
　 注）　項目は、(1)豊かな森づくり活動(2)自然環境保全活動(3)森や自然とのふれあい活動(4)木に親しむ環境づくり

項目 事業名 事業概要
実績額
（円）

項目 事業名 事業概要
実績額
（円）

(4) 公共施設の木質化
公共施設に市産間伐材製品を設置し市民が木にふれる
機会を創出するとともに、地域の木材を使うことが地
域の森林整備に貢献することを普及啓発

192,490 (1) みんなの森づくり活動
山形市分収林で児童や地域住民と協働による植樹を実
施し森林保全への関心を高める

1,668,498

(4)
間伐材を利活用した森林環
境学習

市産間伐材でゴミ集積施設組立キットを製作し、地域
住民と協働で組立・設置するとともに森林学習会を実
施
市有林の未利用間伐材をペレット燃料にし、公共施設
で使用し、木質バイオマスの良さを啓発

4,807,510 (3)
森林環境・自然環境学習の
場の整備

蔵王第二小学校の学校林で森づくり活動やネイチャー
ゲーム及び蔵王山や植物園で植生観察など森林学習を
実施

105,336

(4)
小・中学校への市産材の普
及啓発

中学生に対し市産スギ間伐材を技術家庭・図工の教材
として提供するほか、小学生に対し同間伐材を使った
建設労働組合による木工教室を開催し、木材利用と森
林整備の関係や間伐の必要性を学ぶ

999,801

(3) 森林に親しむ学習会
市民を対象とした森林散策や森づくり体験及び木工教
室を開催し、森林の持つ公益的機能や森林と地域材の
かかわりを理解し、山形市の「木育」を推進

568,611

(1)
みはらしの丘環境保全林里
山整備

みはらしの丘環境保全林において、地域住民と協働で
森林とのふれあい広場を整備するほか、同林を活用す
る絆の森団体と連携し、様々な森林づくり活動を実施

390,434

(1)
野生動物との共生林保全活
動

山形市高瀬地区で地域住民が、市で整備した緩衝林帯
（バッファゾーン）を刈払い等により維持管理し、人
と野生動物の共生を図る

341,209

(4) 保育施設への木育の推進
市内保育施設に市産スギ間伐材で製作した積み木を配
布し職員が絵本等の読み聞かせにより人と地域の森林
とのかかわりを伝え、「木育」を推進

250,161

(4)
児童遊園への木質チップ普
及活動

市内児童公園に地域住民が市産スギ間伐材のチップを
敷設するとともに、木材の有効利用について学習会を
実施

805,950

地域提案事業　計 2事業 5,000,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 8事業 5,130,000

10事業 10,130,000

　　　　令和２年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績　（市町村ごとの個別実績）
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【 市町村里山再生アクションプラン事業 】



(3)
市民参加による金山保全活
用事業

金山地域で市民や児童を対象とした自然環境学習会を
実施するとともに、住民協働による古道や周辺森林の
整備を実施し森林環境と史跡を学ぶ

396,885 (3) 森林環境学習事業
上山小学校林で児童・保護者がヒメサユリの苗床づく
り、播種を行い、自然環境について学ぶ

24,000

(1)
市民参加による協働の森づ
くり事業

西山、三吉山地区周辺で、自然保護団体と連携し、市
民を対象に自然観察や自然環境保全活動を実施すると
ともに、市民団体が散策道の整備等を行う

930,654

(3) もりのきょうしつ
市内保育園の園児が、森林散策、ネイチャーゲーム及
び木工教室等を通じて、森林や木に触れる機会を創出

102,942

(4) 市産材ふれあい事業

市民が木に触れる機会を創出し、木材や森林に関心を
持ってもらうことを目的に、市内中学生に市産間伐材
の板材を教材として提供するとともに、市産間伐材の
ベンチ及び屋台を製作し、公共施設やイベントで使用
し、市民に木の良さを普及啓発

522,328

地域提案事業　計 1事業 396,885 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,579,924

5事業 1,976,809

(4) 地域産材利用推進事業
市民の集まる施設に間伐材を使った木製看板を設置し、
地域産木材と間伐の普及啓発するとともに、森林環境学
習会を開催

1,237,000

(4)
森林環境保全意識の醸成事
業

市内中学校の技術家庭科の教材に地域産スギ材を提供
し、木材加工体験と自然学習をとおして、自然環境を
大切にする心を育む

555,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,792,000

2事業 1,792,000

(1) 豊かな里山保育事業
　森林散策を楽しめる「能中峰」で小学校の親子行事
を行うにあたって、安全確保のため枯損木等を事前に
伐倒集積するとともに、住民協働で草刈を実施

239,000

(4) 県産材普及啓発事業

　町内の保育園・幼稚園に県産木製玩具と読み聞かせ
用書籍を配置し、子どもに木の良さを感じてもらうと
ともに、森林や木への興味・関心を引き出す木育を推
進

533,500

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 772,500

2事業 772,500
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(1)
町民協働による健全な森林
育成事業

町民憩いの場である高取山について、町民協働による
刈り払いの安全を確保するため、事前に枯損木等を伐
倒集積する

475,153

(3) 自然環境学習事業

蔵王山（予定）で町内の小学生及び保護者を対象に森
林内での体験学習を行う
また、豊田小学校でヒメサユリの植栽や木工クラフト
をとおして、森林の役割と自然を大切にする心の醸成
を図る

316,917

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 792,070

2事業 792,070

(4)
里山振興県産材利用促進事
業

いこいの森が行っている「世代交流もみじ狩り」と協
働して県産材の普及啓発を図るため、県産材オリジナ
ル丸太のテーブル・椅子等を製作しＰＲパンフ等を活
用し木材の良さを普及啓発

1,363,000

(4)
里山資源木質ペレット普及
促進事業

公共施設でペレットストーブ展示するとともに、企業
と連携し市内産のペレットを周知することで、森林資
源のエネルギー利用や環境への効果等を普及啓発

155,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,518,000

2事業 1,518,000

(4) 木と触れ合う機会創出事業

産業祭りや夜の動物園など多くの町民が集まるイベン
トで、県産木材を使った木工教室を開催し、広く町民
に人と木や森林とのかかわりを学ぶ木育を普及啓発す
る

741,400

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 741,400

1事業 741,400

(3) ブナの森自然学校事業
西川小学校の５年生が月山周辺の豊かな自然の中で自
然体験活動（ブナの森散策、広葉樹林での昆虫観察及
び野外炊飯など）や環境学習を行う

145,956

(4) 地元産木材活用促進事業

西川中学校の技術の授業で、地域住民が講師となり
「西山杉」の木工品の製作をとおして、生活と木や森
林とのつながりについて学ぶ
西山杉木工品を製作するとともに、各種イベントで展
示し西山杉の普及啓発

1,577,044

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,723,000

2事業 1,723,000
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(3) 環境保全活動事業
身近にある里山を、遊びのフィールドとして活用でき
るように整備し、遊びの講師を招くなどして、森林活
動の充実を図る。

191,298 (1)
病害虫被害木防除伐倒駆
除・保全事業

公共施設や景勝地周辺の、倒木の危険がある松くい虫
被害木の伐採・防除により安全を確保し、町民協働で
枝打ちや刈払いを実施し、森林の保全を図る

264,000

(3) 環境学習推進事業
町内小学校周辺の森林で植菌体験や森林環境学習を行
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

199,960

(4) 西山杉材利活用啓発事業

町内の中学校で西山杉材を利用した木工学習を行うと
ともに、町民を対象に、西山杉の木工キットによる木
育体験会を開催し、町民の木材への理解を深め、関心
を高める

600,438

地域提案事業　計 1事業 191,298 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,064,398

4事業 1,255,696

(4) 西山杉材工作事業
町内中学生に対し、森林環境学習や町内産西山スギを
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

269,000

(4) いきいきぬくもり事業

高齢者への寿賀祝賀詞や町政表彰用に地元大江町産西
山スギで額縁を製作し、西山杉のあたたかみや香りな
どを伝えるほか、マスコミ等を通じて幅広く町民へ西
山杉の良さを普及啓発する

616,000

(4) 山里ぬくもり事業
町内公共施設に、地元西山スギを使用したテーブル及
びベンチを設置し、多くの町民に森林環境と西山杉の
普及啓発を図る

213,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,098,000

3事業 1,098,000

(4) 村山地域森の感謝祭事業
幅広い世代の住民に木材にふれ合う機会をを提供し、
森や自然の大切さを体感しながら木材や木製品の良さ
への理解を深める。

469,700 (1) 豊かな森づくり事業

県里山観光保全地域に指定された河島山で、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、なめ
こ収穫及び植菌を実施

411,998

(3) 自然環境体験事業

市内自然体験交流施設（山の内やまばと、東沢バラ公
園など）で、園児及び未就学児の親子を対象に、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実施し、森林や自然環境に親し
むとともにその大切さを学ぶ

195,910

(4) 県産材利用促進事業
中学校技術教科の教材として間伐材を提供し、木工製
作を通じて、木に親しむとともに、森林資源や間伐に
ついて学ぶ

261,771

地域提案事業　計 1事業 469,700 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 869,679

4事業 1,339,379
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(3)
協働による森づくり活動事
業

高崎地区で小学生が植栽や炭焼き体験を通して、地域
の森林を守り育て活用することの大切さを学ぶ

348,916 (1) 豊かな森づくり活動事業

松くい虫被害地で倒木の危険個所は事前に伐倒駆除を
行い安全を確保し、市民団体向けの森林病害虫に関す
る発生メカニズムや拡大状況、防除作業の手順等の研
修会を行い、薬剤を支給し住民参加の防除を実施

1,672,000

(3) 森と親しむ体験事業
市内外の森林公園等で小学生の親子を対象に、森林・
自然観察会、木工工作、植菌などの体験学習をとおし
て、森林資源や自然環境の大切さを学ぶ

125,840 (2)
地域でつくる薬師山環境整
備事業

「薬師山」で地域団体と協働・分業による下刈、植樹
会及び森林学習会を実施し、森林に関する意識の醸成
と自然環境の保全を図る

147,000

(1)
動物共生の森づくり活動事
業

間木野ほか４地区で住民と協働により野生鳥獣と共存
するための緩衝林（バッファゾーン）を整備する

769,000

(1) 石崎山環境整備事業

高崎地区のシンボルである石崎山で住民と協働で森林
散策路や周辺森林の下刈や松くい虫防除などを実施
し、小学校の森林学習や地区内外の利用者の安全性を
確保する

295,500

(3) 山のめぐみ体験事業
甑岳の散策路及びその周辺森林を地域住民が整備する
とともに、市民団体が自然観察会行う

129,931

(3) まなびの森活動事業
「Ｒ４８しあわせ街道学びの森」で、住民、企業及び
小学校等による植樹祭や刈払い等の森づくり活動を行
う

966,000

地域提案事業　計 6事業 2,635,187 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,819,000

8事業 4,454,187

(1) バッファゾーン設置事業
常盤地区ほか5地区で地域住民による野生鳥獣と共存
するため設置した緩衝林（バッファゾーン）の下刈及
び下刈安全講習会を実施

913,000 (3) 森々子育て支援事業
長根山運動公園「おーばん琴の森」で市民を対象に、
森づくり活動及び森林学習を実施し、森林資源の有効
活用を通して豊かな里山環境の大切さを学ぶ

432,158

(3) 美しい絆の森整備推進事業
「おーばん琴の森」及び「ホーマックの森」で幼稚園
による森林体験や森林保全活動を行う

66,000 (3) 森の学校自然学習会事業
市内小学校及び保育園・幼稚園の総合学習の一環として
地域の特性に応じた森林学習やシイタケ植菌体験を実施

331,320

(4)
学校林整備・利活用推進事
業

名木沢地区の学校林で間伐を行い、小学生を対象に間
伐材を使って衛生ステーションを製作するまでの工程
見学（製材加工から製作設置）を行うとともに、市内
に衛生ステーションを設置し、森林の役割を学ぶとと
もに、森林資源の利活用の普及啓発

1,971,750 (3)
地域提案型自然環境学習会
支援事業

公民館と地域住民が協働で地域の実情に応じて里山再
生に向けた森林学習会（公民館事業）を実施

118,320

(3) 森々子育て準備事業

「おーばん琴の森」で子どもや市民を対象に、サクラ
植栽や森林散策など各種体験会を開催するにあたり、
野生鳥獣との予期せぬ遭遇を避け、参加者の安全を確
保するため、会場及びその周辺の草刈り及び参加者の
交通事故を防止するするため、誘導案内看板設置

454,732 (1) 絆の森松林保全対策事業

長根山運動公園「おーばん琴の森」で、おーばん社員
と協働でハチトラップ設置及び松くい虫予防対策（樹
幹注入）を実施し、観察会の安全確保と景観保全を図
る

759,000

地域提案事業　計 4事業 3,405,482 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,640,798

8事業 5,046,280

東
根
市

東根市計

尾
花
沢
市

尾花沢市計



(2)
町民協働による希少野生生
物生息地保全事業

ギフチョウ及びヒメギフチョウの混棲地となっている
川前地区で住民と協働で下刈及び生息調査等を継続的
に行い、生息域の保全とともに、住民や小学生を対象
にした学習会による自然環境保全に対する意識向上を
図る

262,000

(4) 県産材利用促進事業
中学校の技術教材として県産木材及び一人暮らし高齢
者に県産木製品を提供し、森林への理解を深め、県産
木材の普及啓発

565,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 827,000

2事業 827,000

地域提案事業 15事業 12,098,552 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 40事業 21,367,769

村山【14市町】　計 55事業 33,466,321
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(2) 湿地帯保全活動
湿地帯及びその周辺の里山林を整備し、希少生物が棲
みやすい環境をつくる。また、環境教育の場としての
整備も進める。

359,795

(3) 森林学習会
市内の中学生を対象とした森林学習を実施する。また
森林学習の場として安全に学習ができる環境整備を行
う。

294,405

(4) 県産材利活用促進事業
県産材を利用して木工品を製作する。また木育事業を
実施し、直接木に触れ、木に親しむ機会を提供する。

954,800

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,609,000

3事業 1,609,000

(1)
やまがた森の感謝祭２０２
０

やまがた森の感謝祭２０２０併催事業を実施する。 2,846,000 (4) 間伐材利用促進事業
間伐材製品の利活用の推進のため、木工クラフト体験
等、町民が木に触れる機会を提供する。

453,000

(3) 地域森林学習事業
町民を対象に行う町内の大スギ群の毎木調査への補
助。

480,000 (3) 地域連携学習事業
町民の森林・木材等への関心を高めるため、町、小中
学校等と連携した、自然環境教育及び森づくり活動体
験等を実施する。

600,000

地域提案事業　計 2事業 3,326,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,053,000

4事業 4,379,000

(3)
「回帰の森」森づくり活動
事業

「回帰の森」は町民から親しまれる里山林であり、ボ
ランティアと子供たちが、森林づくりや環境学習に取
り組む活動を支援する。

482,000 (3)
奥羽山芭蕉の森「里山文化
の継承の森づくり」

“子供たちへの里山文化の継承”と“健康や観光の促
進”等のキーワードを基に、次世代に引き継ぐ森づく
り活動を実施する。

703,000

(3)
最上町森林資源利活用シス
テム学習事業

町内の児童・生徒を対象に、森林環境の現状や町が取
り組む森林資源利活用システム等について学ぶ機会を
提供する。

280,000 (3)
前森里山保全と親子森林ふ
れあい教室事業

森林づくり活動を通し、ボランティア活動の自主性を
育成する。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む。

34,558

(1)
「木の駅＠もがみ」森林資
源の活用

町民が気軽に間伐材を出荷できる受け皿を整備する。 294,532 (2)
「白川桜の散歩道」保育・
整備事業

野頭親桜会のボランティア活動により、植樹した桜の
保育作業と河川敷の緑化整備を地域の子どもたちとと
もに実施する。

182,862

(4)
もがみの木質資源利活用推
進事業

地元の森林資源を町内で開催される事業等で活用して
もらうことで、地域材の温もりに触れ、木に親しむ機
会を広く提供する。

641,580

地域提案事業　計 3事業 1,056,532 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,562,000

7事業 2,618,532
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(4)
ほほえみ保育園木でいっぱ
いプロジェクト

ほほえみ保育園の園庭に木製遊具を導入し、園児にも
色塗り等の作業を行ってもらうことにより、木育の推
進につなげます。

665,000 (3) 薬師の森の自然学習会
「薬師の森」は町内でも自然を残している箇所で、小
中学生等を対象にした自然学習会を開催し、森の豊か
さや自然の大切さを感じてもらう。

450,000

(4)
町内ベンチの木製化プロ
ジェクト

木製ベンチの組立て作業をとおして、木質資源の有効
活用に関する重要性を学ぶ。

319,000 (2)
長尾町内会と町の協働によ
る念仏の松保全事業

「念仏の松」を森林学習及び整備のシンボルとして位
置づけた活動を行い、環境保全の意識を高める。

118,000

(3) 亀割山森林学習事業
「亀割山」の登山道の整備及び維持を行い、地域住民
が案内人となり、地域の森林資源の保全活動を通じな
がら本事業の普及を図る。

358,000

地域提案事業　計 2事業 984,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 926,000

5事業 1,910,000

(3) 自然環境学習
町内各小学校で、出前「木工クラフト教室」及び「森
林環境学習会」の実施

200,000

(2) 希少生物保全活動
「ハナカジカ」（絶滅危惧種：町の魚に指定）などの
希少生物の保護と周辺環境の保全を町民に啓蒙する。

100,000

(4)
特用林産、県産材利活用事
業

地元産の間伐材を利用した下駄箱、ベンチなどを小学
生との協働で製作し町公共施設への設置を行い木材利
用の普及を図る。

1,062,000

(1) 豊かな森づくり活動 野生動物との共生を目指し緩衝林整備を実施する。 240,000

(1) ナラ枯れ被害林再生 ナラ枯れ被害により荒廃した森林の再生を図る。 99,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,701,000

5事業 1,701,000

(1) 菌茸栽培体験事業
村内の小学生を対象として菌茸栽培体験、森林体験学
習を行う。

48,000

(1) 森林体験活動学習事業
村民を対象とし、森林整備の必要性や里山のあり方を
学習するてめ、菌茸栽培体験、遊歩道づくりや樹病講
習会を行う。

331,000

(4) 木育推進事業
木育を推進する一つとして、保育所園児を対象とした
木製品を開発し、子供たちに木の良さや森の大切さを
伝える。

53,000

(4) 県産間伐材普及事業
地域住民と協働でウッドデッキや木製ベンチ等を製作
ししながら森林学習を行い、県産間伐材の普及を図
る。

746,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,178,000

4事業 1,178,000
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(3) 森林環境教育事業
村内外の子供たちを対象に、森林のはたらきや果たす
役割を、体験学習等を通して学ぶ。

380,000

(2) 希少動植物生息地保全事業
村内の生物多様性が見られる場所において自然環境保
全活動を実施している団体を支援するとともに、森林
と生物の共生環境を保全する。

103,148

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 483,148

2事業 483,148

(4)
木質バイオマスエネルギー
の地産地消普及拡大プロ
ジェクト

村内の公共施設にペレットストーブを設置し、木質エ
ネルギーの普及啓発に努める。

100,000

(3) 森林環境学習
村内の児童・生徒を対象に、炭焼き体験や里山散策等
の森林環境学習を実施し、森林に対する理解を深めて
もらう。

80,000

(4)
森林資源の活用・普及・体
感大作戦

木製品作りなどの体験活動、木製玩具を用いた木育の
普及活動を通して、一般の方々に身近な森林の利用と
触れ合いを創出する。

29,000

(1) 桜再生プロジェクト
地域住民と協働で桜の保全活動を実施するために講習
会を開催する。

830,000

(2) 森林資源保全活動
幻想の森をはじめとした魅力的な巨木エリアへ多くの
方が訪れてもらうため、地域住民が周辺整備する活動
を支援する。

278,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,317,000

5事業 1,317,000

地域提案事業 7事業 5,366,532 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 28事業 9,829,148

最上【８市町村】　計 35事業 15,195,680
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(1) 里山林保全事業
自治会やホンダカーズ山形と協働で緩衝林帯整備する
とともに、地域住民によるクマハギ被害防止対策を支
援

1,832,000 (3) 里山体験事業
地区ごとに、児童に対する里山体験（森林教室）や木
工クラフト体験の開催

990,421

(1) 景観保全事業 松くい虫被害の予防について実地研修 270,000 (4) 木工品普及啓発事業 市内児童に対する木工クラフト教室の開催 2,184,074

(3) 里山体験事業
市内小学校、緑の少年団を対象とした森林学習、小学
生から大人を対象とした森林教室、木工クラフト教室
の開催

1,233,000 (4) 地産木材利用事業
地産木材（間伐材）を利用した木製玩具の設置による
地産木材のPRと木育の推進

179,505

(4) 地産木材利用事業

学童保育所や市のイベント等で、木製ブロックを貸出
し、木に親しむ木育を実施するとともに、間伐材をペ
レット加工し、観光施設等で使用し、木質バイオマス
の燃料利用等の理解を深める

1,000,000

地域提案事業　計 4事業 4,335,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 3,354,000

7事業 7,689,000

(1) 里山リカバリー推進事業 森林病害虫の防除に関する実地研修 260,000 (4) 木材利活用推進事業 市内保育施設等に木製玩具を提供し、木育環境の整備 1,331,501

(1)
「森と友に」森づくり活性
化事業

市内企業の森での市民、企業、小学生等を対象とした
森林整備活動の実施

1,098,951

(3)
「森へいこうよ」自然環境
学習事業

吉野緑の少年団、市内小学生、未就学児に対する自然
環境学習（木育）の実施

2,697,623

地域提案事業　計 3事業 4,056,574 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 1,331,501

4事業 5,388,075

(1)
まほろばの里絆の森活動支
援事業

町内で活動している企業の森づくり活動に対する支援 101,268 (2)
まほろばの里緩衝林帯保全
活動事業

上和田地区住民による緩衝林帯整備への支援 92,122

(4) 地域産材木材利用拡大事業
町内小中学校を対象にした地域産材を活用した木製品
づくりの実施

343,217

地域提案事業　計 1事業 101,268 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 435,339

3事業 536,607
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(1) 里山景観美化事業
地区住民とともに、里山の枯損木を伐倒・集積・チッ
プ化し歩道に敷き詰め景観美化

1,000,000 (1) 里山再生プロジェクト
町有林を活用し、住民参加による里山の環境保全活動
を実施

863,565

(2) 自然共生プロジェクト 希少動植物の保全に向けた地域住民の学習会を開催 27,918

(3) 森林体験プロジェクト
置賜農業高校や一般町民を対象とした森林整備体験、
きのこ植菌体験の実施

193,517

地域提案事業　計 1事業 1,000,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,085,000

4事業 2,085,000

(4) 木のぬくもり体感事業
市内小学生を対象とした、県産ほだ木を活用したきの
こ植菌体験の実施

73,000 (2)
野生生物との共生環境保全
事業

住宅地や農地等に出没する野生鳥獣との軋轢を緩和す
る緩衝林帯を整備

509,000

(1) 水源の森復活事業 「２１世紀不伐の森」における森づくり活動の開催 993,000

地域提案事業　計 1事業 73,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,502,000

3事業 1,575,000

(3) 白い森づくり体験事業
町内小学生を対象とした森林学習体験プログラムの実
施

227,355

(4)
森から拓く次代の生業づく
り事業

町民を対象とした林業機械操作研修会の開催 311,300

(3) 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」における環境整
備

2,233,345

(3) 生涯学習講座開設事業
幼児、児童、地域住民を対象に、森林散策による自然
環境学習会、森林資源を活用した地域学講座等を開催

15,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 2,787,000

4事業 2,787,000

(1) 緩衝林整備事業
クマが出没する鮎貝教育の森周辺で緩衝林を整備し、
地元猟友会及び小学校関係者等を対象に緩衝林につい
ての学習会を開催

990,000 (4)
木育推進プロジェクト
ファーストトイ事業

生後9カ月の乳幼児に町産スギ製積木を贈呈し、木育
を推進

610,000

(4)
木育推進プロジェクト町産
木材教材活用事業

白鷹中学校の技術教材として、町産木材を活用 105,490

地域提案事業　計 2事業 1,095,490 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 610,000

3事業 1,705,490
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(1)
いいで豊かな森づくり活動
事業

地区住民と協働により、八幡山桜の森に植栽した箇所
の下刈

316,000 (1)
いいで豊かな森づくり活動
事業

地域住民が実施する植樹活動のための環境整備の支援 375,000

(4)
いいで森林自然環境学習事
業

町のイベントで木工教室開催や就学前園児の木育活動
を実施

707,000 (3)
いいで森林資源の利活用事
業

景観地（舘の沢堤）に間伐材を利用した安全柵を設置
し、水芭蕉群生地に地域材を利用した散策道を整備
し、木材利用の促進と来場者の環境保全意識の醸成を
図る

1,154,000

地域提案事業　計 2事業 1,023,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,529,000

4事業 2,552,000

地域提案事業 14事業 11,684,332 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 18事業 12,633,840

置賜【８市町村】　計 32事業 24,318,172
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(1) 添川地区山林景観保全事業 地域住民との協働による山道の環境整備 143,839 (1) 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

148,939

(3)
つるおかの森林環境教育推
進事業

市内小学校等への自然環境学習の支援 1,625,093 (1) 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 99,000

(1)
大山公園下池側景観保全事
業

住民との協働による樹木の適正な維持管理 788,700

(1) 魚の森づくり事業 良好な漁場を環境を支える豊かな森づくり活動 95,754

(1)
つるおか広葉樹の森再生事
業

熊野長峰における里山広葉樹の森づくり 607,800

(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自然環境の保全と自然
環境学習の実施

2,226,791

(3) 森林文化都市構想推進事業
散策等の活動により市民に対して森林に親しむ機会と
環境を提供

304,823

(3)
山の活動体験事業
（サラリーマン林太郎）

サラリーマン等を対象にした間伐講習会等 165,355

地域提案事業　計 2事業 1,768,932 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 8事業 4,437,162

10事業 6,206,094

(1) 森林ボランティア育成事業 森林整備や学習会を行うボランティア事業の支援 959,620

(4)
さかた木づかい夢ネット事
業

さかた材の活用拡大のためのＰＲ活動等の実施 2,000,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 2,959,620

2事業 2,959,620
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鶴岡市計



(3) 木のぬくもり体験事業 県内における森林散策体験 11,000

(3) みかわ木育推進事業
いろり火の里への木製ベンチの設置と、子育て交流支
援施設への遊具の設置

686,400

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 697,400

2事業 697,400

(3)
森づくり・森林環境学習事
業

小学生等を対象に、下刈体験や森林環境・森の恵み利
用について学習する。

435,454 (2) 森林空間利活用事業 北月山登山道や板敷古道の整備とトレッキング 1,353,820

(3) 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 67,180

地域提案事業　計 1事業 435,454 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,421,000

3事業 1,856,454

(2) 松林保全事業
小学生を対象に、松くい虫被害発生のメカニズムや防
除方法を学習する。

600,000 (1) 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の伐倒 478,500

地域提案事業　計 1事業 600,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 478,500

2事業 1,078,500

地域提案事業 4事業 2,804,386 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 15事業 9,993,682

庄内【５市町村】　計 19事業 12,798,068

地域提案事業 40事業 31,953,802 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 101事業 53,824,439

県内【35市町村】　計 141事業 85,778,241
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