
　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

基本枠　計 3事業 3,313 特別枠　計 8事業 5,623

11事業 11事業 11事業 11事業 8,9368,9368,9368,936

基本枠　計 2事業 1,267 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 1,2671,2671,2671,267
上山市計上山市計上山市計上山市計

(2) 自然環境の施設整備事業

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。

1,088

山形市計山形市計山形市計山形市計

上

山

市

(1) 森林環境学習事業

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。

179

森林資源の利活用の推進

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。

854 特認

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。

2,016

(4)

(4)

間伐材を利活用した森林環境学

習

公共施設の木質化

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

用と森林環境への理解を深める。

1,144

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。また、木材の有効利用

について学習する。

654

(4)

(4) 児童公園への木質チップ提供

保育施設への教材提供

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。

164

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。

357 特認

(4)

(4) 小・中学校への教材の提供

間伐材を小・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。

1,282 (3) 野生生物との共生林整備

みはらしの丘環境保全林里山整

備

地域住民と協働で、展望広場の整備（周辺木の伐採等）を実

施する。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

置付づる。

128 特認

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。

306

(3) みんなの森づくり活動

環境保全林内で、児童生徒や地域住民などと協

働により広葉樹を植樹する。

1,544 (3)

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

山

形

市

(1)

森林学習・自然環境学習の場

の整備

学校林の森づくり活動や自然観察などを通じて、

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。

487 (1) 森林に親しむ学習会



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,172 特別枠　計 3事業 1,951

5事業 5事業 5事業 5事業 3,1233,1233,1233,123

基本枠　計 2事業 731 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 731731731731

基本枠　計 2事業 634 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 634634634634
中山町計中山町計中山町計中山町計

(3) 健全な森育成事業

町内の松くい虫被害の拡大による里山環境が悪

化が懸念されている区域で、森林病害虫の防除を

行う。

440

山辺町計山辺町計山辺町計山辺町計

中

山

町

(1) 自然環境学習事業

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保護への理解を深

める。

194

(3) 豊かな里山保育事業

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を行う。

721

天童市計天童市計天童市計天童市計

山

辺

町

(2) 稀少野生生物保全対策事業

町内の小学生を対象に、野生生物であるクマ等と

の共生・生存のため学習会を実施する。

10

森林環境保全意識の醸成事業

森林資源の利活用を通して、中学校の技術家

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。

238

「天童市絆の森林」で、樹名板設置及び樹木

医を講師に森林や自然環境について学習会を

開催し、緑の大切さや緑を育む心を育てる。

181

(4)

(4) 森林環境保全意識の醸成事業

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。

409 (1) 緑の少年団自然学習

天童市絆の森林整備事業

「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、県産材を使った木製

案内板の設置やチップの敷設を行う。

1,532 特認

天

童

市

(4) 天童市みどり環境フェア

天童市わくわくランドを会場に、森林資源の利活

用、森林環境の情報発信及び循環型社会の構築

の啓発等を通して、森林環境保全意識の高揚を

図り、みどり豊かな天童のまちづくりを推進する。

763 (4)



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,103 特別枠　計 1事業 1,134

3事業 3事業 3事業 3事業 2,2372,2372,2372,237

基本枠　計 2事業 704 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 704704704704

基本枠　計 5事業 1,634 特別枠　計

5事業 5事業 5事業 5事業 1,6341,6341,6341,634
西川町計西川町計西川町計西川町計

(4) 地元産木材活用促進事業

西川中学校の技術の中で、やまぢから研究会員

が講師となり地元の木材を活用して木工製品の製

作を行う。

146

(2)

天狗山森林散策道活用整備事

業

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

学習の拠点となるように整備する。

935

(1) 緑の少年団育成事業

学校周辺の広葉樹林の抜き切りやキノコの植菌

などの体験活動、森のしくみなどを学ぶ森林学習

を行う。

104

(1)

癒しの空間・森林ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ体

験事業

森林の中で宿泊・野外炊飯や工作などの自然体

験活動を行い、森林や自然環境への理解と興味

を育む。

233

河北町計河北町計河北町計河北町計

西

川

町

(1) ブナの森自然学校事業

西川小学校の５年生が宿泊を通して交流し、ブナ

の森散策や広葉樹林での昆虫観察など自然体験

活動や環境学習を行う。

216

(4) 木とふれあう環境学習事業

産業祭り会場において、木工クラフトと環境学習を

実証する。また、パネル等を使って環境税や森林

のＰＲを行う。

335

寒河江市計寒河江市計寒河江市計寒河江市計

河

北

町

(3) 森林景観保全整備事業

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。

369

(4) 木質ペレット普及促進事業

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。

36

いこいの森活性化事業

県産間伐材を活用したテーブルや丸太椅子を

「いこいの森地内」に設置し県産材のＰＲ及び

利用促進を図る。

1,134

寒

河

江

市

(4) 県産材利活用促進事業

県産間伐材を活用した転落防止木柵を「いこいの

森地内」に設置し県産材のＰＲ及び利用を促進す

る。

1,067 (4)



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,019 特別枠　計

3事業 3事業 3事業 3事業 1,0191,0191,0191,019

基本枠　計 5事業 945 特別枠　計

5事業 5事業 5事業 5事業 945945945945
大江町計大江町計大江町計大江町計

(4)

大江町型住宅ＰＲ用

看板設置事業

西山スギ材で作成した大江町型住宅の看板を設

置することにより、大江町型住宅のPRを促進し

て、森林環境税の啓発活動を図る。

295

(4) 西山形材工作事業

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。

232

(4) 森林とのふれあい体験事業

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。

56

(4) 木のぬくもりふれあい事業

町内の幼児への地元大江町産西山スギで製作し

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。

96

朝日町計朝日町計朝日町計朝日町計

大

江

町

(4) やすらぎの場提供事業

大江町産西山杉で製作したテーブルとベンチを町

内の施設等に設置し、地元産スギ材と木の良さの

ＰＲと木製品の普及を図る。

266

(4) 県産材の学習用品設置事業

町内の小学校等に、県産材を利用した学習用の

本棚等を設置し、県産材の利用促進と林業への

関心を高める。

168

(3) 景観保全整備事業

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

確保をするとともに、景観の保全を図る。

682

朝

日

町

(1) 環境学習推進事業

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。

169



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,064 特別枠　計 2事業 3,620

5事業 5事業 5事業 5事業 4,6844,6844,6844,684

基本枠　計 1事業 1,319 特別枠　計 6事業 2,638

7事業 7事業 7事業 7事業 3,9573,9573,9573,957
東根市計東根市計東根市計東根市計

石崎山環境整備事業

石崎山は、森林散策路及び周辺の森林を整備し、市

民が森林学習や森づくり体験などを実施し、里山再

生に向けた拠点エリアとして活用していく。

493 特認(3)

65 特認(3) 里山等散策路整備事業

薬師山は、森林の手入れが遅れており荒廃し

ているため、里山再生のシンボルボーンとして

地域と協働で散策道や森林整備を行う。

森と親しむ体験事業

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

資源や自然観察の大切さを学ぶ。

608

400 特認

(1)

395

(3) 動物共生の森づくり事業

野生生物と共存するための緩衝帯（バッファー

ゾーン）を間木野地区民（東根市高崎）と整備

する。

(1) 新たな森林空間活用事業

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。

協働による森づくり活動事業

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。

677

東

根

市

(3) 豊かな森づくり推進事業

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。

1,319 (1)

村山市計村山市計村山市計村山市計

(4) 間伐材利用促進事業

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。

286

学習の森林づくり事業

市内全中学生が植林体験や森林学習に参加

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。

2,658

962

(3) 豊かな森づくり事業

地域住民との協働による里山整備、稀少植物の

保全活動を実施するとともに、児童生徒を対象に

自然環境学習を実施する。

409 (1)

村

山

市

(1) 自然環境体験事業

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。

369 (1) 緑の少年団育成事業

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。



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,365 特別枠　計 5事業 3,506

10事業 10事業 10事業 10事業 4,8714,8714,8714,871

基本枠　計 2事業 699 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 699699699699

基本配分枠 39事業 16,969 特別配分枠 24事業 18,472

村山【14市町】　計 63事業 63事業 63事業 63事業 35,44135,44135,44135,441

大石田町計大石田町計大石田町計大石田町計

村

山

(4) 県産材利用促進事業

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、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。

473

尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計尾花沢市計

大

石

田

町

(2) 稀少野生生物生息地保全事業

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・拡大を行い、町民の自然環境への

意識の向上を図る。

226

バッファーゾーン設置事業

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。

105 特認

600 特認

(2) 絆の森松林保全事業

絆の森（長根山）を中心に松林保全のため松くい

虫予防（樹幹注入）を実施する。

509 (2)

1,238

(1)

地域提案型自然環境学習会支

援事業

地域提案型自然環境学習会支援事業 60 (4) 木質エネルギー利活用推進事業

木質燃料を活用したストーブを公共施設に設

置し、木質バイオマスエネルギーの推進及び

地域住民へ普及啓蒙を図る。

(1) 森の恵み販売拡大推進事業

里山で栽培されると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

山の利活用促進環境の保全を図る。

159 (4) 学校林整備推進事業

学校林の間伐（伐採）から利用（木工教室）ま

での一環の体験学習を通して林業全般につい

て理解を深める。

美しい絆の森整備推進事業

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、里山再生に向け

た保全活動につなげる。

1,114 特認

449

(1) 森の学校自然学習会事業

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、体験型の森林環境教育を行う。

300 (2)

尾

花

沢

市

(1) 森々（もりもり）子育て支援事業

市民参加による森づくり活動の一層の拡充を図ることを

目的に長根山を中心に各種の森林学習会を開催し森林

資源の有効活用や里山の再生を推進する。

337 (3) 里山松林保全支援事業

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。



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 4事業 1,235 特別枠　計 1事業 720

5事業 5事業 5事業 5事業 1,9551,9551,9551,955

基本枠　計 3事業 944 特別枠　計 3事業 2,636

6事業 6事業 6事業 6事業 3,5803,5803,5803,580
金山町計金山町計金山町計金山町計

平成２６年に金山町で全国育樹祭が開催されることを

記念し、開催予定地の遊学の森を中心に森林教室や

育林体験を醜態としたプレイベントを開催する

1,000

643

(4)

東日本チェンソーアート競技大

会支援事業

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 (1)

第３８回全国育樹祭プレイベント

開催事業

(1) 森林ウォーキングinカムロ

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

200 (3) 学校林の森づくり事業

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

(1) 幼保小中高地域連携学習事業

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

993

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

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

394

(3) 炭焼き体験活動

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

146

(3) 自然体験学習会

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

293

(2) 湿地帯保全活動

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

65

(4) 間伐材利活用促進看板製作事業

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

新

庄

市

(1) 森づくり・森とのふれあい事業

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

731



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 6事業 1,420 特別枠　計 3事業 2,426

9事業 9事業 9事業 9事業 3,8463,8463,8463,846

基本枠　計 2事業 797 特別枠　計 3事業 769

5事業 5事業 5事業 5事業 1,5661,5661,5661,566
舟形町計舟形町計舟形町計舟形町計

絶滅危惧種が多数生息する手倉森湿原への案内看

板を地域住民が自ら組み立てて設置し、環境学習の

場としての環境を整え、自然環境学習を行う

290

265

(1) 木製大型看板設置事業

(1)

県天然記念物"親杉"散策路整

備事業

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

321 (3) 舟形中学校桜並木再生事業

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

(3)

長尾町内会と町の協働による念

仏の松保全事業

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

214

最上町計最上町計最上町計最上町計

舟

形

町

(4)

町内ベンチの木製化プロジェク

ト

国宝「縄文の女神」に関わる女神の丘と舟形中学校に、

関係者及び生徒が自ら組み立てた木製ベンチ等を設置

し、森林資源の利活用に関する理解を深める

476

(4) もがみの杉利活用推進事業

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

378

(3)

「白川桜の散歩道」緑化整備事

業

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

62

(3) 「ボランティアの森」保育事業

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

43

全国育樹祭記念イベントと位置づけ、東日本大震災

で被災された方々とともに植樹を行うことで森林や緑

の豊かさを享受し、絆を深めることで復興支援の一助

とする

1,181(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

地元の森林資源の再確認と自然保護や森林環境に対す

る意識を高めるため、町内の高校生と山形芸術工科大の

学生が環境学習や植樹を行なう

500 (3)

全国育樹祭記念

復興絆の森づくり事業

全国育樹祭記念イベントと位置づけ、森づくりの輪を

広げるため、記念式典、記念植樹、森づくり体験活動

を行うほか、復興の森づくり交流会を行う

730 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

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

267 (3)

全国育樹祭記念

最上地域森の感謝祭事業

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

515 特認

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

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

170 (3) 「回帰の森」森づくり活動事業



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 4事業 1,569 特別枠　計 1事業 995

5事業 5事業 5事業 5事業 2,5642,5642,5642,564

基本枠　計 2事業 1,079 特別枠　計 1事業 45

3事業 3事業 3事業 3事業 1,1241,1241,1241,124

基本枠　計 2事業 787 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 787787787787
鮭川村計鮭川村計鮭川村計鮭川村計

(1) 森林環境教育事業

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、人と森林の関わりや森林の果たす役割に

ついて学ぶ

580

大蔵村計大蔵村計大蔵村計大蔵村計

鮭

川

村

(1) 自然体験学習支援事業

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

207

(1) 里山菌茸栽培体験事業

村民を対象に里山で菌茸栽培の体験を行うとともに森林

の機能や県みどり環境税について学び、森林整備の必

要性や里山のあり方について考える機会をつくる

223

(1) 菌茸栽培体験事業

小学4年生を対象に植菌体験や森林学習により、栽

培過程や自然の恵み、食育、森林の持つ働きについ

て学ぶ

45

真室川町計真室川町計真室川町計真室川町計

大

蔵

村

(4) 県産間伐材普及事業

地区の交流の場に、地域住民がパーゴラを組み立てて設

置し、自然・森林学習に適した里山として環境を整備する

とともに、森林環境学習を行う

856

(4) 特用林産、県産材利活用事業

県産材のベンチや看板を町内の公共施設や名所に設置

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

939

(3)

緩衝林整備

　　　　　　　　　　　　　(特認事業)

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

190

特認

(2) 希少生物保全活動

稀少生物が生息する「中村湿原」の保全活動のた

め、歩道の整備を地区住民が行う

140

(3) 里山楽校

梅里苑をシンボルゾーンとし、広葉樹の植栽など地域

住民と協働で森づくりを行う。また、現地材でベンチ等

の組立てキットを作成し、町民に利用してもらう

995

真

室

川

町

(1) 自然環境学習事業

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

300



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,202 特別枠　計 1事業 316

3事業 3事業 3事業 3事業 1,5181,5181,5181,518

基本配分枠 25事業 9,033 特別配分枠 13事業 7,907

最上【８市町村】　計 38事業 38事業 38事業 38事業 16,94016,94016,94016,940

基本枠　計 1事業 2,550 特別枠　計 6事業 1,554

7事業 7事業 7事業 7事業 4,1044,1044,1044,104

338 特認

米沢市計米沢市計米沢市計米沢市計

714

(4) 地産木材・間伐材利用事業

市有林で間伐した材をペレットに加工し、木質

バイオマスエネルギーとして公共施設で活用

する。

(4) 地産木材・間伐材利用事業

森林公園内の木製遊具の修繕、小学生等を対

象とした木工クラフト、市内学童保育所へ木製

教材等の配布を行う。

緩衝帯整備事業

Ｈ２１に実施した緩衝帯の整備を、地域ボラン

ティアと協働で継続して実施する。

146 特認

64

(3)

116

(3) 絆の森活動事業

やまがた絆の森活動を支援するため、フィール

ド整備等を行う。

(1) 広報PR事業

市報のページを買い取り、みどり環境税の紹

介や活動のPR、森林の役割等を紹介する。

少年団活動事業

米沢市緑の少年団を対象に、市内のブナ原生

林の森林散策や、森づくり活動を行う。

176

戸沢村計戸沢村計戸沢村計戸沢村計

最

上

米

沢

市

(1) 里山体験事業

地域コミセンや学童保育所と連携し、森林散策や

ネイチャーゲーム、木工等による森林体験学習を

行う。

2,550 (1)

特認

(4) 地域材推進事業

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、木の香る教育環境と

自然活動の場を整備する

387

(3) 土湯の森づくり事業

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

316

戸

沢

村

(3) 桜ヒルズ造成事業

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

815



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,078 特別枠　計 4事業 4,527

6事業 6事業 6事業 6事業 5,6055,6055,6055,605

基本枠　計 2事業 1,051 特別枠　計 1事業 341

3事業 3事業 3事業 3事業 1,3921,3921,3921,392

基本枠　計 3事業 876 特別枠　計 事業 0

3事業 3事業 3事業 3事業 876876876876
川西町計川西町計川西町計川西町計

(1) 森林環境学習・体験事業

置賜農業高校生を対象とした下刈り活動や森林

環境学習を実施する。

118

(1) 自然共生事業

クマなどの野生動物に関する学習会や勉強会、現

地視察などを行う。

42

高畠町計高畠町計高畠町計高畠町計

川

西

町

(1) 森林体験学習事業

地域の里山で自然体験会や歴史探訪学習及び保

全活動を行う。

716

(4) 町産材木材利用拡大事業

町内産間伐材の板材を、小中学校の学習教材と

して提供する。

450

まほろばの里緩衝林帯保全活動

事業

緩衝林帯の整備や学習会の開催、ＰＲチラシ

の配布、注意看板設置、捕獲檻の製作等を行

う。

341 特認

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

地域の小学生を対象に、間伐見学、森林整備及

びキノコ植菌体験等を実施する。

601 (3)

資源循環型社会促進事業

市内のナラ枯れ木被害木等の広葉樹を伐採し、ペ

レット化して市内の施設で使用する。市内庁舎にペ

レットストーブを設置し、同時にＰＲ活動を行う。

690 特認

870 特認

(4)

2,295

(2) 希少野生生物保全対策事業

市内で野生鳥獣に関する講演会や、注意看板

の設置や注意喚起チラシの配布、熊出没地域

小学校への熊よけ鈴の貸出しを行う。

(3) 里山リカバリー推進事業

森林ボランティア団体や一般市民等を対象とした

森林病害虫被害予防の現地研修会を開催する。

250 (1)

「森へいこうよ」自然環境学習事

業

緑の少年団や小学生親子、一般市民を対象に

した自然環境学習を実施する。

「森と友に」森づくり活性化事業

企業の森の活動をPRするバスツアーや森づく

り講演会、企業の森での体験イベントを行う。

672 特認

南

陽

市

(4) 木材利活用普及促進事業

市内保育施設へ木製教材等の配布を行う。

市内産材により建築した交流センターをＰＲする。

828 (3)



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,187 特別枠　計 2事業 920

5事業 5事業 5事業 5事業 2,1072,1072,1072,107

基本枠　計 5事業 2,681 特別枠　計 1事業 430

6事業 6事業 6事業 6事業 3,1113,1113,1113,111
小国町計小国町計小国町計小国町計

(1)

白い森づくり体験事業

（おきたま森の感謝祭）

町内で開催される｢おきたま森の感謝祭｣で、木工

体験やペレットストーブの展示等を行う。

1,061

(1)

環境教育推進事業（環境対策

事業）

町民を対象に、未利用の森林資源を活用した堆

肥作成会や先進地視察を行う。

219

(1) 環境教育推進事業

小･中学生や保護者を対象に、｢環境｣をテーマに

した学習会を開催する。

93

(1)

森から拓く次代の生業づくり事

業

Ｉ・Ｕターンの農林業従事者による生業発表会や作

業体験、きのこの学習会、ワラビポット苗の研修会

等を行う。

1,134

白い森づくり体験事業

（おきたま森の感謝祭）

｢おきたま森の感謝祭｣開催における森林体験

イベントを行う。

430

長井市計長井市計長井市計長井市計

小

国

町

(1) 白い森づくり体験事業

小中学生等を対象としたブナの森研修会や間伐

教室等を開催する。広報等により、本交付金事業

の普及啓発を図る。

174 (1)

205 特認

(3) 不伐の森保全事業

「不伐の森」で、除･間伐や遊歩道の環境整備活

動を実施する。

145

(4) 木のぬくもり体感事業

県産間伐材の板材や工作キットを、小中学校の学

習教材として提供する。

211 (2) 野生生物との共生環境保全事業

市内で野生生物の学習会を行うほか、クマな

ど野生動物に対する注意看板やＰＲチラシ、ワ

ナの製作を行う。

不伐の森記念事業

「不伐の森」制定２５周年を記念した植樹会等

の行事を開催する。

715 特認

長

井

市

(3) 水源の森復活事業

「２１世紀不伐の森」で、市民参加型の植樹会のた

めの環境整備活動を行う。

831 (3)



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 943 特別枠　計 1事業 240

4事業 4事業 4事業 4事業 1,1831,1831,1831,183

基本枠　計 3事業 1,409 特別枠　計 1事業 1,250

4事業 4事業 4事業 4事業 2,6592,6592,6592,659

基本配分枠 22事業 11,775 特別配分枠 16事業 9,262

置賜【８市町村】　計 38事業 38事業 38事業 38事業 21,03721,03721,03721,037

飯豊町計飯豊町計飯豊町計飯豊町計

置

賜

(4) いいで森林資源の利活用事業

ナラ枯れ被害木を活用した遊歩道整備や、町内保

育施設に町内産材の木製品を配布する。

745

(3) いいで豊かな森づくり活動事業

手ノ子地区内にある採草地跡地を活用した桜の植

樹や、ＰＲチラシの配布を行う。

300

地域材等を活用したシンボルゾー

ンの整備活動

水芭蕉群生地周辺の腐朽した木道の整備や

チップ敷設を行うほか、ＰＲチラシを配布する。

1,250 特認

飯

豊

町

(1) いいで森林自然環境学習事業

緑の少年団による学校林内での森林環境学習

や、親子を対象とした木工クラフト教室を開催す

る。

364 (2)

白鷹町計白鷹町計白鷹町計白鷹町計

(4) 炭から学ぶ森林バイオ事業

町有林等で伐採した材を活用した炭焼き体験会を

実施する。

209

240 特認

(4) 木材産業振興プロジェクト

学校林等の倒木処理や歩道補修を行うほか、町

主催イベントで町内産間伐材を活用した木工教室

等を開催する。

492

白

鷹

町

(1) 里山交流人口拡大プロジェクト

登山道・遊歩道の腐朽した階段等を一般参加者

の協力により整備する。

242 (3) 絆を深める森林整備事業

やまがた絆の森活動を支援するため、フィール

ド整備等を行う。



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 10事業 4,942 特別枠　計 1事業 2,401

11事業 11事業 11事業 11事業 7,3437,3437,3437,343
鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計

(3) 企業の森づくり事業

「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。

435

(3) 魚の森づくり事業

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。

71

(3) 松ヶ岡開墾場景観保全事業

国指定史跡松ヶ岡開墾場における森林病害虫防

除。

95

(3)

つるおかの森森林景観保全事

業

国庫補助事業対象区域外での森林病害虫防除。 2,107

(3) つるおか広葉樹の森再生事業

山形大学と連携した熊野長峰における森づくり及

び森林散策道整備の実施による里山広葉樹の森

づくりの推進。

152

(2) 人と野生鳥獣との共存事業

野生鳥獣との適切な関係を構築するため、その生

態の勉強会及び地域住民との意見交換会の開

催。

198

(1) 森林文化メッセージ運動事業

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。

223

(1) 森への親しみ推進事業

山形大学と連携した一般県民対象の森林の公益

的機能についての現地学習会の開催。

400

(1)

山の活動体験事業

（サラリーマン林太郎）

兼業林家や退職者を対象とした森林整備及び特

用林産物の栽培等講習会の開催。

110

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。

2,401 特認

鶴

岡

市

(1)

つるおかの森森林環境教育推

進事業

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。

1,151 (2) 庄内自然博物園構想推進事業



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 3,299 特別枠　計

3事業 3事業 3事業 3事業 3,2993,2993,2993,299

基本枠　計 2事業 569 特別枠　計

2事業 2事業 2事業 2事業 569569569569

基本枠　計 2事業 1,428 特別枠　計 1事業 518

3事業 3事業 3事業 3事業 1,9461,9461,9461,946
庄内町計庄内町計庄内町計庄内町計

(3) 森林空間利活用事業

北月山登山道等を活用したトレッキングの実施及

び、荒廃している板敷古道の現地調査、整備検討

会の実施。

1,158

(1) 森づくり・森林環境学習事業

小学生等を対象とした下刈体験や森林環境・

森の恵み利用学習の開催。

518

三川町計三川町計三川町計三川町計

庄

内

町

(1) 森林体験学習事業

学校と連携した森林に関する講話や整備活動等

の体験。

270

(4) みかわ木育推進事業

押切小学校内での円形ステージ設置による木育

の推進と、県産材の利用促進。

551

酒田市計酒田市計酒田市計酒田市計

三

川

町

(1) 木のぬくもり体験事業

森林散策体験を行い、自然保護に対する関心と

緑化に対する意識の向上を図る。

18

(4) さかた木づかい夢ネット事業

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。

2,480

(3) 森林環境保全活用事業

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。

583

酒

田

市

(3) 森林ボランティア育成事業

児童生徒や住民団体等の森林ボランティア活動

に対する残材処理等による支援。

236



　　　　平成25年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績） 単位：千円

項目 事業名 事業概要 実績額 項目 事業名 事業概要 実績額 備考

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,029 特別枠　計 3事業 721

5事業 5事業 5事業 5事業 1,7501,7501,7501,750

基本配分枠 19事業 11,267 特別配分枠 5事業 3,640

庄内【５市町村】　計 24事業 24事業 24事業 24事業 14,90714,90714,90714,907

基本配分枠 105事業 49,044 特別配分枠 58事業 39,281

県内【３５市町村】　計 163事業 163事業 163事業 163事業 88,32588,32588,32588,325

遊佐町計遊佐町計遊佐町計遊佐町計

庄

内

県

計

町で取得した岩石採取跡地（共存の森）におけ

る生協組合員や町民と共に行う森づくり活動の

実施。

311 特認(3) 遊佐町「共存の森」再生事業

ボランティア団体と連携して行う西遊佐小児童

を対象としたマツの樹幹注入による松くい虫防

除の学習の実施。

195(3) 公益の森100年計画事業

ボランティア団体や緑の少年団と共に行うマツ苗

の植栽や保育作業の実施。

610 (1) 松林保全事業

水文学の研究者を講師に迎えて、団体や大学

などと協力して行う森林と水環境の関係につい

ての学習会の開催。

215

遊

佐

町

(3) 遊佐町森林景観保全事業

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。

419 (1) 湧水を育む森保全事業


