に取組むアクションプ

ランを策定する。

東根市計東根市計東根市計東根市計

(1)

里山再生アクションプラン策定

事業（新）

地域特性や資源を活かした地域住民等との協働

による里山再生に向けた5カ年計画を策定する。

(3) 長根山森林保全対策事業（継）

地域住民との協働による里山整備、希少植物の保

全活動、児童生徒への自然環境学習を実施する。

304

(1)

里山再生アクションプランの策

定（新）

(3) 豊かな森づくり事業（継）

(3)

美しい絆の森整備推進事業

（新）

50

414

221

436

村

山

市

(1) 自然環境体験事業（継）

自然散策、クラフト、ツリーイングなどの遊び体験

や森のようちえんを開催する。

(4) 間伐材利用促進事業（継）

中学校技術教科の教材として間伐材を提供し、間

伐の効果を学ぶ。

(1) 緑の少年団育成事業（継）

林業体験や自然散策等の交流を通じて、少年

少女の育成を図る。

(1) 学習の森林づくり事業（継）

市内全中学生を対象とした植林活動と森林学

習会を開催するとともに、学習林の整備を行

う。

0

東

根

市

(3) 豊かな森づくり推進事業（継）

松くい虫の被害状況調査及び伐倒駆除

松くい虫予防を実施する団体等へ薬剤の支給

(3)

1,245 森づくり活動事業（継）

育樹体験や森林保全活動により森林環境教育

の普及啓発を図る。

730

新たな森林空間活用事業（継）

甑岳の散策道整備及び自然環境学習会の開

催

426

400動物共生の森づくり事業（継）

野生生物と共存のための緩衝帯（バッファゾー

ン）維持を間木野地区民（東根市高崎）と実施

する。

(1) 527

尾

花

沢

市

(1)

森々（もりもり）子育て支援事業

（新）

尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計

2,900

970

1,285

(1) 森の学校自然学習会事業（継）

小中学校の総合学習の一環として森林学習プログ

ラムを提案し、森林資源の重要性を学ぶ機会を作

ると共に、体験型の森林環境教育を行う。

271 (3) 里山松林保全支援事業（継）

地域ぐるみで取り組む松くい虫防除対策の支援

として薬剤を支給する。

(1) 森の恵み食育推進事業（継）

低年齢層を対象とした原木なめこ栽培体験等と、

特用林産物の地産地消を連携させる。

101 (4) 学校林整備推進事業（新）

学校林を活用した環境教育の実施と学校林整

備で産出される木材を使い木製品を作成し、公

共施設等へ供給する。

(1)

地域提案型自然環境学習会支

援事業（継）

市内５地区公民館及と地域住民等が協働で取り組

む森林学習プログラムの構築を支援する。

60

515

(3) 豊かな森づくり講習会事業（継）

地域住民対象を対象にしたナラ枯れ予防講習

会の実施する。

281

3

長根山の松林保全のため、松くい虫予防（樹幹注

入）を実施する。

547
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 556 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 556556556556

基本配分枠 42事業 15,974 特別配分枠 21事業 17,192

村山【14市町】　計 63636363事業 事業 事業 事業 33,16633,16633,16633,166

基本枠　計 3事業 1,237 特別枠　計 1事業 740

4444事業 事業 事業 事業 1,9771,9771,9771,977

基本枠　計 4事業 944 特別枠　計 3事業 3,406

7777事業 事業 事業 事業 4,3504,3504,3504,350

市民との協働による里山保全事

業（継）

被害が拡大している松くい虫の被害状況を市民が

調査し、それに基づいて駆除を実施する。

(1) 森づくり事業（継）

幼保小中高地域連携学習事業

（継）

小学生と地域住民を対象に学校林の調査、観

察、林業体験活動等を行う。

2,050

(3) 炭焼き体験事業（継）

一般市民と協働でナラ枯れ被害材を材料に、

炭焼き行い被害木の有効利用を図る。

226(2)

希少野生生物生息地保全事業

（継）

ギフチョウ･ヒメギフチョウ生息域の保全･拡大を行

う。

村

山

(4) 県産材利用促進事業（継）

小学生の親子を対象とした、木製品作り教室の開

催及び中学生の技術教材の提供

330

大

石

田

町

大石田町計大石田町計大石田町計大石田町計

916

陣峰市民の森での地元森林ボランティアとの協働

による森づくり活動を実施する。

91

陣峰市民の森や学校林等を会場に、中学生の森

づくり活動や昆虫探索会を実施する。

230

740

新庄市計新庄市計新庄市計新庄市計

金

山

町

(4) 間伐材利用促進事業（継）

(3) ふれあいの森づくり事業（継）

新

庄

市

(3) ボランティア育成事業（継）

(3)

木材利用の促進のため、町民と間伐材ベンチやゴ

ミ集積小屋等の製作設置を行い、木材利用の普及

啓発を図る。

346 (1)

幼稚園・保育園・小中学校・高校、地域住民が

金山の森林・林業について体験学習活動をす

る。

ボランティアや地区住民と協働でふれあいの森散

策道の整備を実施し、併せて森林浴を実施する。

98 (3) 学校林の森づくり事業（継） 297

(3) 森林ウォーキングin神室（継）

林道等をコースにした歩くイベントを開催し、植樹を

行いながら、木材利用の促進に努める。

150 (1) 金山森の利活用連携事業（新）

森の案内人と連携して、里山の整備と利活用

及び地域の活性化について、研修大会を開催

する。

(4)

東日本チェーンソーアート競技

大会支援事業（継）

東日本CA大会で、ブースを設け金山林業・金山型

住宅等の体験、展示を行い、PRを図る。

350

金山町計金山町計金山町計金山町計

1,059
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

　

基本枠　計 4事業 1,420 特別枠　計 1事業 500

5555事業 事業 事業 事業 1,9201,9201,9201,920

基本枠　計 2事業 796 特別枠　計 5事業 2,352

7777事業 事業 事業 事業 3,1483,1483,1483,148

基本枠　計 4事業 1,278 特別枠　計 1事業 726

5555事業 事業 事業 事業 2,0042,0042,0042,004

希少生物が生息する「中村湿原」外周に地元小学

生と歩道を整備し、自然観察に活用する。

171

(3) 緩衝林整備（新)

有害鳥獣が出没する畑地の周辺林地を地元住民

等と除間伐を行い、緩衝林帯整備と注意喚起を図

る。

148

炭焼き窯の設置事業（新）

手倉森散策道整備事業（新）(2)

ナラ枯れ被害木の活用及びナラ林の世代交代

のために炭窯を作り、炭焼き体験を実施する。

「縁結びの道」周辺のマツクイムシの被害につ

いて学習会を開催し、併せて被害木処理を行

う。

貴重な動植物が生息する手倉森湿地への散策

道を整備し、自然学習を実施する。

「回帰の森」森づくり活動事業

（継）

(3)

(1)

(1) 自然環境学習事業（新）

樹齢800年の「親杉」への散策路整備と間伐等の

周辺整備を実施し、地元小学生に自然環境学習を

行う。

378

最

上

町

(1)

森林自然環境学習教室の開催

（継）

小学校と連携し森づくりや木工体験、植生調査な

どを通して、森林環境保全や森林整備の大切さを

学ぶ。

611

小学生とボランティアが協働で森づくり活動を

学習し、遊歩道の整備や木製階段の修繕を行

う。

(3)

「ボランティアの森」保育事業

（継）

森づくり体験などによる森林ボランティアの育成及

び森づくりを推進する。

37

(3)

「白川桜の散歩道」緑化整備事

業（新）

地区住民のボランティア活動による河川周辺の森

林整備を実施し、地域の活性化を図る。

252

(4) 地域材利活用推進事業（継）

地域の材から児童用積木を製作し、創造性を育む

教材として活用する。

520

最上町計最上町計最上町計最上町計

舟

形

町

(4) 森林資源の利活用事業（継）

町の木「エンジュ」材の箸の試作品を製作し、学校

給食での利用や特産品化を図る。

418 (1) 縁結びの道保全事業（新）

591

621

(1)

舟形若あゆ温泉周辺の森林・自

然環境学習事業（継）

舟形若あゆ温泉周辺で、森林を活用した森林・

自然学習を行い、併せて散策路、木製階段を

整備する。

舟形町計舟形町計舟形町計舟形町計

真

室

川

町

(1) 自然環境学習事業（継）

(2) 希少生物保全活動（継）

学校林等を活用し、地区住民と地元小学生が一体

となって森づくり活動を体験し、森林の持つ役割、

自然の大切さを学ぶ。

635 (3) 森の恵みで里山再生事業（継）

梅里苑体験交流の森での森林教室や地元収

穫際での里山保全のパネル展示・原木なめこ

等の普及啓発を図ることにより、豊かな里山の

再生を目指す。

726

真室川町計真室川町計真室川町計真室川町計

324(4) 県産材利用促進事業（継）

県産の間伐材を活用した観光案内板の設置を行

う。

500

383

554

203(3)

長尾町内会と町の協働による念

仏の松保全事業（継）

町の文化財となっている「念仏の松」を地域と

町が協働して、森林学習会とマツクイムシから

の保全活動を行う。
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,076 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 1,0761,0761,0761,076

基本枠　計 2事業 784 特別枠　計 2事業 2,800

4444事業 事業 事業 事業 3,5843,5843,5843,584

基本枠　計 1事業 1,203 特別枠　計 2事業 1,571

3333事業 事業 事業 事業 2,7742,7742,7742,774

基本配分枠 23事業 8,738 特別配分枠 15事業 12,095

最上【８市町村】　計 38383838事業 事業 事業 事業 20,83320,83320,83320,833

(1) 自然体験学習支援事業（継）

小中学性を対象に米湿原等、村内各地をフィール

ドに環境学習を実施する。

184 (4) 木の香る学校整備事業（新）

新・鮭川小学校開校を記念し、地域材を使用し

たベンチ、学校看板等の設置や植樹を行い、木

の香る学校づくりを推進する。

(1) 菌茸栽培体験事業（継）

小学４年生を対象とした植菌体験学習事業を実施

し、栽培過程や食物の大切さ等について学習す

る。

48

羽根沢温泉地域住民と地域材を活用した看

板、ベンチ等を設置し、環境整備を図る。

大

蔵

村

(1) おおくら葉山塾（継）

村内小学生を対象に宿泊による体験活動を通して

森林・自然について学ぶとともに豊かな人間性を

培う。

(1) 里山菌茸栽培体験事業（継）

490

里山で菌茸栽培体験をし、里山のあり方について

考える機会をつくる。

538

大蔵村計大蔵村計大蔵村計大蔵村計

鮭

川

村

(1) 森林環境教育事業（継）

鮭川村エコパークと連携して森林学習教育講座を

開催し、小学生等を対象に森林・林業体験を実施

する。

600 (4)

羽根沢温泉地域材活用事業

（継）

鮭川村計鮭川村計鮭川村計鮭川村計

戸

沢

村

(3) 桜ヒルズ造成事業（継）

地域ボランティアにより桜の植樹を行い、身近な森

の造成を通じて森林の機能の重要性を学ぶ。

1,203 (3) 土湯の森づくり推進事業（継）

最上川スキー場跡地の森林再生活動と自然観

察や、森林環境学習を行う。

(4) 地域材推進事業（継）

今神山散策道に木製柵や木製階段を設置する

とともに、地域材利用の意義と森林林業につい

て学ぶ。

戸沢村計戸沢村計戸沢村計戸沢村計

最

上

1,800

591

980

1,000
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 2,537 特別枠　計 2事業 930

4444事業 事業 事業 事業 3,4673,4673,4673,467

基本枠　計 5事業 1,077 特別枠　計 2事業 3,483

7777事業 事業 事業 事業 4,5604,5604,5604,560

基本枠　計 3事業 1,046 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 1,0461,0461,0461,046

市内に展開している企業の森を周知を通して、市

民や企業、NPO、活動団体など幅広い森づくり活

動を推進するための講演会と現地見学を実施す

る。

454

482(4)

地元材利活用木のぬくもり体感

事業（継）

資源循環型社会の構築のため、木材利用を推進

を目的とした地元協働による公共施設の内装木質

化・地元材の教材づくりを行い、あわせて産業まつ

りでのPR活動を実施する。

1,716 (3) 動物共生の協働活動事業（継）

野生鳥獣との共生を目的に、一般市民も募りな

がら地域協働での緩衝帯の整備活動および研

修会を行う。

米

沢

市

(1) 森林体験学習事業（継）

米沢市計米沢市計米沢市計米沢市計

(4) 里山再生地域づくり事業（新）

森林整備の必要性を理解してもらうため、市民の

森等を活用して子ども達や一般市民を対象とした

自然体験・環境学習を行う。

821

有識者の意見を参考に、地域資源を生かした里山

再生への５ヵ年計画を立てる。（里山再生アクショ

ンプランの策定）

0

(1) 森林整備等広報事業（新）

みどり環境税活用のソフト事業について、市報

掲載およびチラシを作成しＰＲを行う。

448

南

陽

市

(1)

里山再生アクションプラン策定

事業（新）

市内9地区それぞれの課題を洗い出すため、市民

への意識調査を行い、市民ニーズを反映させたア

クションプランを作る。

(3) 里山リカバリー推進事業（新）

森林ボランティア団体・企業・市民を対象に、絆の

森候補地である市所有林の整備と里山荒廃の要

因である病害虫被害の予防研修会を行う。

(2)

希少野生生物（ツキノワグマ）保

全対策事業（新）

野生生物との共存を目指し、クマ注意看板を設置

するとともに、市民がクマの生態や放獣に関する理

解を深めるための講演会を行う。

100

子どもと保護者を対象とした自然体験・環境学

習、小滝水林・潜り滝周辺でおきたま「癒しの

森」体験プログラムを活用した体験会を行う。

(1)

「森へいこうよ」自然環境学習事

業（継）

100 (3)

「つなげよう未来へ」植樹事業

（継）

南陽市内に設定している企業の森を会場とした

市民植樹祭を開催する。また、市民と他地域企

業が交流を図り地域活性化につなげる。

1,872

(4) 木材利活用普及促進事業（新）

木材利活用への普及を図るため、市関連施設へ

の木製品（ベンチ）設置と市内産材を使用した森林

交流センターのPRを行う。

152

南陽市計南陽市計南陽市計南陽市計

271

(3) 森づくり活性化事業（継）

高

畠

町

(1)

まほろばの里森林学習事業

（継）

森林の役割を地域の子ども達に伝えていくため、

小中学生や保護者および一般参加者による森林

学習会、木製品づくり、植菌体験を行う。

高畠町計高畠町計高畠町計高畠町計

(3) 里山環境整備事業（継）

802

1,611

町民により親しみのある森林へと醸成していくた

め、亀岡文殊山周辺の地域住民参加での森林整

備・散策路整備活動の実施。

214

(1)

里山再生アクションプラン策定

（新）

里山再生アクションプランを策定するための有識者

による講演会、町民へのアンケート調査を行う。

30
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 639 特別枠　計 1事業 27

3333事業 事業 事業 事業 666666666666

基本枠　計 5事業 1,203 特別枠　計 事業 0

5555事業 事業 事業 事業 1,2031,2031,2031,203

基本枠　計 7事業 2,680 特別枠　計 事業 0

7777事業 事業 事業 事業 2,6802,6802,6802,680

(1) 環境教育推進事業（新）

幼児や小学生とその保護者対象の森林学習会と

一般町民対象の環境講座を実施し、持続可能な社

会に対応できる人材を育成する。

122

807

(3) 森林景観形成事業（継）

小国町「町民の森」の森林を、自然環境の維持・景

観形成のため町民と「協働」の森林整備を展開す

る。

3

(3)

里山再生アクションプラン策定

事業（新）

　長井市において森林再生アクションプランを策定

する。

30

長

井

市

(2) 希少野生生物対策事業（新）

近年のクマ出没の問題に対応するため、市民への

注意喚起と情報提供を行うとともに、共生共存へ

向けた対策を行う。

(3) 水源の森復活事業（継）

長井ダム上流で水源の森を作るため、昨年度に引

き続き、地域住民と一体となった植樹活動と環境

整備を行う。

(3) 不伐の森保全事業（新）

長井市不伐の森をNPO団体や大学生と協働で遊

歩道の整備や、除間伐等の森林整備を行い、市民

とともに親しめる森林を創る。

73

(3) 憩いの森創造事業（継）

今泉地区住民を中心にした今泉八ヶ森森林公園

の、市民参加による植樹活動と森林環境の改善を

行う。

357

375

368

長井市計長井市計長井市計長井市計

川西町計川西町計川西町計川西町計

小

国

町

(1) 白い森づくり体験事業（継）

森林作業体験学習と、「白い森」を象徴する樹「ブ

ナ」を主題とした研修会を開催し普及啓発を図る。

(1)

森から拓く次代につなぐ生業

（わざ）づくり事業（継）

県外から移住した中高生を中心に、町内の農林業

従事者から事例紹介や体験活動を行い、生業とし

て農林業の可能性を学ぶ。

(1) 森林セラピー推進事業（継）

森林がもつ【癒し】の効果を主軸とした学校向けの

体験教育と一般向けのエコツアーを実施するため

の体制を整備する。

316

939

386

(3) 森林再生事業（継）

黒沢峠周辺のナラ枯れ伐採跡地に一般町民や学

生等と協働で広葉樹の植栽を実施し、森林機能を

回復と森林資源の保全を図る。

107

小国町計小国町計小国町計小国町計

(1) 森林フォーラム開催事業（新）

国際森林年を記念した森林の保全や活用などを

テーマにた森林フォーラムを開催し、情報発信を行

う。

(3) 里山地域森づくり推進事業（継）

地域住民主体の森づくり活動を推進するため、ボ

ランティアガイドの養成や学習会を開催するほか、

町内３箇所で住民参加の里山保全活動を実施す

る。

555 (1) 森林環境学習・体験事業（継）

次世代に森林の大切さを継承するため、町有

林を活用しての置農高の森林整備活動、内山

沢遊歩道での里山体験を実施する。

27

川

西

町

(1)

里山再生ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの策定

（新）

検討委員会を設置し、学習会・ワークショップ・現地

視察を実施し、里山再生アクションプランを策定す

る。

0

(2)

希少野生生物の保全・対策

（新）

希少野生生物・クマの放獣に関する勉強会の実施

と啓蒙チラシを作成する。

84
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 945 特別枠　計 1事業 365

4444事業 事業 事業 事業 1,3101,3101,3101,310

基本枠　計 2事業 1,407 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 1,4071,4071,4071,407

基本配分枠 29事業 11,534 特別配分枠 6事業 4,805

置賜【８市町村】　計 35353535事業 事業 事業 事業 16,33916,33916,33916,339

白

鷹

町

(3)

白鷹町ふるさとの森づくり事業

（新）

町民植樹祭の実施と置賜森の感謝祭の併催事業

として、植樹や林業体験による森づくり活動を行い

森林・林業の関心を高める。

白鷹町計白鷹町計白鷹町計白鷹町計

546 (1)

木材流通に関する学習事業

（新）

白鷹町で開催される置賜森の感謝祭を活用し

て、林業やその職人技術に触れ合う機会や、森

林資源循環の学習を行い林業への理解を高め

る。

飯豊町計飯豊町計飯豊町計飯豊町計

(1) いいで森林自然環境学習事業（継）

(1)

いいで里山再生ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定

事業（新）

緑の少年団や小学生を対象に学校林を利用した

森林・自然環境学習や森林資源を利用した木工ク

ラフト教室を実施する。

581

地元森林関係者や有識者によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催

して、いいで里山再生アクションプランを作成する。

0

置

賜

飯

豊

町

365

(4)

地域と子供が行う環境保全学習

事業（継）

森林と触れ合う機会の無い小学生を対象に、森林

学習と木材流通の学習を行い、一連の森林循環に

ついて学んでもらう。

351

(1) 里山再生ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定（新）

白鷹町において里山再生アクションプランを作成す

る。

48

(4)

いいで森林資源の利活用事業

（新）

森林資源活用のため、ナラ枯被害のペレット化や、

保育施設に地元材を活用した木工活動や大工の

実演を見学し、普及啓発を図る。

826

事業個別計画10 / 12 ページ



　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 10事業 5,845 特別枠　計 5事業 2,975

15151515事業 事業 事業 事業 8,8208,8208,8208,820

基本枠　計 4事業 3,322 特別枠　計 事業 0

4444事業 事業 事業 事業 3,3223,3223,3223,322

(4) 間伐材漁礁設置事業（継）

堅苔沢、五十川沖漁場において間伐材の有効活

用、漁場の生産力向上のための間伐材を利用した

漁礁の設置。

1,172

(3)

松ヶ岡開墾場森林景観事業

（継）

松くい虫被害のまん延を防止するために国指定史

跡の範囲内を対象に、松くい虫被害木の伐倒破砕

の実施。

609

(4)

間伐材活用防風柵設置事業

（継）

七窪地内で再植林した松苗木の生育を守るため県

産間伐材を使用した防風柵の設置。

260

(4) 木の香り事業（継）

市内保育園等への鶴岡産杉間伐材を使用した積

み木の貸出と森林学習。

233

(3)

つるおかの森森林景観保全事

業（継）

森林病害虫等防除法に基づく対策対象森林外の

森林における松くい虫被害木伐倒破砕及び薬剤散

布。

2,075

羽黒地内「月山やすらぎの森」のやまがた絆の

森「ぐるっと花笠の森」【鶴岡】で企業関係者と

一般市民による広葉樹林の整備。

265

地域住民による熊野長峰における散策道整備、ブ

ナの植樹等による広葉樹の森づくり活動の実施。

379 (3) 企業と地域の森づくり活動（継）

未就学児を対象とした、市内森林公園における自

然体験や林内散策等五感を使った活動の実施。

鶴

岡

市

(1)

つるおかの森森林環境教育推

進事業（継）

(1) 森への親しみ推進事業（継）

森とのふれあい事業（継）

鶴岡市油戸地区、堅苔沢地区において、魚の

森づくりの会と協働での森づくり活動。

市民を対象とした「鶴岡・森の案内人」の育成

のための研修会と公募による森の散歩道２０箇

所の選定と整備。

23

ラムサール条約登録湿地である上池・下池及

び高館山周辺の自然環境を保全するための巡

回指導、観察会、さらには公募による湿地保全

サポーターの活動支援。

261

393

油戸「学習の森」、温海「絆の森」、羽黒「わくわくの

森」、櫛引地内で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。

321 (3) 魚の森づくり事業（継）

607 (1)

69 (2)

庄内自然博物園(仮称)保全活

動推進事業（継）

森林文化メッセージ運動事業

（継）

(2) ツキノワグマ保全対策事業（新）

クマと人間との共生できる関係の構築のための、

ツキノワグマの生態等を知る勉強会の開催。

120 (3) 企業の森づくり事業（継）

「JTの森鶴岡」における森づくり活動の支援。

植林した松苗木の生育を守るため県産間伐材

を使用した防風柵の設置。

酒

田

市

(2) さかた自然環境保全事業（継）

山寺地区で「山寺昆虫森づくり委員会」が主体とな

り、カブトムシなどの保全を目的とした森林整備や

学習会の開催。

373

鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計

2,033

500

(3) 森林環境保全活用事業（継）

森林病害虫等防除法に基づく対策対象森林外の

森林において松くい虫被害木の伐倒と木質ﾍﾟﾚｯﾄ

への活用。

446

2,003

酒田市計酒田市計酒田市計酒田市計

(1)

山大付属演習林、朝日、藤島、櫛引地域にて市民

対象の森林学習会の開催。

(4)

さかた木づかい夢ネット事業

（継）

さかた材（スギ）の活用拡大を目的として「さかた木

づかい夢ネット」が主体となり、後継者育成研修、Ｐ

Ｒ活動、住宅建築相談会の開催。

(3)

つるおか広葉樹の森再生事業

（継）

(3) 森林ボランティア育成事業（継）

小学校の森林体験学習や住民団体が行う森林ボ

ランティア活動における植樹苗の提供や枝打ち残

材処理等の支援。
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　　　　平成２３年度みどり環境交付金事業計画（市町村ごとの個別計画） 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 交付額 備考

【　特　別　配　分　枠　】

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 567 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 567567567567

基本枠　計 2事業 1,436 特別枠　計 1事業 513

3333事業 事業 事業 事業 1,9491,9491,9491,949

基本枠　計 2事業 1,027 特別枠　計 1事業 435

3333事業 事業 事業 事業 1,4621,4621,4621,462

基本配分枠 20事業 12,197 特別配分枠 7事業 3,923

庄内【５市町村】　計 27272727事業 事業 事業 事業 16,12016,12016,12016,120

基本配分枠 114事業 48,443 特別配分枠 49事業 38,015

県内【３５市町村】　計 163163163163事業 事業 事業 事業 86,45886,45886,45886,458

(3) 公益の森100年計画事業（継）

ボランティア団体や緑の少年団と協働による荒廃

森林へのクロマツ植栽、保育作業。

607

909

527 (4)

森づくり・森林環境学習事業

（継）

三

川

町

(4) 木のぬくもり体験事業（継）

みかわ幼稚園への県産材デッキハウス･ベンチ等

の設置と森林学習。

557

庄

内

町

(1) 森林体験学習事業（継）

庄内町計庄内町計庄内町計庄内町計

(3) 庄内町まるごとﾄﾚｯｷﾝｸﾞ（継）

笠山「わんぱくの森」広葉樹林と大平のスギ林

における森づくりによる小学生の森林学習。

513

(1)

遊

佐

町

(3) 遊佐町森林景観保全事業（継）

町内の公共的用地における松くい虫の被害木の

伐倒と木質ﾍﾟﾚｯﾄ・チップへの活用。

420 湧水を育む森保全事業（継）

鳥海山の地下水の恩恵を再認識するため森

林、河川、海をつなぐ水循環についての学習会

と森林体験学習を通した緑の少年団交流研修

を実施する。

435

遊佐町計遊佐町計遊佐町計遊佐町計

10

庄

内

県

計

(4) 里山再生アクションプラン（新）

森林資源の利活用について5ヵ年の計画を作成す

るための検討会の開催。

三川町計三川町計三川町計三川町計

北月山登山道・羽黒古道でのトレッキング及び森

林学習。庄内と内陸を結ぶ板敷古道の整備による

森林空間の利用。

大堰台「悠久の森」にてスギ林を活用した小学生

の森林学習、森林整備体験。

事業個別計画12 / 12 ページ


