
　　　　平成２４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 3,295 特別枠　計 8事業 4,930

11111111事業 事業 事業 事業 8,2258,2258,2258,225

基本枠　計 2事業 1,273 特別枠　計 事業 

2222事業 事業 事業 事業 1,2731,2731,2731,273

基本枠　計 2事業 1,172 特別枠　計 3事業 2,061

5555事業 事業 事業 事業 3,2333,2333,2333,233

181

「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

む心を育てる。

409 (1) 緑の少年団自然学習（継）

(4) 天童市絆の森林整備事業(継)

(2) 自然環境の施設整備事業（継）

「天童市絆の森林」を森づくり活動や森林学習

の拠点となる里山再生に向けたシンボルゾーン

として利活用するため、県産材を使った安全施

設等を設置する。

森林環境保全意識の醸成事業

（継）

地域住民と協働で間伐材を利用した木製ゴミ集

積施設の組立・設置するとともに間伐について

の学習会を開催し、木材のよさと森林整備の大

切さを理解する。

中学生の技術家庭科の授業の中で、県産材を

使った木工工作と自然学習を実施し、自然環境

を大切にする心を育む。

324

1,531

209

1,671

特認

特認

特認

山

形

市

640

広葉樹林の抜き切りや樹名板を設置し、市民

が森づくり活動や森林について学習するシンボ

ルゾーンとして整備し、里山環境の再生に向け

た拠点エリアとして位置づける。

1,620

森林散策やクラフト、森づくり体験などを通し

て、森の働きや森林資源に対する理解を深め

る。

野生生物との共生林整備（継）

高瀬と山寺２地区で人と野生生物が共存する

ための緩衝帯（バッファーゾーン）を整備し、人

と野生生物が共存する環境を再生する。

保育施設への教材提供（継）

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

市産木材を利用した木製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。また、木材の有効利用に

ついて学習する。

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)

【　特　別　配　分　枠　】

みんなの森づくり活動（継）

(4)

中学校への技術家庭，図工教

材の提供（継）

(3)

上山市計上山市計上山市計上山市計

763

森林学習・自然環境学習の場

の整備（継）

(3)

(4)

山形市計山形市計山形市計山形市計

学校林の森づくり活動や自然観察などを通して、

地域とふれあいながら森林の大切さを知るととも

に、自然を対象にした仕事に興味を持つ。

1,035

環境保全林内で、児童生徒や地域住民などとの協

働により広葉樹を植樹する。

間伐材を中学校の授業の教材として提供し、木材

利用と森づくりへの理解を深める。なお、作品を展

示し、市民に木材資源の活用についてPRする。

中学生の技術家庭科の授業の中で、県産材の加

工体験と自然学習を実施し、自然環境を大切にす

る心を育む。

西山、三吉山地区周辺で、自然保護団体と連携

し、自然観察や自然環境保全活動、散策道の整備

等を行う。

1,058
上

山

市

(1) 森林環境学習事業（継）

緑の少年団が学校林での枝打ちや生育調査等の

森林学習を行い、森林の大切さについて学ぶ。ま

た、学校林の間伐材を利用しベンチを製作し、市

民に木の良さをPRする。

215

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を会場に、森林資源の利活

用、森林環境や循環型社会の情報発信を通して森

林環境保全意識の高揚を図り、みどり豊かなまち

づくりを推進する。

天童市計天童市計天童市計天童市計

森林環境保全意識の醸成事業

（継）

(4)

353

213

317

164

(4)

児童公園への木質チップ提供

（継）

(4) 公共施設の木質化（継）

間伐材を利用した製品を公共施設に設置し、市

民が木とふれあう機会を作ることで、木材利用

と森林整備への理解を深める。

1,114

(4)

間伐材を利活用した森林環境学

習（継）

(4)

森林資源の利活用の推進（継）

市の施設へペレットストーブを導入し、市有林

からの間伐材をペレット化し燃料として利用す

るとともに、薪づくり講座を開催し、資源循環型

社会へ向けた意識の高揚を図る。

(4)

914
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 731 特別枠　計 事業 

3333事業 事業 事業 事業 731731731731

基本枠　計 2事業 633 特別枠　計 事業 

2222事業 事業 事業 事業 633633633633

基本枠　計 2事業 1,097 特別枠　計 事業 

2222事業 事業 事業 事業 1,0971,0971,0971,097

基本枠　計 2事業 706 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 706706706706

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。また、パネル等を使って緑環境税や森

林のＰＲを行う。

406河

北

町

寒河江市計寒河江市計寒河江市計寒河江市計

(3) 森林景観保全整備事業（継）

河北町計河北町計河北町計河北町計

寒

河

江

市

(4)

(4) 木質ペレット普及促進事業（継）

放置された松くい虫の枯死木のために景観の悪化

及び人的被害が予想される箇所において、被害木

の伐採を行う。

1,041

300

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、普及啓発を図る。

56

224

409

自然環境学習事業（継）

森林病害虫(松くい虫等)の被害木の伐倒駆除によ

り、健全な里山林を育成する。

町内の松くい虫被害の拡大による里山環境の悪化

が懸念されている区域で、森林病害虫の防除を行

う。

中山町計中山町計中山町計中山町計

中

山

町

健全な森育成事業（継）

(1)

(3)

(3)

(4) 木とふれあう環境学習事業（継）

健全な森林育成事業（継）

315

松くい虫被害の拡大による里山環境の変化が懸念

されている区域で、地域住民を主体とした被害予

防のための樹幹注入及び学習会を行う。

46

町内の小学生及び保護者を対象に森林学習を行

うとともに、地域の在来植物の保全活動を行いな

がら、森林をはじめとする自然環境への理解を深

める。

370

山

辺

町

(2)

希少野生生物保全対策事業

（継）

緑の少年団を対象に、野生生物であるクマ等との

共生・共存のための学習会を実施する。

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）

県産材利活用促進事業（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
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,630 特別枠　計 1事業 1,600

6666事業 事業 事業 事業 3,2303,2303,2303,230

基本枠　計 3事業 1,018 特別枠　計 事業 0

3333事業 事業 事業 事業 1,0181,0181,0181,018

基本枠　計 4事業 943 特別枠　計 事業 0

4444事業 事業 事業 事業 943943943943

西山杉材工作事業（継）

(4)

大江町計大江町計大江町計大江町計

地域住民が協働でナラ枯れ被害跡地にブナを植栽

し、森林環境の保全を図る。

町内小学校の6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。

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。

県産材の学習用品設置事業

（継）

大

江

町

町内の幼稚園の幼児へ地元大江町産西山スギで

作製したフォトフレームを贈呈し、森林のはたらき

や木について理解を深める。

236

(4) やすらぎの場提供事業（継）

大江町産西山杉で製作したテーブルとベンチを温

泉施設に設置し、地元産スギ材と木の良さのＰＲと

木製品の普及を図る。

426

特認

天狗山森林散策道活用整備事業

（新）

(4)

森林とのふれあい体験事業

（継）

スギの伐採から製材までを見学するとともに、製材

された大江町産の木材を使った木工を通して、森

林環境や地元産材への理解を深める。

(3) ぶなの森づくり事業

町内の小学校等に、県産材を利用した学習用のイ

ス、机、テーブル等を設置し、県産材の利用促進と

林業への関心を高める。

大江町産西山スギ材を使った木工を通して、森林

環境や地元産材への理解を深める。

木のぬくもりふれあい事業（継）

(4)

(1) ブナの森自然学校事業（継） (2)

631

232

地域住民に森林・自然観察エリアとして親しま

れている天狗山の森林散策路を整備し、自然

環境学習の拠点となるシンボルゾーンとして整

備する。

西

川

町

(4)

公共施設や景勝地周辺の、倒木の危険がある松く

い虫被害木を伐採することにより生活の安全を確

保するとともに、景観の保全を図る。

598

368

西川町計西川町計西川町計西川町計

町内３小学校（宮宿小、大谷小、西五百川小）の周辺の森

林での森林環境学習を行い、森林に親しむとともに、森林を

守り育て利用することへの理解を深める。

(3) 景観保全整備事業（継）

52

153(1) 緑の少年団育成事業（継）

(1)

癒しの空間・森林ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ-体

験事業（継）

169

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）

(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。

445

231

1,600

50
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,071 特別枠　計 2事業 2,421

5555事業 事業 事業 事業 3,4923,4923,4923,492

基本枠　計 1事業 1,310 特別枠　計 5事業 2,637

6666事業 事業 事業 事業 3,9473,9473,9473,947

基本枠　計 5事業 1,450 特別枠　計 3事業 3,980

8888事業 事業 事業 事業 5,4305,4305,4305,430

(1)

361

(1)

1,310

180

371

バッファーゾーン実証試験事業

（新）

野生動物による農作物の被害を軽減するため、手

入れの遅れた里山の整備を行い緩衝帯（バッ

ファーゾーン）を設置するとともに、その効果を検証

する。

(3)

長根山運動公園を拠点に森林学習会を開催し、森

林資源の有効活を通じた豊かな里山環境の再生

への理解を深める。

(1)

地域提案型自然環境学習会支

援事業（継）

里山で栽培される特用林産物の新たな付加価値

の開発と販売促進による産地形成を推進し、里山

の利活用促進による里山環境の保全を図る。

村山市計村山市計村山市計村山市計

東根市計東根市計東根市計東根市計

(2)

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、森林資源の大切さを学ぶとともに体

験型の森林環境学習を行う。

市内の地区公民館と地域住民等が協働で取り組

む森林学習プログラムの実践を支援する。

(1)

森と親しむ体験事業（継）

動物共生の森づくり事業（継）

甑岳の森林散策道に県産間伐材を使った標識

を設置するとともに自然環境学習会を開催す

る。

野生生物と共存するための緩衝帯（バッファ

ゾーン）を間木野地区民（東根市高崎）と整備

する。

小中学生が森づくり体験や森林散策などの活

動を通して森林を守り育て使うことの大切さを

理解する。

690

小学生及び保護者を対象に、森林・自然観察

会や木工工作などの体験学習を開催し、森林

資源や自然環境の大切さを学ぶ。

1,884

市内全中学生が植栽活動や森林学習に参加

し、森林とのふれあいを通して森づくりや自然

の大切さについて学ぶ。

村

山

市

自然環境体験事業（継）

森林散策、クラフト、ツリーイングなど自然と触れ合

う体験や森のようちえんを開催し、森林や自然環

境に親しむとともにその大切さを学ぶ。

(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

伐について学ぶとともに、森林資源や森づくりの重

要性を理解する。

豊かな森づくり事業（継）

地域住民との協働による里山整備、希少植物の保

全活動を実施するとともに、小学生を対象に自然

環境学習を実施する。

協働による森づくり活動事業（新）

370

(1) 学習の森林づくり事業（継）

緑の少年団育成事業（継）

特認

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を行う

松くい虫予防を実施する団体等へ樹幹注入剤を支

給する。

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を支援

するため樹幹注入剤を支給するとともに、里山

保全のための研修会を開催する。

市のマスタープランで景観保全及びレクリエーション

ゾーンとして定める区域を、森づくり活動や森林学習の

拠点となるシンボルゾーンとして整備し、里山再生に向

けた保全活動につなげる。

788

新たな森林空間活用事業（継）

尾

花

沢

市

(1)

森々（もりもり）子育て支援事業

（継）

尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計

(1) 森の学校自然学習会事業（継）

(3)

森の恵み販売拡大推進事業

（継）

(1)

298 (3) 美しい絆の森整備推進事業（継）

(4)

学校林整備・利活用推進事業

（継）

学校林の間伐（伐採）から利用（木工教室）まで

の一連の体験学習を通して林業について理解

を深める。

240

537

1,260

515

2,205

400

426

森づくり体験や森林散策等の活動を通じて、地

域の緑を大切にする少年少女の育成を図る。

里山等散策路整備事業（新）

(3)

(3)

333 特認

薬師山森林散策路及び周辺の森林を整備し、

市民が森づくりや森林について学習するシンボ

ルゾーンとして位置づけ、里山再生を図る。

(3)

(1)

279

422
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 695 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 695695695695

基本配分枠 39事業 17,024 特別配分枠 22事業 17,629

村山【14市町】　計 61616161事業 事業 事業 事業 34,65334,65334,65334,653

基本枠　計 4事業 1,235 特別枠　計 1事業 720

5555事業 事業 事業 事業 1,9551,9551,9551,955

基本枠　計 3事業 943 特別枠　計 2事業 1,345

5555事業 事業 事業 事業 2,2882,2882,2882,288

市民と中学生が森林病害虫の被害調査と森林保

全の学習会を通じながら防除活動を実施

393 (1)

200 (3) 学校林の森づくり事業（継）

湿地帯保全活動（継）

陣峰市民の森の湿地帯や陣峰ラインの保全活動

を市民ボランティアとの協働で行う

森づくり・森とのふれあい事業

(継)

間伐材利活用促進看板製作事業

（新）

223

新庄市計新庄市計新庄市計新庄市計

林道等をコースにした歩くイベントを開催。植樹を

行いながら木材利用の促進を図る

町内の間伐材製品取扱業者と連携し、間伐製品の

展示を行い普及を図る。町のイベントを通じて間伐

製品の普及啓発を行う

幼保小中高地域連携学習事業

（継）

(3) 炭焼き体験活動（継）

一般市民と協働でナラ枯れ被害材による炭焼き体

験を行い、被害木の有効利用を図る

257

(2)

ギフチョウ･ヒメギフチョウ生息域となっている森林

エリアの保全･拡大を行ない、町民の自然環境へ

の意識の向上を図る。

(1)

希少野生生物生息地保全事業

（継）

(4) 県産材利用促進事業（継）

小学生の親子を対象とした県産木材を使った木工

教室の開催と作品の展示、中学校の技術教材とし

て県産木材の提供を行い、県産木材をＰＲする。

村

山

幼稚園・保育園・小中高校と地域住民のすべて

の世代が交流して、森林・自然環境に係わる学

習会や体験活動を開催

1,000

学校林を拠点に小学生と地域住民が林業体

験、自然観察等の環境学習を開催

陣峰市民の森に中学生の協力を得て、看板を

製作設置。また、啓発看板やイベント用木札を

地域材で作り、市民に広く利用を啓発

720

226

469

大

石

田

町

大石田町計大石田町計大石田町計大石田町計

676

新

庄

市

(3) 自然体験学習会（継）

陣峰市民の森を会場に市内の中学1年生を対象に

した森林環境学習会

79

(4)

(2)

金

山

町

(4) 間伐材利用促進事業（継）

(1) 森林ウォーキングinカムロ（継）

金山町計金山町計金山町計金山町計

345

(4)

東日本チェンソーアート競技大

会支援事業（継）

東日本大会で、町の林業、金山型住宅等に関する

展示ブースを設置。金山大工による実演・体験を

行い、森林・林業の普及啓発を行う

350
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 7事業 1,420 特別枠　計 2事業 887

9999事業 事業 事業 事業 2,3072,3072,3072,307

基本枠　計 2事業 793 特別枠　計 5事業 1,820

7777事業 事業 事業 事業 2,6132,6132,6132,613

基本枠　計 4事業 1,565 特別枠　計 1事業 1,100

5555事業 事業 事業 事業 2,6652,6652,6652,665

稀少生物が生息する「中村湿原」や「遊々の森」の

保全活動のため、歩道や木柵の補修を地区住民

が行う

134

有害鳥獣が出没する畑地周辺の林地を地区住民

が緩衝林帯として整備する。また、注意喚起を促す

活動を行う

195

特認

梅里苑をシンボルゾーンとして、キノコの植菌・

炭焼きや地域住民と協働した森づくりを行い、

様々な活動を通じて里山の再生を図る

(3) 舟形中学校桜並木再生事業（新）

中学生と地域住民が環境学習と植樹活動を行

いながら桜並木の再生に取組む

樹齢約900年の親杉の保全のための環境整備

と地域資源を活用した自然環境学習会を開催

貴重な動植物が生息する手倉森湿地への散策

路を整備し、自然環境学習を開催

手倉森散策路復旧事業（継）

ナラ枯れ木の活用とナラ林の世代交代のため、

小中学生と大学生が炭焼きの体験を行う。ま

た、地域住民が協働で窯の屋根を設置

(3)

(4)

町内ベンチの木製化プロジェク

ト（新）

町内の小中学校に木の温もりを感じる木製ベンチ

を生徒の自らが製作して設置する。平成２４年度は

舟形中学校に木製ベンチを設置

「白川桜の散歩道」緑化整備事

業（継）

地区住民ボランティアによる森林環境学習と地域

住民の憩いの場の整備と植栽した桜の保育活動

を行う

(4) 炭焼き窯の屋根作り事業（継）

(1)278

138

60

「回帰の森」森づくり活動事業

（継）

(3)201

小学生と町民ボランティアが協働で下刈りや木

製階段、柵の補修を行い、活動フィールドの整

備をする

特認

(4)

もがみの杉利活用推進事業

（継）

地域材から積み木や小学校の学習教材として活

用。地域資源の活用方法を学ぶ

465

(4)

最

上

町

(1)

「ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾀｳﾝ最上町」森林資

源利活用システム学習事業

（継）

児童・生徒を対象にした間伐現場の見学やきのこ

の植菌、植生調査等を体験してもらい、町が取り組

んでいる森林資源の利活用を学ぶ

最上町広葉樹林利用促進事業

（新）

里山林の健全化を目指し、賦存量と更新を図る勉

強会の開催。町民に対して町の取り組みを普及啓

発し、意識を高める

(1)

「ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾀｳﾝ最上町」紅梅荘

緑化・景観整備事業（新）

地域住民と山形芸術工科大の学生が協働で里山

林から移植した木を植樹し、里山林の保全や森林

環境について学ぶ

265 (4)

林地残材木質資源活用推進事業

（新）

林地残材の有効利用を図るため、地元ボラン

ティアによる回収・運搬を行い、町内の熱源とし

て利用する

特認

(1)

「ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾀｳﾝ最上町」森林環

境と緑環境税学習事業（継）

小学生と教師が植樹活動を行い、森林環境や緑

環境税を学習し、里山保全に関する意識を高める

253

(3)

「ボランティアの森」保育事業

（継）

町民からボランティアを募集し、ボランティアの育

成と森林づくり活動を推進する

38

最上町計最上町計最上町計最上町計

舟

形

町

(4)

えんじゅの箸製作プロジェクト

（継）

町の木えんじゅの箸等の試作とアンケートの実施

により、製品の完成度を高め、学校給食への利用

や特産品として普及を図る

515 (1)

県天然記念物"親杉"保全事業

（継）

596

499

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) 稀少生物保全活動（継）

(3) 緩衝林整備（継）

真室川町計真室川町計真室川町計真室川町計

(4)

学校林等を活用し、小学生を対象にした森づくり活

動を地区住民と協働で行い、森林の働きや自然と

の共生について学ぶ

524 (3) 里山楽校（継） 1,100

712

特用林産、県産材利活用事業

（継）

県産材のベンチ等を公共施設に設置し、町民に対

して県産材製品の良さを知ってもらう。また、チェン

ソー講習会により資源活用を図る

211

500

387

220

294

(3)

長尾町内会と町の協働による念

仏の松保全事業（継）

町文化財の念仏の松を町内会と町が協働し

て、森林学習会と松くい虫からの保全活動を行

う
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 4事業 1,076 特別枠　計 事業 0

4444事業 事業 事業 事業 1,0761,0761,0761,076

基本枠　計 2事業 787 特別枠　計 2事業 1,285

4444事業 事業 事業 事業 2,0722,0722,0722,072

基本枠　計 2事業 1,203 特別枠　計 2事業 832

4444事業 事業 事業 事業 2,0352,0352,0352,035

基本配分枠 28事業 9,022 特別配分枠 15事業 7,989

最上【８市町村】　計 43434343事業 事業 事業 事業 17,01117,01117,01117,011

特認(1) 自然体験学習支援事業（継）

小中学生を対象に米湿原等、村内各地をフィール

ドに自然体験学習を行い、森林と生物の関わりに

ついて学ぶ

287 (4)

羽根沢温泉森の恵み活用事業

（継）

羽沢温泉の拠点施設に地域材を活用し、併せ

て「木の香る地域づくり」の一環として普及啓発

を行う。

(1) 菌茸栽培体験事業（継）

小学4年生を対象に植菌体験や学習事業により、

栽培過程や自然の恵みや食育について学ぶ

53

鮭川村エコパークと連携して森林環境教育講

座を開催し、小学生等を対象に森林の果たす

役割や環境について学ぶ

大

蔵

村

(1) おおくら葉山塾（継）

村内小学生を対象にした宿泊による自然体験活動

により、森林・自然について学ぶとともに価値観や

感性を育む

(1)

(4) 県産間伐材普及事業（新）

自然公園として利用者が多い苦水川河川公園に

地域材のパーゴラを設置し、県産木材の普及、間

伐材の利活用を図る

里山菌茸栽培体験事業（継）

325

村民を対象に里山で菌茸栽培の体験を行い、里山

のあり方について考える機会をつくる

482

216

大蔵村計大蔵村計大蔵村計大蔵村計

鮭

川

村

(3) 最上地区森の感謝祭事業（新）

最上地方の森の感謝祭を開催し、緑の少年団や

児童がナラ枯れ被害や森林環境学習、植菌体験、

間伐材の利用について学ぶ

500 (1) 森林環境教育事業（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る桜の植樹を行い、身近な森

の造成を通して森林の機能の重要性を学ぶ

戸沢村計戸沢村計戸沢村計戸沢村計

800 (1) 神田きこり倶楽部（新）

地域住民と子供達が協働して自然環境教育活

動の拠点としてツリーハウスを製作する

(4) 地域材推進事業（継）

戸沢中学校の開校を記念し、地域材を利用したベ

ンチを生徒が組立て設置し、木の香る環境の整備

と自然活動の場として整備する

403 (3) 土湯の森づくり事業（継）

最上川スキー場跡地を土湯の森として設置し、

地域住民や教育機関等と連携した協働の森づ

くり活動を行い、里山の再生を図る

特認

最

上

326

506

685

600
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 4事業 2,553 特別枠　計 3事業 1,371

7777事業 事業 事業 事業 3,9243,9243,9243,924

基本枠　計 2事業 1,079 特別枠　計 2事業 3,205

4444事業 事業 事業 事業 4,2844,2844,2844,284

基本枠　計 2事業 1,046 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 1,0461,0461,0461,046

少年団活動　事業（新）

緑の少年団の活動を支援するための事業 ・日

光市足尾町の緑の少年団との交流と足尾銅山

への植樹活動 ・緑の少年団の森林学習活動

131

特認

米

沢

市

(1) 里山体験事業（継）

米沢市計米沢市計米沢市計米沢市計

(3) 森づくり協働活動事業（継）

(1) 広報ＰＲ事業（継）

市民の森（西向山）や学校林（三沢東部小学校学

校林活動）を活用して、自然体験・環境学習や森林

整備体験活動

666

(4)

地産木材・間伐材利用事業

（継）

地域産材を活用した学習を（木育）を保育施設や、児童生徒を対象に

行う。

・一般公募による、木工工作と森林探険を行う。

・地元材木製品を市民が集まる場所に設置しPRを行う。

1,388

絆の森づくり活動（ぐるっと花笠の森米沢）に加え、地域住民や小学

生親子を対象に森林学習や体験活動を実施する。

・緩衝帯整備や森林学習を兼ねた里山での体験学習。

362

みどり環境税の紹介や活動のPR、森林のはたらき

等を、市報掲載や市報の折込チラシ等によるＰＲ活

動

137

(1) 「おきたま森の感謝祭」事業（新）

米沢市で行われる「おきたま森の感謝祭2012」を活用

し、市民をはじめ多くの参加者に林業や地域産材を用

いて機械を活用したPR活動等を行う。

(4) 木質バイオマス利活用事業（新）

・間伐等による林地残材を搬出運搬及びペレットに加工し、木質

バイオマスエネルギーとして公共施設で活用する。

・公共施設にペレットストーブを導入し、市民に広くＰＲ活動を行

う。

(1)

694

546 特認

南

陽

市

(4) 木材利活用普及促進事業（継）

市関連施設（公民館等）に木製品（プランター）を導入設置し

PRを図る。また、市内産材使用率８４％を使用した森林交流

センターの広報による、市内産材の利用PR活動

(3) 里山リカバリー推進事業（継）

市所有林（NDソフトウェア）を活用して、下刈り等の

森林整備研修会（小学生を対象）と、森林病害虫

の予防研修会

(3)

「森と友に」森づくり活性化事業

（継）

(1)

「森へいこうよ」自然環境学習事

業（継）

緑の少年団・小学生親子や市民を対象にした

自然環境学習（木育や森林公益的機能、山の

恵み、癒しの効果等）の実施

829 1,468

企業の森の取り組みや、幅広い層をターゲット

にしたトークイベントの開催 企業の森での森づ

くり体験活動（植樹及び森林整備体験活動等）

南陽市計南陽市計南陽市計南陽市計

高

畠

町

(1)

まほろばの里森林学習事業

（継）

地域の小学生を対象に、森林整備や森林学習及

びキノコ植菌体験等を実施

高畠町計高畠町計高畠町計高畠町計

(4) 町産材木材利用拡大事業（継）

1,737

0

町有林・財産区有林の間伐材を活用して、児童・生

徒の木工クラブや技術の教材として提供を行う。

356

690

ナラ枯れ被害の恐れがあるナラ林を択伐・運搬集積し、

薪として有効利用及び、地域資源を自然エネルギーとし

て消費する地域循環システムの構築。

特認(4)

自然エネルギー地産地消事業

（新）

250
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 558 特別枠　計 1事業 60

3333事業 事業 事業 事業 618618618618

基本枠　計 3事業 1,217 特別枠　計 1事業 586

4444事業 事業 事業 事業 1,8031,8031,8031,803

基本枠　計 4事業 2,680 特別枠　計 1事業 124

5555事業 事業 事業 事業 2,8042,8042,8042,804

949 (1) 白い森づくり体験事業（新）

小国町で開催される緑の少年団交流大会（グ

リーンジャンボリー）に必要な森林体験学習経

費

124

長

井

市

(3) 不伐の森保全事業（継）

長井市所有林「不伐の森」での森づくり活動

・希少性野生生物の調査と保全活動・遊歩道整備

や案内看板の設置・広葉樹の森の除間伐作業

(4) 木のぬくもり体感事業（新）

長井市内の中学校を対象にした県産材学習活動

 ・技術の授業を活用した木工教室

397

(3) 水源の森復活事業（継）

長井ダムの元土捨場「水源の森」での森づくり活動

・地域住民を中心とした市民参加型による広葉樹の植栽及

び下刈りや環境整備活動

575

245

(4) 水源の森復活事業（継）

長井市平野「２１世紀不抜の森」での森づくり活

動

・市民参加型の植樹

586

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）

小中学生を対象とした町木である「ブナ」を主題とした森林

整備体験や研修会の開催、活動フィールドの整備、及び広

報等による本交付金の普及啓発

(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。

948

275

(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。

508

小国町計小国町計小国町計小国町計

(3) 森林体験学習事業（継）

地域の里山（下小松古墳群）で活動する案内人の

養成、自然体験会の開催及び地域住民参加によ

る保全活動

466 (1) 森林環境学習・体験事業（継）

置賜農業高校の生徒を対象に町有林を活用し

た森林整備体験活動及び森林環境学習活動

60

川

西

町

(2) 自然共生事業（継）

地域に出現する希少野生生物の学習会や現地視察及

希少野生生物の啓蒙チラシを全戸配布しＰＲ活動を行う

92
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 945 特別枠　計 1事業 167

3333事業 事業 事業 事業 1,1121,1121,1121,112

基本枠　計 3事業 1,408 特別枠　計 1事業 1,531

4444事業 事業 事業 事業 2,9392,9392,9392,939

基本配分枠 22事業 11,486 特別配分枠 10事業 7,044

置賜【８市町村】　計 32323232事業 事業 事業 事業 18,53018,53018,53018,530

特認167

(4)

いいで木質バイオマス利活用事

業（新）

白

鷹

町

(1)

里山交流人口拡大プロジェクト

（新）

・来訪者が多いシンボルゾーンへの木製案内板の設置

・町が育成する観光ボランティアガイド「旅先案内人」に対し

て、里山の魅力を教育するための学習会経費

白鷹町計白鷹町計白鷹町計白鷹町計

426 (4) 炭から学ぶ森林バイオ事業（新）

町有林での間伐で発生する林地残材を炭とし

て活用するための体験活動

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）

(4)

いいで森林資源の利活用事業

（継）

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。

348

被害木・林地残材をペレット材に利用

いいで型木質ペレットストーブの公共施設への

ストーブとPR看板等の設置と広報チラシを配布

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。

733

置

賜

飯

豊

町

(4) 木材産業振興プロジェクト（継）

・森づくり活動の基盤となる学校林等の整備

・木工体験教室の開催

519

(4)

いいで豊かな森づくり活動事業

（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。

327

1,531 特認
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 6事業 5,830 特別枠　計 4事業 2,453

10101010事業 事業 事業 事業 8,2838,2838,2838,283

基本枠　計 4事業 3,312 特別枠　計 事業 0

4444事業 事業 事業 事業 3,3123,3123,3123,312

(4)

間伐材活用防風柵設置事業

（継）

「ＪＴの森鶴岡」森林整備事業の植栽地への県産

間伐材を活用した防風柵設置。

850

間伐材を利用した漁礁設置による、漁場の生産性

向上と間伐材の有効活用。

605

山形大学と連携した一般県民を対象とした森林の

公益的機能についての現地学習会。

鶴

岡

市

(1)

つるおかの森森林環境教育推

進事業（継）

(3)

つるおか広葉樹の森再生事業

（継）

森への親しみ推進事業（継）

鶴岡市油戸及び堅苔沢地区の魚の森におい

て、各魚の森づくりの会と協働で行なう森づくり

活動。

つるおか森の案内人の養成研修及び、つるお

か森の散歩道20選で選定された遊歩道の市民

参加による整備。

25

市民の主体的参画と協働による上池・下池及

び都沢湿地周辺の自然環境の保全と自然環境

学習の実施。

200

1,830 特認

未就学児から成人までを対象とした森林整備活動

や、森林体験学習等。

444 (3) 魚の森づくり事業（継）

1,493 (1)

423 (1)

庄内自然博物園構想推進事業

（継）

森林文化メッセージ運動事業（継）

(3)

つるおかの森森林景観保全事

業（継）

国庫補助事業対象区域外での森林病害虫防除。 2,015 (3) 企業の森づくり事業（継）

「JTの森鶴岡」と「ぐるっと花笠の森鶴岡」にお

ける森林整備活動の支援。

酒

田

市

(2) さかた自然環境保全事業（継）

地域住民と協働で行う森林整備や生物多様性保

全活動。

326

鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計

398

500

(3) 森林環境保全活用事業（継）

国庫補助事業対象区域外での松くい虫被害木伐

倒と木質ペレットへの活用。

493

1,993

酒田市計酒田市計酒田市計酒田市計

(1)

熊野長峰における市民参加による広葉樹の森づく

り及び、スギ林の混交林化の研究。

(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た後継者育

成研修、ＰＲ活動、住宅建築相談会を開催。

(4)

(3) 森林ボランティア育成事業（継）

児童生徒や住民団体で行う森林ボランティアにお

ける残材処理等の支援。

間伐材漁礁設置事業（継）
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　　　　平成２４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

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 569 特別枠　計 事業 0

2222事業 事業 事業 事業 569569569569

基本枠　計 2事業 1,433 特別枠　計 1事業 513

3333事業 事業 事業 事業 1,9461,9461,9461,946

基本枠　計 2事業 1,032 特別枠　計 3事業 1,070

5555事業 事業 事業 事業 2,1022,1022,1022,102

基本配分枠 16事業 12,176 特別配分枠 8事業 4,036

庄内【５市町村】　計 24242424事業 事業 事業 事業 16,21216,21216,21216,212

基本配分枠 105事業 49,708 特別配分枠 55事業 36,698

県内【３５市町村】　計 160160160160事業 事業 事業 事業 86,40686,40686,40686,406

350

480 特認

(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。

544 (1) 松林保全事業（新）

西遊佐小学校敷地内において、ボランティア団

体と連携し、松くい虫防除の学習及び、校内の

マツの樹幹注入の実施。

(3) 遊佐町「共存の森」再生事業（新）

町で取得した岩石採取跡地（共存の森（仮称））

で生協組合員や町民と共に広葉樹の森づくり

の実施。

794

639 (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。

14

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）

小学生を対象とした植林体験や森林環境・森

の恵み利用学習の開催。

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。

488

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。

240

遊佐町計遊佐町計遊佐町計遊佐町計

555

湧水を育む森保全事業（継）

庄

内

県

計

(4) みかわ木育推進事業（新）

押切小学校内での作り付け長ベンチ設置による木

育の推進と、県産材の利用促進。

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。
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