
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 3,304 特別枠　計 8事業 5,628

11事業 11事業 11事業 11事業 8,9328,9328,9328,932

基本枠　計 2事業 1,266 特別枠　計 1事業 352

3事業 3事業 3事業 3事業 1,6181,6181,6181,618

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

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。

1,070

(1) 森林世代間交流事業

西山及び蔵王高原坊平において、夏休みに小

中学生・親子・祖父母と孫を対象に自然観察・

木工教室等を行い地域学習や世代交流の機

会を創出する。

352

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

小学校児童、保護者によりヒメサユリの苗床づく

り、播種を行い、森林の大切さについて学ぶ。間

伐材を利用しベンチを製作し、市民に木の良さをＰ

Ｒする。

196

上山市計上山市計上山市計上山市計

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、資源循環型社会へ向けた意識の

高揚を図る。

954(4) 森林資源の利活用の推進

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。

2,073(4)

間伐材を利活用した森林環境学

習

(3)

(4) 保育施設への教材提供

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。

299(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。

1,300 (3) 野生生物との共生林整備

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。

1,095(4) 公共施設の木質化

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。

535(4) 児童公園への木質チップ提供

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

置付ける。

205(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。

1,584 (3)

みはらしの丘環境保全林里山整

備

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。

292

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

山

形

市

(1)

森林環境・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。

420 (1) 森林に親しむ学習会

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。

175



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,166 特別枠　計 2事業 396

4事業 4事業 4事業 4事業 1,5621,5621,5621,562

基本枠　計 3事業 732 特別枠　計 0

3事業 3事業 3事業 3事業 732732732732

基本枠　計 2事業 632 特別枠　計 0

2事業 2事業 2事業 2事業 632632632632

基本枠　計 2事業 1,109 特別枠　計 0

2事業 2事業 2事業 2事業 1,1091,1091,1091,109

山辺町計山辺町計山辺町計山辺町計

寒河江市計寒河江市計寒河江市計寒河江市計

(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。

56

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。

1,053

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。

192

中山町計中山町計中山町計中山町計

(2)

希少野生生物等の保全学習事

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・生存のため学習会や町内で採取された

昆虫を展示し自然環境について理解する。

15

(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

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 (1)

(4) 県産材普及啓発事業

町内で平成２６年度中に生まれた子どもさんへ、

木製フォトフレームをプレゼントし県産材の普及啓

発を図る。

241

山

辺

町

(3) 豊かな里山保育事業

愛宕山周辺の健全な松林を松くい虫被害から守る

ため予防剤注入作業を実施し森林の多面的機能

の維持景観保全を図る。

476

天童市計天童市計天童市計天童市計

216(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。

403 (4) 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。

緑の少年団自然学習

ジャガラモガラ周辺に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。

180



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 708 特別枠　計 0

3事業 3事業 3事業 3事業 708708708708

基本枠　計 5事業 1,638 特別枠　計 0

5事業 5事業 5事業 5事業 1,6381,6381,6381,638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。

330

(3) 森づくり事業

森林公園や歩道沿いの山林に桜の森を作るべく、

地元との協働で桜を植栽する。

787

西

川

町

(1) 緑の少年団育成事業

学校周辺の森林で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。

77

(1)

癒しの空間・森林ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ体

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。

192

(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。

252

河北町計河北町計河北町計河北町計

(1) 森林ふれあい自然学習事業

ふるさと散歩道周辺において、自然学習の一環と

して子供たちによる鳥巣箱を設置する。

163

(4)

ふるさと散歩道休憩所設置事

業

谷地地内の森林内にあるふるさと散歩道周辺に

休憩用の木製ベンチを設置する。

292

河

北

町

(2) 希少野生生物生息地整備事業

希少な野生生物であるヒメギフチョウの生息地の

下草刈り等を行い、自然環境を整備し、自然学習

の場として活用する。

253



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,022 特別枠　計 0

3事業 3事業 3事業 3事業 1,0221,0221,0221,022

基本枠　計 7事業 948 特別枠　計 0

7事業 7事業 7事業 7事業 948948948948大江町計大江町計大江町計大江町計

(1) 生き物観察調査事業

森林近くの生き物の分布調査を実施することによ

り、身近な生物とその生き物が暮らしている環境

について学習会等を実施する。

66

(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。

95

(4) 西山杉体験学習事業

緑の少年団を対象とした、町有林内等において、

雑木等の間伐等体験・西山杉材についての学習

会等を実施し森林の役割をな学ぶ。

186

(4) 公共施設木質化事業

地元西山スギ材を使用したテーブルを庁舎内に設

置することにより、積極的な木質化を図る。

122

(4) 森林とのふれあい体験事業

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。

50

朝日町計朝日町計朝日町計朝日町計

大

江

町

(4) 西山杉材工作事業

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。

250

(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。

179

(3) 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。

103

(2) 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。

810

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。

109



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,061 特別枠　計 2事業 2,352

5事業 5事業 5事業 5事業 3,4133,4133,4133,413

基本枠　計 1事業 1,325 特別枠　計 6事業 2,193

7事業 7事業 7事業 7事業 3,5183,5183,5183,518

(3) 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。

(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。

198

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。

1,325 (1)

579 特認

(1)

100

(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。

361 特認

東根市計東根市計東根市計東根市計

483 特認

市内全中学生が「教育の森」において杉やブ

ナの植林体験と森林学習教室に参加し、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。

2,100

252

(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。

449 (1)

(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。

472

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。

379 (1) 緑の少年団育成事業

森づくり体験や自然散策等の活動を通じて、自

然に親しみながら緑あふれる郷土を愛する健

康で明るい少年少女の育成を図る。

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。

233

学習の森林づくり事業



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,446 特別枠　計 4事業 1,907

9事業 9事業 9事業 9事業 3,3533,3533,3533,353

基本枠　計 2事業 702 特別枠　計 0

2事業 2事業 2事業 2事業 702702702702

基本配分枠 43事業 17,059 特別配分枠 23事業 12,828

村山【14市町】　計 66事業 66事業 66事業 66事業 29,88729,88729,88729,887

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。

476

110 (4) 木質エネルギー利活用推進事業

木質燃料を活用したペレットストーブを公共施

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。

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) 希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

(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。

499

バッファゾーン設置事業

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

（バッファゾーン）を設置するとともに、その効果

を検証する。

230

大石田町計大石田町計大石田町計大石田町計

(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。

161 (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。

626 特認

尾

花

沢

市

(1) 森々子育て支援事業

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。

506 (3)

690

(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 170 (2)

361

(1) 森の恵み販売拡大推進事業

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

の利活用促進環境の保全を図る。



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,237 特別枠　計 2事業 2,345

5事業 5事業 5事業 5事業 3,5823,5823,5823,582

基本枠　計 3事業 945 特別枠　計 3事業 2,687

6事業 6事業 6事業 6事業 3,6323,6323,6323,632金山町計金山町計金山町計金山町計

1,420

467

(4)

東日本チェンソーアート競技大

会支援事業

大会で、町の林業等に関する展示ブースを設置。

金山町の林業の歴史や、林業と街並み景観づくり

の関係等の紹介などを行い、森林・林業への関心

を深めてもらう。

350 (4)

第３８回全国育樹祭プレイベント

開催事業

全国育樹祭の開催機運を高めるため、飾花に

使用する木製プランターカバーを整備するとと

もに、地域材の利活用と森林の大切さを普及

啓発する。

(1) 森林ウォーキングinカムロ

町内外から広く参加者を募って、林道を中心とした

コースで森林セラピーの実践及び、環境学習の一

環としてウォーキングイベントを開催する。

150 (3) 学校林の森づくり事業

平成２５年度に県自然環境学習推進事業を

行った明安小学校林において、散策道の整備

など教育環境を整備するとともに、小学生と地

域住民が下刈りなどの林業体験、自然観察等

を行う。

地域連携学習事業

未就学児から小学生、中学生、高校生、一般

町民すべての世代が交流し、森林、林業、木

材産業、自然環境等に係わる学習会や体験活

動を行う。

800

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、間伐材を

利用した製品や普及ＰＲなどを通じて間伐材利用

の重要性を説明し、県産間伐材製品の利用拡大

を図る。

445 (1)

203

650

(3) 自然体験学習会

市内の中学生が、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し、里

山保全への意識高揚を図る。

283 (3)

全国育樹祭記念

最上地域森の感謝祭事業

全国育樹祭の開催機運を高めるとともに、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。また、被災地の

復興支援として宮城県森づくり団体との交流会

を行う。

751 (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、案内看

板や山火事防止の啓発看板を製作し設置す

る。また、新庄まつり等のイベント用木札を地

域材で作り、市民に広く木材の利用を啓発す

る。

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を行うとともに、枝打ち等の

森づくり活動を行う。

1,695

(3) 炭焼き体験活動

市民と協働でナラ枯れ被害材による炭焼き体験を

行い、被害木の有効利用とともに、森林の健全化

を図る。



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,425 特別枠　計 3事業 1,284

8事業 8事業 8事業 8事業 2,7092,7092,7092,709

基本枠　計 2事業 798 特別枠　計 0

2事業 2事業 2事業 2事業 798798798798

(3)

「白川桜の散歩道」保育・整備

事業

地区住民ボランティアが、子供たちの森林環境学

習と地域住民の癒しの場の提供を目的に、植栽し

た桜の保育活動等に取り組む。

170

舟形町計舟形町計舟形町計舟形町計

(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」を保護するため、町内会

と町が協働で森林学習会と松くい虫からの保全活

動を行ない、地域の森林・樹木は地域で支えてい

くという意識を醸成させる。

223

108 (3)

全国育樹祭記念

奥羽山芭蕉の森「復興絆の森」保

育事業

集落の薪炭林の歴史を子供たちに伝えるとと

もに、子供たちと町民ボランティアが協働で下

刈りや木製階段の補修等を行い、身近な森林

での更新、材の利活用、保全活動の重要性を

再認識する。

460 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

小学生と教師が間伐現場やチッププラント等を見

学することで、森林環境や森林資源の利活用方法

を学習する。また、植樹活動や保育作業、森林整

備の学習会を行うことで、里山保全に関する意識

を高める。

243 (3) 「回帰の森」森づくり活動事業

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。

575

(4) もがみの杉利活用推進事業

町内産の木材で作製した積み木を、町内の幼稚

園にプレゼントし、園児に創造力を育んでもらう。

また、町内産の間伐材を地域での学習教材として

活用し、木質資源の利用拡大を図る。

335

町内の児童・生徒を対象に、最上町が取り組

む森林資源利活用システム等について学ぶ機

会を提供し、森林の持つ多面的な機能、自然

環境の保全や森林整備の大切さ等を伝える。

159

最

上

町

(1)

「ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾀｳﾝ最上町」ウェル

ネスタウン里山林づくり事業

町内の小・中・高校生、東北芸術工科大学の学生

らが、地元の森林資源や自然保護、森林環境に

対する意識の高揚を図るため、木造施設「紅梅

荘」で環境学習と植樹を行う。

569 (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

平成２５年度最上地域森の感謝祭で植栽した

約７００本の苗木について、地域住民と緑の少

年団が下刈りなどの保育作業や自然観察会等

を行い、森づくり活動が継続して実践される地

域づくりを行う。

665 特認(3)

前森里山保全と親子森林ふれ

あい教室事業

町民のボランティアによる保育活動を実施し、ボラ

ンティア活動の自主性を高める。また、「親子ふれ

あい森林教室」を開催し、親子で楽しみながら木

製用品の作製に取り組み、木材に対する愛着を

持ってもらう。



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 1,575 特別枠　計 2事業 1,195

7事業 7事業 7事業 7事業 2,7702,7702,7702,770

基本枠　計 3事業 1,084 特別枠　計 1事業 571

4事業 4事業 4事業 4事業 1,6551,6551,6551,655

(1) 菌茸栽培体験事業

自然と直に触れあいながらなめこの栽培を体験す

ることで、自然環境学習に役立てる。また、なめこ

の植菌・収穫までの過程を学習することで、食育

の観点からも学習を図ることを目的とする。

103

里山菌茸栽培体験事業

里山で森林学習やなめこの植菌・収穫作業を

行なうことで、豊かな森の恵みに感謝するとと

もに里山整備の必要性について再認識し、里

山での森づくり活動を活性化する。

571

大蔵村計大蔵村計大蔵村計大蔵村計

真室川町計真室川町計真室川町計真室川町計

大

蔵

村

(1) おおくら葉山塾

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、自然に対する価値観や感性、郷土への

愛着心を養い、「生きる力」を育む。

550 (1)

(3) ナラ枯れ被害林再生

ナラ枯れ被害と森林機能について学習するととも

に、地元住民と小学生が、ブナ等の自生種の植栽

によりナラ枯れにより荒廃した森林の再生を図る。

195

(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の利活用の重要

性をＰＲする。

501

(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。

431

200

(3) 緩衝林整備

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とともに、クマへの注意

喚起を促す活動を行う。

136

特認

(2) 希少生物保全活動

差首鍋地区の「中村湿原」に生息する希少生物を

保全するため、地区住民が湿原内のヨシ刈りと湿

原周辺の遊歩道の整備を行う。

338 (4)

全国育樹祭記念

県産材全国ＰＲ事業

全国育樹祭の併催事業として開催される全国

緑の少年団交流研修会会場周辺を、県産間伐

材で作製したプランターカバーを使って飾花す

ることで、真室川町のおもてなしの心を伝える

とともに、県産間伐材製品の良さを全国にＰＲ

する。

(3) 里山楽校

スギ林の間伐を行うとともにその材で木工品

キットを作成し、町民が自ら作製することで県

産材の利用拡大を図る。また、キノコの植菌や

樹木の植栽など、地域住民と協働した森づくり

を行い、森の恵みを体感できる豊かな里山環

境の再生を目指す。

995

真

室

川

町

(1) 自然環境学習事業

町内各小学校児童を対象に、「学校林」を活用し

た自然観察学習や、下刈体験・木工クラフトを実

施することにより、自然との関わりや森林施業の

意味・森林の働きについて学習する。

405



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 791 特別枠　計 事業 0

2事業 2事業 2事業 2事業 791791791791

基本枠　計 2事業 1,206 特別枠　計 3事業 608

5事業 5事業 5事業 5事業 1,8141,8141,8141,814

基本配分枠 25事業 9,061 特別配分枠 14事業 8,690

最上【８市町村】　計 39事業 39事業 39事業 39事業 17,75117,75117,75117,751

最

上

140

250

(4)

地域材推進事業（ツリーハウス修

繕）

地域の森林学習の場として利用されているツ

リーハウスが老朽化し危険であることから、山

形大学との連携によりツリーハウスを修繕する

とともに、自然環境や林業について学び、森林

環境教育の拠点とする。

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、村内各地のフィール

ドで自然体験学習を行い、森林と生物の関わりに

ついて学ぶ。

151

(4) 地域材推進事業（バス待合所）

学校の合併に伴なうスクールバスでの通学をより

安全かつ快適なものにするため、子供たちや地域

住民と県産材によるバス待合所を作製するととも

に森林学習を行ない、地域材の利用推進を図る。

406 (1) 戸沢小学校森林・自然環境学習

小学校の統合後も統合前の地域とのつながり

を維持するため、学区内の様々な地域で森

林、自然環境等についての学習を行い、地域

に対する愛郷心を育むとともに、自然の大切さ

を学ぶ。

土湯の森づくり事業

荒廃した最上川スキー場跡地を「土湯の森」と

命名し、地域住民や教育機関、地元森づくり団

体、国有林等と連携した協働の森づくり活動を

行い、荒廃地への里山の再生を図る。

218

戸

沢

村

(3) 桜ヒルズ造成事業

地区住民と公募により村外から選ばれた参加者

が桜を植栽し、森林機能の重要性について学ぶと

ともに、地域景観の向上と地域ボランティアの育

成を図る。また、村外からの参加者を募ることで、

森林を通しての地域間交流を実現する。

800 (3)

戸沢村計戸沢村計戸沢村計戸沢村計

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。

640



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 2,532 特別枠　計 7事業 3,751

9事業 9事業 9事業 9事業 6,2836,2836,2836,283

基本枠　計 2事業 1,073 特別枠　計 3事業 2,517

5事業 5事業 5事業 5事業 3,5903,5903,5903,590南陽市計南陽市計南陽市計南陽市計

310 特認(4) 資源循環型社会促進事業

市内産木材をペレットに加工し、市内公共施設

のペレットストーブの燃料として使用する。公共

施設へ導入したペレットストーブのPR及び学習

会の実施。

「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。

2,046

161 特認

(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及び、

国庫補助事業対象外区域での松くい虫対策。

470 (1)

米沢市計米沢市計米沢市計米沢市計

南

陽

市

(4) 木材利活用普及促進事業

市内保育施設への木製教材等の配布。市内産材

を使用し建築した公共施設のＰＲ。

603 (3) 「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の実施。

市内のボランティア団体や企業を対象とした

ワークショップの開催。

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

するほか、学習会を実施し利用促進を図る。

410 特認

468

(4)

174 特認

(4) 地産木材・間伐材利用事業

多数の人が訪れ、市内の名所となっている笹

野観音の休憩施設整備に係る市産木材の提

供。市関係施設に市産木材を利用した木製玩

具、テーブル等を設置。

地産木材・間伐材利用事業

公共施設等へ木材玩具および木製パンフレットス

タンドを設置。市内学童保育所へ木工玩具等の提

供及び木育教室の開催。

1,517 (1) 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。

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

学習を実施。

2,197

(3) 緩衝帯整備事業

地域ボランティアによる緩衝林帯の整備・保全

して実施。

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。

193

194

(3)

米

沢

市

(3) 景観保全事業

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実施。

1,015 (1)

115

(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。

(4)



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 1,049 特別枠　計 1事業 108

3事業 3事業 3事業 3事業 1,1571,1571,1571,157

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

基本枠　計 3事業 1,189 特別枠　計 1事業 106

4事業 4事業 4事業 4事業 1,2951,2951,2951,295長井市計長井市計長井市計長井市計

(3) 不伐の森継承事業

「不伐の森」において、森林の重要性や不伐の森

の意義を認識してもらうための体験型イベントの

開催。

382

特認

(3) 水源の森復活事業

「２１世紀不伐の森」の環境整備、市民参加による

植樹活動の実施

553

(2) 野生生物との共生環境保全事業

緩衝林帯の整備や、クマ被害注意喚起のため

ののぼり設置、小学生へのクマよけ鈴の配布

を実施。野生動物との共生に向けた学習会の

開催。

106

川西町計川西町計川西町計川西町計

長

井

市

(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。

254

(3) 里山再生プロジェクト

地域住民参加による里山の保全活動、松枯れに

よる倒木処理等。

588

(2) 自然共生プロジェクト

野生動植物との共存・共生に向けた学習会の開

催

97

高畠町計高畠町計高畠町計高畠町計

川

西

町

(1) 森林体験学習事業プロジェクト

町内の小学生を対象とした植菌体験の実施。置賜

農業高校生を対象とした森林整備体験活動を実

施。

191

(4) 町産材木材利用拡大事業

町内産間伐材を、小中学校の学習教材として提供

する。

500

まほろばの里緩衝林帯保全活動

事業

緩衝林帯の整備や、クマ被害注意喚起のため

ののぼり設置、小学生へのクマよけ鈴の配布

を実施。

108 特認

高

畠

町

(1) まほろばの里森林学習事業

地域の小・中学生を対象に、間伐見学、森林整備

及びキノコ植菌体験等を実施する。

549 (2)



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 5事業 2,690 特別枠　計 事業 0

5事業 5事業 5事業 5事業 2,6902,6902,6902,690

基本枠　計 3事業 942 特別枠　計 1事業 292

4事業 4事業 4事業 4事業 1,2341,2341,2341,234

(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。

207

292 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。

465

(1) マタギの小路づくり事業

森林資源を活用した地域振興や、森林・里山等の

保全活動に関する体験型セミナーの開催。

153

小国町計小国町計小国町計小国町計

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。

270 (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。

(1)

環境教育推進事業（環境対策

事業）

森林資源の有効活用の推進を図るため、町民を

対象による森林資源を活用した堆肥づくりを実

施。

748

白鷹町計白鷹町計白鷹町計白鷹町計

(1)

森から拓く次代の生業づくり事

業

町内の中学生を対象とした、Ｉ・Ｕターンの農林業

従事者による生業発表会の実施。林業機会操作

研修会の開催。

1,392

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。

258

(1) 環境教育推進事業

小学生や地域住民を対象に、自然環境や森林資

源をテーマとした学習会等を開催する。

139



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 3事業 1,409 特別枠　計 6事業 5,149

9事業 9事業 9事業 9事業 6,5586,5586,5586,558

基本配分枠 23事業 11,760 特別配分枠 19事業 11,923

置賜【８市町村】　計 42事業 42事業 42事業 42事業 23,68323,68323,68323,683

置

賜

760 (4)

地域材等を活用したシンボルゾー

ンの整備活動

水芭蕉群生地における地域材を活用した木道

の整備や周辺環境の整備、ＰＲチラシの配布。

2,159

飯豊町計飯豊町計飯豊町計飯豊町計

1,335

(3) いいで森の文化啓発事業

町内で培われた森林文化を見つめなおし、広く

県民に知ってもらうことや、地元木材の利活用

の普及啓発を目的に、大勢の県民が集まるイ

ベントに併せて実演や体験、展示販売等の活

動を行う。

(3) いいで森づくり協働推進事業

森づくり活動に対する理解を深め、森林の大切

さを知ってもらうためのフィールドワーク等を実

施。

いいで森林資源の利活用事業

町内の保育施設に木製玩具の材料を配布し、

木材利用の普及啓発を行う。

250

(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植栽

箇所の整備。

300 (3) いいで豊かな森づくり活動事業

手ノ子地区内の採草地跡地における樹木の植

栽および土壌改良。

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。

355

飯

豊

町

(3) いいで森づくり協働推進事業

これからの森林との関わり方について考えてもら

うきっかけづくりを目的として、森林に興味をもつ

人などを対象に講演会を開催する。

349 (1)

800

(4)

250

(4) いいで森林資源の利活用事業

飯豊公園内における間伐材を活用した安全柵の

設置や、水芭蕉群生地内における地域材を活用し

た排水対策の実施。



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 8事業 5,522 特別枠　計 3事業 2,833

11事業 11事業 11事業 11事業 8,3558,3558,3558,355

基本枠　計 3事業 3,292 特別枠　計 事業 0

3事業 3事業 3事業 3事業 3,2923,2923,2923,292

(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

500

鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計鶴岡市計

酒

田

市

(3) 森林ボランティア育成事業

森林・自然環境学習の推進及び地域住民等との

協働として、ボランティア事業の支援を行う

319

酒田市計酒田市計酒田市計酒田市計

(3)

大山公園城山地区

景観保全事業

住民との協働による支障木や枯損木の剪定伐

採、及び低木の植栽、下草刈り等の登山道整備

562

(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

2,473

(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(松くい虫の薬剤散布)

99

(3) 魚の森づくり事業

油戸及び堅苔沢での各魚の森づくりの会と協

働で行なう森づくり活動と鼠ヶ関での新たな森

づくり活動

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

325

(3) つるおかの森林景観保全事業

国庫補助事業対象区域外での森林病害虫防除

(松くい虫の薬剤散布と被害木の伐倒破砕)

2,643

(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

186

1,940 特認

(1)

山の活動体験事業

（サラリーマン林太郎）

サラリーマンや退職者を対象とした間伐講習会及

び特用林産物の栽培等講習会の開催

118 (3)

鶴

岡

市

(1)

つるおかの森林

環境教育推進事業

森林体験学習等による未就学児・小学生等への

森林に対する理解と環境保全意識の醸成

774 (2) 庄内自然博物園構想推進事業

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

568

(1) ｢ケヤキの森｣がっこう実施事業

森林公園｢ケヤキの森｣を活動拠点に森林・自然

体験教室の実施、活動プログラムの作成

609

(1) 森林文化都市構想推進事業

つるおか森の散歩道20選の整備・活用及び森の

ソムリエの育成・活用

531



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

　　　　平成26年度みどり環境交付金事業実績（市町村ごとの個別実績）

市町

村名

【　基　本　配　分　枠　】 【　特　別　配　分　枠　】

基本枠　計 2事業 571 特別枠　計 事業 0

2事業 2事業 2事業 2事業 571571571571

基本枠　計 2事業 1,429 特別枠　計 1事業 513

3事業 3事業 3事業 3事業 1,9421,9421,9421,942

基本枠　計 2事業 1,028 特別枠　計 3事業 730

5事業 5事業 5事業 5事業 1,7581,7581,7581,758

基本配分枠 17事業 11,842 特別配分枠 7事業 4,076

庄内【５市町村】　計 24事業 24事業 24事業 24事業 15,91815,91815,91815,918

基本配分枠 108事業 49,722 特別配分枠 63事業 37,517

県内【３５市町村】　計 171事業 171事業 171事業 171事業 87,23987,23987,23987,239

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

221 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藤崎小学校児

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

391(3) 公益の森100年計画事業

ボランティア団体や地元小学生等とともに行うマツ

苗の植栽や保育作業の実施

545 (1) 松林保全事業

鳥海山の湧水を育む森林を守るため、関係団

体・機関と連携し、住民が森林と水環境の関係

を学ぶ学習会を開催

118

庄内町計庄内町計庄内町計庄内町計

遊

佐

町

(3) 遊佐町森林景観保全事業

三

川

町

(1) 木工クラフト創作体験事業 間伐材を利用した木工クラフトでの創作体験 27

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

483 (1) 湧水を育む森保全事業

(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

1,162

(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

513

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下刈・間伐の

必要性を内容とした体験事業の開催

267

(4) みかわ木育推進事業

東郷小への木製ベンチ、横山小への木製プラン

ターカバーの設置による木育の推進と、県産材の

利用促進

544


