
　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

(1)
森林環境・自然環境学習の場
の整備

小中学生に森林の大切さを知り、自然を対象にし
た仕事に興味を持たせるため、学校林での森づく
り活動や自然観察などを行う。

453 (1) 森林に親しむ学習会
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。

316

(3) みんなの森づくり活動
みはらしの丘で、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。

1,534 (3)
みはらしの丘環境保全林里山整
備

地域住民と協働で、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。

305 特認

(4) 小・中学校への教材の提供
木材利用と森づくりへの理解を深めてもらうため、
小・中学校に授業の教材として間伐材を提供す
る。作られた作品は公共施設で展示する。

1,300 (4) 保育施設への教材提供
情操教育に活用するため、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
提供する。

136

(4) 児童公園への木質チップ提供
木に触れる機会を創出するため、市産木材を
利用した木質チップを児童公園に敷設すると
ともに、木材活用の学習会を開催する。

671 特認

(4) 公共施設の木質化
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ため、間伐材
を利用した製品を公共施設に設置する。

896

(4)
間伐材を利活用した森林環境学
習

間伐等の学習会を行うとともに、地域住民と協
働で間伐材製のゴミ集積施設を組立・設置す
る。併せて、市有林の未利用材をペレットに加
工する。

2,454

基本配分枠　計 3事業 3,287 特別配分枠　計 6事業 4,778
9事業 8,065 (7事業) 

(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
ＰＲする。

139 (1) 森林世代間交流事業
里山において、学習や世代交流の機会を創出
するため、小中学生・親子・祖父母と孫を対象
に自然観察・木工教室等を行う。

2,017

(3) 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。

1,121 (4) 自然エネルギー活用推進事業
地域住民と協働で、蔵王みはらしの丘上山発
電所の周辺森林で下刈り等の森林整備を行
う。

980

基本配分枠　計 2事業 1,260 特別配分枠　計 2事業 2,997
4事業 4,257 (2事業) 

(4) 天童市みどり環境フェア

森林環境保全意識の高揚を図るため、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
を行う。

793 (1) 緑の少年団自然学習
緑の大切さや緑を育む心を育てるため、水晶
山周辺で樹名板設置及び林業体験会、自然
環境についての学習会等を開催する。

196

(2) 森林環境整備事業
地域住民との協働によるｼﾞｬｶﾞﾗﾓｶﾞﾗでの笹刈り
等の保全活動を行うとともに、周辺施設・歩道等
の案内板を整備する。

364 (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、自然環境を大切
にする心を育むため、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
行う。

678

基本配分枠　計 2事業 1,157 特別配分枠　計 2事業 874
4事業 2,031 (2事業) 

上
山
市

上山市計

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

山
形
市

山形市計

天
童
市

天童市計



　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(3) 豊かな里山保育事業

松くい虫被害の防止を図り、森林の多面的機能
の維持、景観保全に資するため、森林散策を楽し
める能中峰遊歩道沿いの松林へ樹幹注入を行
う。

486

(4) 県産材普及啓発事業
町内の児童遊園へ県産材木製テーブル・イスを
配置し、子どもたちに木のよさを感じてもらい、県
産材の普及啓発を図る。

246

基本配分枠　計 2事業 732 特別配分枠　計 事業 0
2事業 732 (事業) 

(1) 自然環境学習事業
森林をはじめとする自然への理解を深めるため、
町内の小学生及び保護者を対象に森林学習や
自然保護活動を行う。

192

(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の悪
化が懸念されている区域で、森林病害虫の予防
を行う。

441

基本配分枠　計 2事業 633 特別配分枠　計 事業 0
2事業 633 (事業) 

(4) 県産材利活用促進事業
県産材のＰＲをすることで県産材の利用を促進す
るため、県産間伐材を活用した木製柵を「いこい
の森」地内の遊歩道に設置する。

1,053

(4) 木質ペレット普及促進事業
木質バイオマスエネルギーのＰＲ、普及啓発を図
るため、ペレットストーブの燃焼実演を行う。

54

基本配分枠　計 2事業 1,107 特別配分枠　計 事業 0
2事業 1,107 (事業) 

(1) 木と触れ合う機会創出事業
森林への関心を高めるため、町内の小学生を対
象に木工クラフト教室を開催する。

414

(3) 森林景観保全整備事業
森林の景観悪化や倒木による被害を防ぐため、
松くい虫被害木等による枯損木の伐採を行う。

296

基本配分枠　計 2事業 710 特別配分枠　計 事業 0
2事業 710 (事業) 

山
辺
町

山辺町計

中
山
町

中山町計

寒
河
江
市

寒河江市計

河
北
町

河北町計



　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(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。

236

(1) 緑の少年団育成事業
学校周辺の森林でキノコの植菌体験や木工体験
を行うと共に、森のしくみなどを学ぶ森林学習を
行う。

79

(3) 森づくり活動事業
町内長沼、本道寺地区の森林公園や歩道沿いの
山林に、地元との協働でもみじを植栽する。

1,101

(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。

226

基本配分枠　計 4事業 1,642 特別配分枠　計 事業 0
4事業 1,642 (事業) 

(1) 環境学習推進事業
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ため、町内３小学校周辺の
森林で森林環境学習を行う。

91 (4) 公共施設の木質化事業
木とふれあう機会を作り、木材利用と森林環
境への理解を深めるため、間伐材を利用した
木製品を和合総合交流拠点施設に設置する。

1,550

(3) 景観保全整備事業
生活の安全を確保をするとともに、景観の保全を
図るため、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。

810

(4) 県産材の学習用品設置事業
県産材の利用促進と林業への関心を高めるた
め、町内の小学校等に、県産材を利用した学習
用の本棚等を設置する。

121

基本配分枠　計 3事業 1,022 特別配分枠　計 1事業 1,550
4事業 2,572 (1事業) 

西
川
町

西川町計

朝
日
町

朝日町計



　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(1) 森林とのふれあい体験事業
森林環境や地元産材への理解を深めるため、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体験を行う。

99 (4)
木質バイオマスエネルギー普及
事業

木質エネルギーの普及のため、「大江町山里
交流館」に薪ストーブを設置し、薪作りイベント
等を開催する。

942 特認

(2) 生き物等調査事業
森林近くの動植物の分布調査を実施し、環境計
画作成等の基礎資料の作成や、森林環境に関す
る学習会等を行う。

104

(4) 西山杉材工作事業
森林環境や地元産材への理解を深めるため、大
江町産西山スギ材を使った木工体験を行う。

258

(4) 木のぬくもりふれあい事業
森林のはたらきや木について理解を深めるため、
町内の幼児へ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する。

195

(4) 庁舎内木質化事業
一般家庭において積極的な木質化を進めるた
め、地元西山スギ材を使用したテーブルを庁舎内
に設置し、ＰＲを行う。

294

基本配分枠　計 5事業 950 特別配分枠　計 1事業 942
6事業 1,892 (1事業) 

(1) 自然環境体験事業

森林や自然環境に親しむとともにその大切さを学
ぶことを目的として、森林散策、クラフト体験など
自然とふれあう体験や森のようちえんを開催す
る。

389 (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。

305

(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
保全活動を行うとともに、児童生徒を対象に自然
環境学習事業を行う。

394 (1) 学習の森林づくり事業

市内全中学生が、「教育の森」において植林
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。

2,262

(4) 間伐材利用促進事業
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ことを目的として、中学校に
技術教科の教材として間伐材を提供する。

280

基本配分枠　計 3事業 1,063 特別配分枠　計 2事業 2,567
5事業 3,630 (2事業) 

大
江
町

大江町計

村
山
市

村山市計



　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(3) 豊かな森づくり推進事業
松くい虫予防講習会を実施した団体等へ樹幹注
入剤を支給する。また、被害木の伐倒駆除を行
い、豊かな森づくりの推移を図る。

1,340 (1) 協働による森づくり活動事業
小中学生が森林を守り育て使うことの大切さ
を理解することを目的に、森づくり体験や森林
保全活動を行う。

534

(1) 森と親しむ体験事業
小学生及び保護者を対象に、森林資源や自
然環境の大切さを学ぶため、森林・自然観察
会や木工工作などの体験学習事業を行う。

596

(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
ゾーン）を間木野地区、平・土木原地区民と整
備する。

451 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。

115 特認

(3) 石崎山環境整備事業
里山再生に向けた拠点エリアとして活用して
いくため、周辺の森林を整備と、市民が参加
する森林学習や森づくり体験事業などを行う。

350 特認

基本配分枠　計 1事業 1,340 特別配分枠　計 5事業 2,046
6事業 3,386 (5事業) 

(1) 森々子育て支援事業
市民参加の森づくり活動による有効活用や里山
の再生を推進するため、長根山（おーばん琴の
森）で森林学習会を行う。

393 (1)
御所山景観整備・自然学習会事
業

観光地である御所山を自然学習の場と位置づ
け、遊歩道の整備を行い、森林学習会を行う。

127

(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。

174 (2) バッファゾーン設置事業
野生動物による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を設置す
るとともに、その効果を検証する。

380 特認

(1) 森の恵み販売拡大推進事業
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
境の保全を図るため、森の恵み体験会を行う。

150 (3) 美しい絆の森整備推進事業
銀山温泉周辺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位置づけ、ホーマッ
クの森と地域住民が協働で植栽活動を行う。

269 特認

(1)
地域提案型自然環境学習会支
援事業

森林学習会等の定着を図るため、市内地域公民
館と地域住民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。

120 (4) 学校林整備推進事業
小学生の林業全般に関する理解を深めること
を目的に、学校林の間伐から利用（ゴミステー
ション作製）までの一環の体験学習を行う。

432

(2) 絆の森松林保全事業
長根山を中心に松林保全のため松くい虫予防
（樹幹注入）を行う。

618 (4) 木質エネルギー利活用推進事業
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ため、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する。

704 特認

基本配分枠　計 5事業 1,455 特別配分枠　計 5事業 1,912
10事業 3,367 (5事業) 

東
根
市

東根市計

尾
花
沢
市

尾花沢市計



　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(2) 希少野生生物生息地保全事業
保全・拡大を目的とした自然環境に対する意識向
上を図るため、ギフチョウ・ヒメギフチョウ生息域と
なっている森林区域の整備を継続的に行う。

226

(4) 県産材利用促進事業
県産木材をＰＲするため、小学生の親子を対象と
した県産木材を使った木工教室を行うとともに、
中学校の技術教材として県産木材を提供する。

476

基本配分枠　計 2事業 702 特別配分枠　計 事業 0
2事業 702 (事業) 

基本配分枠 38事業 17,060 特別配分枠 24事業 17,666

村山【14市町】　計 62事業 34,726

(1) 森づくり・森とのふれあい事業
森林保全への意識の高揚を図るため、陣峰市民
の森において、市内中学1年生を対象に、森林環
境学習会や枝打ち等の森づくり活動を行う。

725 (4)
間伐材利活用促進看板製作事
業

積み木等の木材加工品を地域材で作製し市
内の各施設に配布するとともに、産学官が連
携して木材加工品の商品開発を行う。

1,146

(3) 自然体験学習会
市内中学生に対する里山保全への意識高揚を図
るため、森林病害虫の被害調査と防除活動を含
めた森林保全の学習会を開催する。

249

(3) 炭焼き体験活動
ナラ枯れ被害木の有効利用により、森林の健全
化を図るため、市民と協働でナラ枯れ被害材によ
る炭焼き体験を行う。

260

基本配分枠　計 3事業 1,234 特別配分枠　計 1事業 1,146
6事業 2,380 (1事業) 

(4) 間伐材利用促進事業
県産間伐材製品の利用拡大を図るため、町内の
間伐材製品取扱業者と連携し、間伐材を利用し
た製品の普及やＰＲを行う。

448 (1) 地域連携学習事業
未就学児から小中高生、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。

1,010

(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り、森林セラピーを実
践するとともに、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)
第３８回全国育樹祭ポストイベン
ト開催事業

同育樹祭のポストイベントとして、「やまがた森
の感謝祭」及び併催事業を実施し、改めて森
林の利活用等への興味を広める。

1,900

(4)
東日本チェンソーアート競技大
会支援事業

森林・林業への関心を深めてもらうため、東日本
チェンソーアート競技大会において、林業の歴史
や金山型住宅の紹介展示等を行う。

350

基本配分枠　計 3事業 948 特別配分枠　計 2事業 2,910
6事業 3,858 (2事業) 
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(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

町内の小中高生等が、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。

494 (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

町内の児童・生徒に、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、森林整備の大切さ等を伝え
る。

248

(3)
若宮・東法田「桜の里山づくり」
事業

里山保全に対する意識の高揚やより良い地域・
里山づくりを図るため、地域住民と協働して、児童
遊園地や街道沿いに多様な種のサクラを植樹す
る。

603 (3) 「回帰の森」森づくり活動事業

材の利活用、森林の保全活動の重要性を再
認識してもらうため、子供たちに薪炭林の歴史
を伝えるとともに、町民と協働し下刈り等を行
う。

466

(3)
前森里山保全と親子森林ふれ
あい教室事業

活動の自主性を高めるため、町民ボランティアに
よる保育活動を行う。また、木材に対して愛着を
持ってもらうため、「親子ふれあい森林教室」を開
催する。

79 (3)
奥羽山芭蕉の森「復興絆の森」
保育事業

森づくり活動が継続して実践される地域づくり
を行うため、地域住民と緑の少年団が、苗木
の保育作業や自然観察会等を行う。

582 特認

(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。

147 (3)
「一刎の大山桜を広げよう！」事
業

里山保全に対する意識の高揚を図るため、子
どもたちも含めた地域住民が病気や鳥の食害
に強いオオヤマザクラ（地元産）を植樹する。

331

(4) もがみの杉利活用推進事業
木質資源の利用拡大を図るため、町内産の間伐
材を地域での学習教材として活用する。

108

基本配分枠　計 5事業 1,431 特別配分枠　計 4事業 1,627
9事業 3,058 (4事業) 

(4)
舟形２・西堀町内会の”憩いの
スペースづくり”プロジェクト

地域森林資源の利活用への理解を深めるため、
桜並木や縄文の女神モニュメント広場に、地域住
民自らが木製ベンチ等を組み立てて設置する。

435 (4) 町内ベンチの木製化プロジェクト

森林資源の利活用に関する理解を深めるた
め、縄文の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
置する。

542

(1)
”はまぐり沼登山道”休憩所整
備事業

森林資源への理解を深めるため、はまぐり沼とそ
の周辺の遊歩道に、町と地域住民、ボランティア
が協働で木製ベンチ等を設置し、森林学習を行
う。

144

(3)
長尾町内会と町の協働による
念仏の松保全事業

地域の森林は地域で支える意識を醸成するた
め、町内会と町が協働で町文化財の「念仏の松」
を保護するための森林学習会と保全活動を行う。

222

基本配分枠　計 3事業 801 特別配分枠　計 1事業 542
4事業 1,343 (1事業) 
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(1) 自然環境学習事業

自然との関わりや森林施業の意味、森林の働き
について学習させるため、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事業を
行う。

424 (3) 里山楽校

県産材の利用拡大のため、町民が間伐を行
い、その材で木工品を作成する。また、豊かな
里山環境の再生のため町民と協働し森づくり
を行う。

1,095 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木
道の整備を行う。

301

(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。

189

(3) ナラ枯れ被害林再生
ナラ枯れにより荒廃した森林の再生を図るため、
ナラ枯れ被害の学習事業を行うとともに、地元住
民と小学生がブナ等自生種の植栽を行う。

207

(4) 特用林産、県産材利活用事業
県産材のベンチや案内用の標柱を町内の公共施
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。

457

基本配分枠　計 5事業 1,578 特別配分枠　計 1事業 1,095
6事業 2,673 (1事業) 

(1) おおくら葉山塾
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」を育むため、村内小学生を対象
にした宿泊による自然体験活動を行う。

424 (1) 里山菌茸栽培体験事業

里山整備の必要性について再認識し、森の恵
みに感謝し森づくり活動を活性化するため、里
山で森林学習やなめこの植菌・収穫作業を行
う。

402

(4) 県産間伐材普及事業

県産間伐材の利活用について理解を深めるた
め、森林学習を行うとともに、テーブルの組み立
て・設置及び、ウッドチップを利用した遊歩道の整
備を行う。

580

(1)
「生きものと木にふれあえる環
境づくり」整備事業

近年少なくなった水生生物が住みやすい環境を
整えるため、地元住民がビオトープを設計して実
際に造成し、環境教育を行える場所を整備する。

84

基本配分枠　計 3事業 1,088 特別配分枠　計 1事業 402
4事業 1,490 (1事業) 

(1)
自然体験学習支援事業
（希少種生息・生育地）

小中学生を対象に、米湿原等村内各地のフィー
ルドで森林と生物の関わりについて学ぶ自然体
験学習を行う。

151 (1)
自然体験学習支援事業
　（鮭川小学校林）

人と森林の関わりや森林の果たす役割を学習
する場を設けるため、小学生を対象に村内学
校林を活用した自然環境学習事業を行う。

285

(1) 森林環境教育事業
鮭川村エコパークと連携し、人と森林の関わりや
森林の果たす役割について学ぶ森林環境教育講
座を開催する。

640

基本配分枠　計 2事業 791 特別配分枠　計 1事業 285
3事業 1,076 (1事業) 
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(3) 桜ヒルズ造成事業
森林機能の重要性について学ぶとともに、地域ボ
ランティアの育成を図るため、地区住民を主体に
し、桜を植栽する。

550 (3) 土湯の森づくり事業
荒廃した最上川スキー場跡地の里山の再生
を図るため、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う。

189 特認

(1)
戸沢小学校森林・自然環境学
習

地域に対する愛郷心を育むとともに、自然の大切
さを学ぶため、地域の指導者とともに森林・自然
環境等についての学習を行う。

660 (4)
地域材推進事業（北の妙めだか
池整備）

地域住民が整備し、自然環境教育のフィール
ドとして利用している北の妙創造大学（古口地
区）のめだか池に、地域材を使用した木道を
整備する。

296

基本配分枠　計 2事業 1,210 特別配分枠　計 2事業 485
4事業 1,695 (2事業) 

基本配分枠 26事業 9,081 特別配分枠 13事業 8,492

最上【８市町村】　計 39事業 17,573

(1) 里山体験事業
里山の現状や重要性、楽しさを学んでもらうた
め、学童保育所等を対象とした森林散策やネイ
チャーゲーム等を行う。

1,773 (1) 里山体験事業
里山の現状や重要性、楽しさを学んでもらうた
め、地区コミュニティセンターや小学校等と連
携し、森林散策やネイチャーゲーム等を行う。

1,092

(3) 景観保全事業
口田沢地内の草本塔敷及び米沢市大森山森林
公園の松くい虫の防止活動を行う。

729 (1) 少年団活動事業
自然とのふれあいにより水と緑を守り育てる
心を養うため、米沢市緑の少年団を対象とし
た森林散策や森林学習等を行う。

173

(4) 地産木材・間伐材利用事業
米沢産材の普及・ＰＲを図るため、米沢産材を用
いた普及啓発物品を制作する。

27 (1) 広報PR事業
市民へ森林の大切さをＰＲするため、市報に
みどり環境税や森林の役割等を掲載する。

144

(3) 絆の森活動事業
企業や森林所有者等との協働による絆の森
づくり活動を行う。

90

(3) 緩衝林帯整備事業
野生動物との共生を図るため、緩衝林帯整備
及びクマハギ被害の防止対策を行う。

231 特認

(4) 地産木材・間伐材利用事業
米沢産材の良さをＰＲするため、市内学童施
設への木製玩具の提供等を行う。

1,016

(4) 地産木材・間伐材利用事業
木質バイオマスの利用を進めるため、米沢産
材の間伐材をペレットに加工し、ペレットストー
ブ設置施設に提供するとともに、広くＰＲする。

501 特認

基本配分枠　計 3事業 2,529 特別配分枠　計 7事業 3,247
10事業 5,776 (7事業) 
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(4) 木材利活用普及促進事業
木への興味関心を持つ心を育てるため、市管理
施設への間伐材製品の配布、木育博物館への玩
具収納棚の設置等を行う。

813 (3) 「森と友に」森づくり活性化事業

里山再生に向けてのシンボルゾーンとするた
め、市内の企業の森体験イベント（企業の森
巡り、下刈り等の森林整備体験等）を開催す
る。

783 特認

(3) 里山リカバリー推進事業

里山再生（リカバリー）の必要性を認識してもらう
ため、森林ボランティア団体や絆の森企業、市民
等を対象とした森林病害虫予防法の現地研修会
を行う。

260 (1)
「森へいこうよ」自然環境学習事
業

自然に対する理解を深め、親しみを持ってもら
うため、緑の少年団や小学生、未就学児、市
民を対象とした自然環境学習を行う。

1,955

基本配分枠　計 2事業 1,073 特別配分枠　計 2事業 2,738
4事業 3,811 (2事業) 

(1) まほろばの里森林学習事業
森林への理解を深め、森林の役割を伝えていくた
め、地域の子どもたちを対象とした森林学習を行
う。

412 (2)
まほろばの里緩衝林帯保全活動
事業

地域住民と野生生物との共生を図るため、緩
衝林帯の環境整備、児童生徒への熊よけ鈴
の配布、注意を促すのぼりの作製を行う。

86 特認

(4) 町産材木材利用拡大事業

町産木材への理解を深めてもらい間伐材の有効
利用を図るため、町有林・財産区有林の間伐材
で木製品を作り、町内小中学校へ教材として提供
する。

637

基本配分枠　計 2事業 1,049 特別配分枠　計 1事業 86
3事業 1,135 (1事業) 

(1) 森林体験学習プロジェクト

森の恵みを実感してもらうため、児童を対象にキ
ノコの植菌体験活動を行う。また、森林の大切さ
を継承するため、置賜農業高校生を対象に森林
整備体験活動を行う。

211 (1)
森林体験学習プロジェクト（おき
たま森の感謝祭）

森林の持つ効果や資源利用への理解と森林
とふれあう機会の創出を図るため、「おきたま
森の感謝祭」を開催する。

700

(2) 自然共生プロジェクト
地域住民を対象とした、希少植物の保護や野生
動物との共存・共生に向けた学習会等を開催す
る。

74

(3) 里山再生プロジェクト
住民参加による里山の環境保全整備活動を行
う。

590

基本配分枠　計 3事業 875 特別配分枠　計 1事業 700
4事業 1,575 (1事業) 

(4) 木のぬくもり体感事業

森林・木材の役割や魅力を学んでもらい、自然環
境を大切にする心の醸成を図るため、市内の小
中学校へ県産木材板材や木材工作キットを提供
する。

455 (2) 野生生物との共生環境保全事業
野生生物と共生していくため、市内へ出没す
る野生生物に関する情報提供や注意喚起、緩
衝林帯の環境整備を行う。

110 特認

(3) 水源の森復活事業
「２１世紀不抜の森」において、植樹、育樹、下刈
り等の保全活動を行う。

735

基本配分枠　計 2事業 1,190 特別配分枠　計 1事業 110
3事業 1,300 (1事業) 
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市
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(1) 白い森づくり体験事業
森づくりや環境保護に対する意識の向上を図る
ため、小中学生やその保護者を対象とした間伐
教室、「広報おぐに」による広報を行う。

343

(1)
森から拓く次代の生業づくり事
業

町内林業の活性化及び森づくり活動の積極的展
開に寄与するため、刈払機やチェンソー等の林業
機械操作研修会を行う。

380

(1) 野生動物対策推進事業
効果的な被害対策の普及と意識の向上を図るた
め、野生動物対策講座を開催するとともに、野生
動物対策パンフレットを作成する。

739

(1) 森林セラピー推進事業
森林セラピー基地「ブナの森温身平」の機能と景
観を保ち、訪れる人が快適に森林セラピーを楽し
めるよう、下刈り等の環境整備を行う。

120

(1) 樽口峠一本桜維持保全事業
町民に親しまれ町を代表する森林レクリエーショ
ン資源である樽口峠の一本桜の樹勢回復のた
め、樹木診断アドバイザーによる診断を行う。

150

(1) 環境教育推進事業
地域住民一人一人が正しい知識を持ち行動する
ことにより森林や自然環境を保全していくために、
地域住民を対象とした環境学習会を行う。

370

(1)
環境教育推進事業（環境対策
事業）

落ち葉や林内表土等の森林資源を使用した堆肥
づくりによる森林資源循環の仕組みづくりを行う。

595

基本配分枠　計 7事業 2,697 特別配分枠　計 事業 0
7事業 2,697 (事業) 

(1) 里山交流人口拡大プロジェクト
森林や山村を対象とした観光の確立を図るため、
地域住民や観光客と連携した登山・森林散策
コースの整備を行う。

199 (3) 絆を深める森林整備事業

木に親しむ心を養い、地域に愛着を持ってもら
うため、町有林をシンボルゾーンとして整備
し、企業や地域住民を対象とした森林散策会
等を行う。

195 特認

(4) 木材産業振興プロジェクト

小学生が学校林で森林学習活動を行うための環
境整備（倒木処理等）を行う。また地域産木材の
利用拡大を図るため、木工体験イベントを開催す
る。

533

(4) 炭から学ぶ森林バイオ事業
町民各層への木炭文化の継承と、森林バイオマ
スエネルギーを考える機運を高めるため、炭焼き
体験会を行う。

210

基本配分枠　計 3事業 942 特別配分枠　計 1事業 195
4事業 1,137 (1事業) 

小
国
町
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(3) いいで豊かな森づくり活動事業

山の大切さを実感してもらうため、また、緩衝帯の
機能を兼ね備えた里山にするために、地域住民
と協働して手ノ子地区「八幡山サクラの森」の整
備を行う。

300 (1) いいで森林自然環境学習事業
森林や自然の大切さを学ぶことを目的とし、地
元の小学生を対象とした森林環境学習や木工
クラフト教室を行う。

349

(4) いいで森林資源の利活用事業
木材利用の促進を図るため、地域材を活用して
飯豊公園への散策道安全柵の設置や、添川上代
地内の水芭蕉群生地散策道の排水対策を行う。

1,111 (3) いいで豊かな森づくり活動事業
手ノ子地区で計画している桜植樹用地を土壌
改良する。

145

(4)
地域材等を活用したシンボル
ゾーンの整備活動

地域の森林環境の保全のため、添川上代地
内の水芭蕉群生地において、地域材を活用し
た散策道整備を行う。

489 特認

(4) いいで森林資源の利活用事業
地域材の良さを体感してもらい、木材の利用
促進を図るため、町内保育施設に地元産木材
を使用した玩具資材を配布する。

350

基本配分枠　計 2事業 1,411 特別配分枠　計 4事業 1,333
6事業 2,744 (4事業) 

基本配分枠 24事業 11,766 特別配分枠 17事業 8,409

置賜【８市町村】　計 41事業 20,175

飯
豊
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(1)
つるおかの森森林環境教育推
進事業

未就学児、小学生等の森林に対する理解と環境
保全意識の醸成を図るため、市内小学校等で自
然環境学習を行う。

764 (2) 庄内自然博物園構想推進事業
貴重な自然環境の保全と、市民の保全活動に
対する意識を醸成するため、市民の主体的な
参画と協働による自然環境学習等を行う。

1,893 特認

(1)
山の活動体験事業（サラリーマ
ン林太郎）

林業に従事するきっかけづくりとするため、サラ
リーマン等を対象とした間伐講習会等を開催す
る。

104 (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
いて企業と協定を結び、多様な主体による森
林整備活動を行う。

567

(1) 森林文化都市構想推進事業
市民の意識を森林に向け、市民が主体となった
森林の利活用につなげるため、散策道の整備、
イベントの開催、「森のソムリエ」の養成等を行う。

667 (3) 魚の森づくり事業
長期計画的な森林の形成と漁場環境の改善
を図るため、油戸、堅苔沢及び鼠ヶ関の各魚
の森づくりの会と協働で森づくり活動を行う。

306

(1)
「ケヤキの森」がっこう実施事
業

市民に森林・自然環境に接する機会を提供し、環
境保全活動に対する意識を醸成するため、活動
プログラムを作成し、森林・自然体験教室を開催
する。

842

(3) つるおか広葉樹の森再生事業
森林環境に対する意識の向上を図るため、熊野
長峰において、地域住民、小学校及び緑の少年
団の協働による里山広葉樹の森づくりを行う。

158

(3)
つるおかの森森林景観保全事
業

公益性の高い森林の育成・保全を図るため、森
林病害虫被害木の伐倒破砕、薬剤散布を行う。

1,820

(3) 松ヶ岡開墾場景観保全事業
公共性・文化性の高い地域の森林保全を図るた
め、国指定史跡松ヶ岡開墾場において森林病害
虫防除薬剤の散布を行う。

99

(3)
大山公園城山地区景観保全事
業

森づくり活動に親しみと充実感を持ってもらうた
め、住民との協働による植栽や下草刈りなどの森
づくり活動を行う。

691

(4) 間伐材活用防風柵設置事業
間伐材の利用を図るため、｢JTの森鶴岡｣で林帯
の更新を行う際に苗木を守る防風柵を県産間伐
で作成し、設置する。

642

基本配分枠　計 9事業 5,787 特別配分枠　計 3事業 2,766
12事業 8,553 (3事業) 

(3) 森林ボランティア育成事業
地域の森林を地域の力で守るという意識を醸成
するため、地域住民等と協働し、森林整備や学習
会を行うボランティア事業を支援する。

319

(3) 森林環境保全活用事業
公益性の高い森林の保全を図るため、森林病害
虫被害木の伐倒破砕を行う。

500

(4) さかた木づかい夢ネット事業
さかた材の活用を拡大するため、林業担い手後
継者向けの講習会や住宅への地域材活用のた
めの相談会等を開催する。

2,452

基本配分枠　計 3事業 3,271 特別配分枠　計 事業 0
3事業 3,271 (事業) 
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　　　　平成27年度みどり環境交付金事業実績　（市町村ごとの個別実績）

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

項目 事業名 事業概要
実績額
千円

備考

【　特　別　配　分　枠　】

注）　項目は、(1)森林・自然環境学習 (2)自然環境の保全活動 (3)豊かな森づくり活動 (4)森林資源の利活用

市町
村名

【　基　本　配　分　枠　】

(1) 木のぬくもり体験事業
里山と触れあう機会を増やし、自然保護に対する
意識向上を図るため、県内における森林散策体
験会を開催する。

20

(4) みかわ木育推進事業
県産材の利用促進を図るため、小学校に丸太階
段を設置するとともに、町内教育機関に木製ベン
チと木製バリケードを設置する。

554

基本配分枠　計 2事業 574 特別配分枠　計 事業 0
2事業 574 (事業) 

(1) 森林体験学習事業
森林・緑の必要性、大切さを実感してもらうため、
学校と連携し、森林に関する講話や整備活動等
の体験事業を行う。

212 (1) 森づくり・森林環境学習事業
森林が果たす役割、重要性を知ってもらうこと
を目的に、小学生等を対象とした下刈体験や
森林環境・森の恵み利用学習事業を行う。

516

(3) 森林空間利活用事業
森林浴をしながら、森林機能の働きを直接体験し
てもらうことを目的として、北月山登山道や板敷
古道の整備とトレッキングイベントを開催する。

1,212

基本配分枠　計 2事業 1,424 特別配分枠　計 1事業 516
3事業 1,940 (1事業) 

(3) 遊佐町森林景観保全事業
町内の公共的用地にある、松くい虫被害木を伐
倒破砕処理する。

557 (1) 松林保全事業
地域の宝であるクロマツ林を守る方法を学ぶ
ため、小学生を対象としたマツの薬剤樹幹注
入による松くい虫防除の学習事業を行う。

389

(3) 公益の森100年計画
地域住民の森林保護意識啓発のため、ボラン
ティア団体や小学生と協働してマツ苗の植栽や保
育作業を行う。

480 (3) 遊佐町共存の森再生事業
町で取得した岩石採取跡地を森林に再生させ
るため、町民とともに下刈りなどの森づくり活
動を行う。

133 特認

基本配分枠　計 2事業 1,037 特別配分枠　計 2事業 522
4事業 1,559 (3事業) 

基本配分枠 18事業 12,093 特別配分枠 6事業 3,804

庄内【５市町村】　計 24事業 15,897

基本配分枠 106事業 50,000 特別配分枠 60事業 38,371

県内【３５市町村】　計 166事業 88,371
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