
（１）秋田県水と緑の森づくり事業（ハード事業） 単位：千円

事業量 予算額 事業量 実績額 事業量 金額

  ア　豊かな里山林整備事業 　 67,270 66,623 △ 647

        針広混交林化 補助 6市町 43,804 6市町 43,727 △ 77

誘導伐等125ha 誘導伐等118ha △７ha

　　　　広葉樹林再生 補助 3市町 5,371 3市町 5,240 △ 131

下刈20ha
下刈　15ha
補植　 6ha

－

県営
１市

下刈2ha                                                                                                                                                                                               
１市

下刈・補植2ha                                                                                                                                                                                               

　　　　緩衝帯等整備 補助 １４市町村                                                                                                                                                                                               18,095 １４市町村                                                                                                                                                                                               17,656 △ 439

除伐等60ha 除伐等59ha －

  イ　マツ林・ナラ林等景観向上事業 171,795 170,716 △ 1,079

　　    マツ林・ナラ林等景観向上事業 補助 １５市町村                                                                                                                                                                                                 171,795 １５市町村                                                                                                                                                                                                 170,716 △ 1,079

マツ伐採256ha 

5,544m
3

マツ伐採227ha 

6,257m
3 974m

3

ナラ伐採808ha 

7,302m
3

ナラ伐採433ha 

7,563m
3

  ウ　森や木とのふれあい空間整備事業 145,047 125,612 △ 19,435

　　    ふれあいの森整備 補助 １２市町村 135,953 １２市町村 116,694 △ 19,259

整備  12箇所               整備  12箇所               －

県営 ２市　２箇所 ２市　２箇所

　　   木育空間整備 補助 ２市 9,094 ２市 8,918 △ 176

整備 ２箇所               整備 ２箇所               －

県営 １市　１箇所 １市　１箇所

384,112 362,951 △ 21,161

※金額については事務費を含む額である。

秋田県水と緑の森づくり税事業　平成３０年度実績について

30年度事業

当初計画 実績事業名
実施
区分

増減

　

小　計

資料１
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（２）秋田県水と緑の森づくり推進事業（ソフト事業） 単位：千円

事業量 予算額 事業量 実績額 事業量 金額

　エ　県民参加の森づくり事業 30,570 29,352 △ 1,218

　　　 森林ボランティア活動支援 補助 23件 10,500 23件 9,685 － △ 815

　　　 森づくり県民提案事業 補助 22件 8,556 20件 8,369 △2件 △ 187

　　　 市町村等の森づくり活動支援 補助 17件 11,514 17件 11,298 － △ 216

　オ　森林環境教育推進事業 38,190 33,555 △ 4,635

　　　 森林環境学習活動支援事業 補助 55件 15,418 54件 13,957 △1件 △ 1,461

　　　 森林環境教育指導者養成事業 県営 40人 1,454 28人 778 △12人 △ 676

　　　 森づくりの人材育成 県営 35人 21,318 34人 18,820 △1人 △ 2,498

　カ　普及啓発事業 29,379 28,148 △ 1,231

　　　 普及啓発事業 県営 － 29,379 － 28,148 △ 1,231

98,139 91,055 △ 7,084

※金額については事務費を含む額である。

３０年度事業

当初計画 実績

　

事業名
実施
区分

増減

小　計

合計（ハード事業＋ソフト事業） 482,251 454,006 △ 28,245
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○豊かな里山林整備事業（針広混交林化）　平成３０年度実績内容

北秋田 大館市 大館市 １）調査・測量 50.06 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 40.79 ha
３）針広混交林化（育成伐） ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基 18,745,845

山本 能代市 白神森林組合 １）調査・測量 33.40 ha 能代・三種合計面積
２）針広混交林化（誘導伐） 33.40 ha
３）針広混交林化（育成伐） ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基

三種町 １）調査・測量 ha
２）針広混交林化（誘導伐） ha
３）針広混交林化（育成伐） ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基 12,363,000

秋田 男鹿市 男鹿森林組合 １）調査・測量 36.11 ha
２）針広混交林化（誘導伐） ha
３）針広混交林化（育成伐） 36.11 ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 2 基 9,263,000

平鹿 横手市 横手市 １）調査・測量 4.33 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 4.33 ha
３）針広混交林化（育成伐） ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基 1,848,000

雄勝 湯沢市 北日本索道 １）調査・測量 3.02 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 3.02 ha
３）針広混交林化（育成伐） ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基 1,090,000

１）調査・測量 126.92 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 81.54 ha
３）針広混交林化（育成伐） 36.11 ha 　　　　117.65ha
４）作業道等・管理道等 0 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 2 基 43,309,845

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計　６市町

３０

横手市　整備前

横手市　整備後
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○豊かな里山林整備事業（広葉樹林再生）　平成３０年度実績内容

北秋田 北秋田市 北秋田市 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽・補植 ha
４)下刈 3.29 ha
５)追肥 3.29 ha 557,000

秋田県 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽・補植 0.09 ha
４)下刈 1.75 ha
５)追肥 ha 797,040

山本 三種町 三種町 １)現況調査 ha ［西山根地区］
２)検討委員会 回 ［下岩川滝ノ上地区（Ａ地区・Ｂ地区）］
３)植栽・補植 ha
４)下刈 4.93 ha
５)追肥 ha 919,865

平鹿 横手市 横手市 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽・補植 5.66 ha 補植
４)下刈 6.93 ha
５)追肥 5.66 ha 2,440,000

１)現況調査 0.00 ha
２)検討委員会 0.00 回
３)植栽・補植 5.75 ha 　　　合計　22.65ha
４)下刈 16.90 ha
５)追肥 8.95 ha 4,713,905

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計　３市町

３０

北秋田市　整備前 北秋田市　整備後

北秋田市　整備後
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○豊かな里山林整備事業（緩衝帯等整備）　平成３０年度実績内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １)森林調査 2.23 ha
２箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 2.23 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 558,000

北秋田 大館市 大館市 １)現況調査 3.59 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 3.59 ha
４)森林整備(枝打ち） 2.00 ha
５)森林整備(その他） ha 1,347,040

北秋田市 北秋田市 １)現況調査 2.50 ha
２箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 2.50 ha
４)森林整備(枝打ち） 2.50 ha
５)森林整備(その他） ha 860,000

財産区 １)現況調査 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 1.50 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 302,400

山本 八峰町 八峰町 １)森林調査 2.71 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 2.71 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 674,000

秋田 五城目町 五城目町 １)現況調査 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 2.39 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 459,000

由利 由利本荘市 由利本荘市 １)現況調査 ha
２箇所 ２)森林整備（下刈） ha

住宅地等 ３)森林整備（除伐） ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） 2.09 ha 933,000

にかほ市 にかほ市 １)現況調査 ha
５箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策２箇所0.94ha ３)森林整備（除伐） 1.90 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 461,970

仙北 大仙市 大仙市 １)現況調査 3.79 ha
３箇所 ２)森林整備（下刈） 3.79 ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） ha
４)森林整備(枝打ち） 3.79 ha
５)森林整備(その他） ha 1,000,000

仙北市 仙北市 １)現況調査 0.87 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 0.87 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 988,000

美郷町 美郷町 １)現況調査 4.27 ha
３箇所 ２)森林整備（下刈） 4.27 ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） ha
４)森林整備(枝打ち） 4.27 ha
５)森林整備(その他） ha 1,000,000

平鹿 横手市 横手市 １)現況調査 5.60 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 5.60 ha
４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha 1,274,000

雄勝 湯沢市 湯沢市 １)現況調査 ha
５箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策３箇所9.72ha ３)森林整備（除伐） 12.80 ha
４)森林整備(枝打ち） 9.72 ha
５)森林整備(その他） 0.65 ha 3,730,240

羽後町 羽後町 １)現況調査 4.50 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 4.50 ha
４)森林整備(枝打ち） 4.50 ha
５)森林整備(その他） ha 1,410,000

東成瀬村 東成瀬村 １)現況調査 7.30 ha
１箇所 ２)森林整備（下刈） ha

クマ対策 ３)森林整備（除伐） 5.93 ha
４)森林整備(枝打ち） 5.93 ha
５)森林整備(その他） 1.37 ha 1,956,383

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

３０
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１)現況調査 37.36 ha
２)森林整備（下刈） 8.06 ha
３)森林整備（除伐） 46.52 ha 　　　　58.69ha
４)森林整備(枝打ち） 32.71 ha
５)森林整備(その他） 4.11 ha 16,954,033

３０箇所中 クマ対策 ２３箇所

51.91 haの実施

51.91 

横手市　整備前

横手市　整備後

全県計　１４市町村

五城目町　整備前 五城目町　整備後
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○マツ林・ナラ林等景観向上事業　平成３０年度実績内容

北秋田 大館市 大館市 １）調査(マツ林) ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 11 ha

( 75.23 m3 )
135 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 686,630

山本 能代市 能代市 １）調査(マツ林) ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 55.61 ha

( 1919.79 m3 )
5,514 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 17,000,000

三種町 三種町 １）調査(マツ林) 25.62 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 25.45 ha

( 1,592.14 m3 )
6,097 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 19,395,600

八峰町 八峰町 １）調査(マツ林) 23.49 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 23.49 ha

( 420.55 m3 )
556 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 4,332,312

秋田 秋田市 秋田市 １）調査(マツ林) 16.00 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 84.07 ha
３）伐倒(マツ林) 16.00 ha

( 103.13 m3 )
164 本

４）伐倒(ナラ林) 84.07 ha
( 250.50 m3 )

403 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 6,130,000

男鹿市 男鹿市 １）調査(マツ林) 2.95 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 162.12 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
本

４）伐倒(ナラ林) 162.12 ha
( 2,822.30 m3 )

15,191 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 35,900,000

五城目町 五城目町 １）調査(マツ林) ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 12.81 ha

( 93.74 m3 )
76 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 1,010,000

大潟村 大潟村 １）調査(マツ林) 23.30 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 16.21 ha

( 512.50 m3 )
1250 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 512.50 m3 7,521,324

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

３０
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○マツ林・ナラ林等景観向上事業　平成３０年度実績内容

由利 由利本荘市 由利本荘市 １）調査(マツ林) 7.53 ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 31.08 ha
３）伐倒(マツ林) 7.53 ha

( 117.90 m3 )
1,710 本

４）伐倒(ナラ林) 31.08 ha
( 1,207.60 m3 )

1,766 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 117.90 m3 19,550,000

にかほ市 にかほ市 １）調査(マツ林) ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 39.40 ha
３）伐倒(マツ林) 6.19 ha

( 117.10 m3 )
153 本

４）伐倒(ナラ林) 39.40 ha
( 484.00 m3 )

1635 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 8,580,000

仙北 美郷町 美郷町 １）調査(マツ林) ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 2.31 ha

( 19.20 m3 )
13 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 200,000

平鹿 横手市 横手市 １）調査(マツ林) 0.73 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 6.85 ha
３）伐倒(マツ林) 7.04 ha

( 511.70 m3 )
412 本

４）伐倒(ナラ林) 6.85 ha
( 375.00 m3 )

1,141 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 11,020,000

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）調査(マツ林) 52.84 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 177.19 ha
３）伐倒(マツ林) 31.18 ha

( 727.36 m3 )
1,377 本

４）伐倒(ナラ林) 86.92 ha
( 2,201.27 m3 )

5,077 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 35,160,000

羽後町 羽後町 １）調査(マツ林) 2.80 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 12.12 ha

( 46.60 m3 )
59 本

４）伐倒(ナラ林) ha
( m3 )

本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 550,000

東成瀬村 東成瀬村 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 22.71 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
本

４）伐倒(ナラ林) 22.71 ha
( 222.00 m3 )

390 本
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3 3,000,000

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

３０
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１）調査(マツ林) 155.26 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 523.42 ha
３）伐倒(マツ林) 226.54 ha

( 6,256.94 m3 )
17,516 本

４）伐倒(ナラ林) 433.15 ha
( 7,562.67 m3 )

25,603 本
５）植栽 0.00 ha
６）破砕処理 630.40 m3 170,035,866

調査面積計　１）＋２） 678.68 ha
伐倒面積計　３）＋４） 659.69 ha
伐倒材積計　３）＋４） ( 13,819.61 m3 )

全県計　１５市町村

横手市　マツ　整備前 横手市　マツ　整備後

由利本荘市　ナラ　整備後由利本荘市　ナラ　整備前

由利本荘市　マツ　整備前 由利本荘市　マツ　整備後
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○森や木とのふれあい空間整備事業（ふれあいの森）　平成３０年度実績内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H32
（黒森山憩いの森）

3,710,600
北秋田 大館市 大館市 １）森林整備（修景施業） 20.23 ha H30～H31

（岩神ふれあいの森） ２）路網整備（歩道補修） 1,477.0 m

8,719,920
山本 能代市 能代市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H31

（仁鮒の森） ２）路網整備（歩道補修） m

2,459,000
三種町 三種町 １）調査・測量・設計 1 式 H30

（石倉山森林公園） ２）休憩施設整備（展望台） 1 棟

11,514,960
秋田 秋田市 秋田市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H31

（浜田森林総合公園） 基

1,124,480
潟上市 潟上市 １）森林整備（修景施業） 0.43 ha H30

（元木山　健康の森） ２）路網整備（歩道） 711.0 ｍ
３）標識類整備（案内板） 2 基

16,770,000
井川町 井川町 １）調査・測量・設計 1 式 H30

（国花苑　健康の森） ２）森林整備（修景施業） 0.32 ha
３）路網整備（歩道） 540.0 ｍ

5,637,791
由利 由利本荘市 由利本荘市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H31

（法体の滝） ２）路網整備（歩道補修） 286.0 ｍ

12,495,000
仙北 大仙市 大仙市 １）調査・測量・設計 1 式 H30

（十六沢城址緑地公園） ２）路網整備（歩道） 252.0 ｍ
３）標識類整備（案内板） 1.0 基
４）標識類整備（誘導坂） 5.0 基
５）休憩施設整備（木製ベンチ） 4.0 基
６）安全防護施設整備（転落防止柵） 26.0 ｍ
７）利便性向上施設整備（トイレ） 2 箇所 15,000,000

仙北市 仙北市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H31
（大沢地区森林公園） ２）森林整備（修景施業） 5.21 ha

３）路網整備（歩道開設） 752.7 m
16,750,000

平鹿 横手市 横手市 １）安全防護施設整備（転落防止柵） 128.4 m H30～H31
（鍛冶台いこいの森）

10,150,000
雄勝 東成瀬村 東成瀬村 １）森林整備（修景施業） 12.23 ha H30

（すずこやの森） ２）路網整備（歩道補修） 1 式
３）標識類整備（案内板） 2 基
４）標識類整備（誘導板） 10 基

3,184,000

１２市町村
107,515,751

１２箇所

振興局名 市町村名
事業実施主体　　　　　　　　　

（公園名）
事業内容 備考

全県計

３０

三種町石倉山森林公園(展望台の改修） 大仙市十六沢城址緑地公園(歩道の整備）
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○森や木とのふれあい空間整備事業（木育空間）　平成３０年度実績内容

秋田 秋田市 秋田県 １）設計 式
秋田県児童会館 ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式 （県 委託費）

2,993,760
由利 由利本荘市 由利本荘市 １）設計 式

鳥海山木のおもちゃ美術館 ２）木育施設整備 式
３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

2,808,000
雄勝 湯沢市 湯沢市 １）設計 式

道の駅小町の郷 ２）木育施設整備 式
３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

2,999,980

３　市町村

8,801,740

補助 5,807,980
委託 2,993,760

３施設

振興局名 市町村名
事業実施主体　　　　　　　　　

（施設名）
事業内容 備考

全県計

３０

鳥海山木のおもちゃ美術館

道の駅小町の郷

秋田県児童会館
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○森林環境学習活動支援事業（１／２）

振興局名 市町村名
参加人数

（人）
新・継 備考

花輪小 セラピー体験、木育　２回／年 80 継

花輪北小 自然観察会　１回／年 19 継

平元小 自然観察会、木育　１回／年 59 継

十和田小 自然観察会、報告会　2回／年 34 新

末広小 自然観察会　１回／年 22 継

大湯小 森林環境学習、セラピー体験　2回／年 47 継

尾去沢小 自然観察会、報告会　2回／年 23 継

わかば保育園 セラピー体験、木育　2回／年 36 継

小計（8件） 320

桂城小 自然観察会　１回／年 40 継

城西小 森林環境学習、木育　２回／年 96 継

有浦小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 77 継

長木小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 19 継

上川沿小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 26 継

西館小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 24 継

早口小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 20 継

山瀬小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 22 継

田代中学校 森林環境学習　１回／年 116 継

ホテヤこども園 自然観察会、植菌体験、木育　３回／年 300 継

大館ホテヤ第二こども園 植菌体験、木育　２回／年 50 継

鷹巣東小 自然観察会、木育　３回／年 44 継

鷹巣中央小 自然観察会、木育　２回／年 63 新

鷹巣南小 自然観察会、植樹、下刈、木育　２回／年 61 継

阿仁合小学校 植樹、植菌、木育　２回／年 60 継

あきたリフレッシュ学園 キノコ原木栽培体験　２回／年 10 継

小計（16件） 1,028

八峰町 八森小 植樹、自然観察会　１回／年 74 新

轟保育園 自然観察会　１回／年 22 継

常盤中 森林環境学習　１回／年 23 継

鶴形小 自然観察会　２回／年 40 継

富根地区協議会 植樹、植菌、木育　２回／年 82 継

能代支援学校PTA 植樹、森林環境学習　２回／年 115 新

小計（6件） 356

秋田市 秋田北中 森林環境学習　４回／年 274 新

秋田市 広面小 森林環境学習、林業体験　３回／年 261 継

秋田市 戸島小
自然観察会、森林環境学習、植樹、クラフト体験　
６回／年

115 継

秋田市 勝平保育園 自然観察会　４回／年 115 継

秋田市 日新保育園 自然観察会　２回／年 90 継

秋田市 こうほく風の遊学舎 自然観察会　１０回／年 331 継

秋田市 こども園あきた風の遊学舎 自然観察会　１０回／年 355 継

秋田市 学童保育あきた風の遊学舎 自然観察会　３回／年 80 継

秋田市 ひがし保育園 自然観察会、木育　７回／年 200 継

秋田市 こまどり幼稚園・保育園 植菌体験、クラフト製作、炭焼き体験　３回／年 230 継

秋田市 秋田幼稚園 自然観察会、木育　６回／年 197 新

秋田市 Akitaコドモの森 自然観察会、木育　６回／年 121 新

小計（12件） 2,369

由利 由利本荘市 由利本荘保育会 自然観察会　２回／年 63 新

小計（1件） 63

平成３０年度「森林環境教育推進事業」実績

事業実施主体

北秋田市

山本
能代市

鹿角 鹿角市

北秋田

大館市

秋田市
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○森林環境学習活動支援事業（２／２）

振興局名 市町村名
参加人数

（人）
新・継 備考

中仙小 自然観察会、森林環境学習、木育　９回／年 213 継

ちっちゃいもの倶楽部 ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、普及活動、木工体験　５回／年 51 継

豊成中
自然観察会、森林環境学習、木工体験、林業体
験　６回／年

51 継

小計（3件） 315

十文字第二小 木工体験　３回／年 52 継

醍醐小 木工体験　１回／年 54 継

睦合小 木工体験　３回／年 46 継

山内小 林業体験、木工体験　６回／年 143 継

横手南中 林業体験　２回／年 30 新

小計（5件） 325

湯沢市 山田小 自然観察会、植樹、木工体験　１回／年 26 継

羽後町 羽後町土地改良区 自然観察会、木工体験　１回／年 60 継

東成瀬村 東成瀬村 ブナ植樹活動、自然観察会　１回／年 12 継

小計（3件） 98

計 4,874

事業実施主体

５４件

仙北 大仙市

平鹿 横手市

雄勝

自然観察会　（能代市常盤中学校） 植樹体験・木工体験　（湯沢市立山田小学校）

森林環境学習・測樹体験（大仙市立豊成中学校） 自然体験　（由利本荘保育会）
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○市町村等の森づくり活動支援

振興局名 市町村 事業実施主体 事業内容
参加人数

（人）
新・継 備考

鹿角 鹿角市 鹿角市 植樹　0.1ha(ブナ、ミズナラ等）252本 200 継

大館市 大館市 植樹　1.14ha(スギ、ヤマザクラ）3,025本 89 新

上小阿仁村 上小阿仁村 植樹　0.1ha（スギ）300本 90 継

藤里町 植樹　0.33ha（ブナ）300本 300 新

藤里町 秋の白神ウィーク　シンポジウム等 200 新

八峰町 八峰町 防風林再生植樹　0.3ha（メタセコイヤ）120本 60 新

能代市 白神森林組合
能代産業フェア、三種町民祭、春の白神ウィーク
（チェンソーアート、木工ほか）

280 継

五城目町 きゃどっこまつり、産業文化祭、（木育推進） 730 継

五城目森林組合 植樹　0.5ha（ベニヤマザクラ等）100本 65 新

八郎潟町 八郎潟町 木育推進（講話・木工） 35 継

男鹿市 男鹿市 下刈り体験学習 ３回 85 継

由利本荘市 0.19ha、（クロマツ等）600本 160 継

由利本荘市 木育キャラバン 2,000 継

美郷町 0.15ha植樹・育樹（ブナ）200本 226 継

美郷町 シンポジウム 300 継

湯沢市 0.5ha植樹・育樹（カエデ等）100本 38 継

湯沢市 里山あそび（スノーシューハイキング、駒打体験） 38 新

計 １７件 4,896

平成３０年度「県民参加の森づくり事業」実績

北秋田

山本

藤里町

秋田

五城目町

由利 由利本荘市

仙北 美郷町

雄勝 湯沢市

植樹祭・シンポジウムの開催　（美郷町）

植樹祭の開催　（鹿角市） 普及啓発・青空木のおもちゃ美術館　（由利本荘市）

秋田魁新報　H30.11.6
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○森林ボランティア活動支援

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容
参加人数

（人）
新・継 備考

鹿角市 米代川源流自然の会
市営放牧場跡地の広葉樹再生0.5ha（ブナ、ミズナラ900本植
樹など）、自然観察会 46 継

鹿角市 鹿角市河川漁業協同組合
採草放牧地跡地の再生0.2ha（ﾔﾏｻﾞｸﾗ、ﾍﾞﾆﾔﾏｻﾞｸﾗ、
ブナ700本植樹）

94 継

鹿角市 甘蕗の森里山保全チーム 植樹0.6ha（ﾐｽﾞﾅﾗ100本）、きのこ植菌体験 50 継

小計（3件） 190

大館市 大館自然の会
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、植樹（ﾌﾞﾅ100本）、下刈、散策路整
備、自然観察会　５回

182 継

北秋田市 森吉四季美湖を守る会 下刈り、維持管理の勉強会　８回 50 継

大館市 矢立地区森林愛護研究会 森林環境整備、きのこ植菌体験、炭焼体験　７回 132 新

小計（3件） 364

藤里町 NPO法人あきた白神の森倶楽部
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、自然観察、植樹0.14ha（スギ500
本、ﾌﾞﾅ30本）　２回

91 継

八峰町 ＮＰＯ法人白神ネイチャー協会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、植菌体験等　２回 56 継

能代市 風の松原に守られる人々の会 樹幹注入、講話　１回 119 新

能代市 二ツ井宝の森林（やま）プロジェクト実行委員会
植樹（モミジ）、きのこ植菌体験、森の健康診断と
枝打ち体験、木育　５回

210 継

小計（4件） 476

秋田市 炭やきで夕日の松原まもり隊
対象17ha、1６回、4月～3月、松枯死木調査、炭
焼き

710 継

秋田市 先立の森里山保全ボランティアの会
対象2.8ha、3回、5月～10月、森林整備、植菌体
験

40 継

秋田市 秋田県森の案内人協議会
対象1.0ha、７回、7月～12月普及啓発活動（研修
会等）、6～10月森林整備

121 継

秋田市 秋田東中学校地域後援会 下刈り、植樹、自然体験　7月～11月 157 継

潟上市 NPO法人秋田グリーンサム倶楽部
対象8.9ha、７回、8月～3月、植樹、木工体験、自
然観察会

130 継

秋田市 山ユリの会 対象1.2ha、１回　森林整備 35 継

大潟村 馬場目川上流部にブナを植える会 対象4.0ha、3回、７月～２月、森林整備 100 継

小計（8件） 1,293

由利本荘市 あきたエコマイスター県央協議会
対象4.1ha、自然観察会、森林整備、植樹、木工
教室ほか、１８回

623 継

由利本荘市 ロッカ森保全ボランティア 除伐・つる切り、炭焼き体験など　5月～11月 150 継

にかほ市 鳥海山にブナを植える会 植樹（ブナ450本）、下刈り　4月～11月 779 継

小計（4件） 1,552

仙北 大仙市 八乙女山を守る会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成、植樹（ｺﾅﾗ）、枝打ち、刈払い 450 継

小計（1件） 450

平鹿 横手市 横手川と水環境を考える会 対象1.2ha、下刈り、歩道整備、自然観察会　１回 44 新

小計（1件） 44

雄勝 湯沢市 森人の会
森林整備（下刈・除伐）植菌作業、自然観察会
4月～12月

160 継

小計（2件） 160

計 4,529

平成３０年度「県民参加の森づくり事業」実績

２３件

鹿角

北秋田

山本

由利

秋田

樹幹注入作業（風の松原に守られる人々の会） キノコの植菌体験
（森人の会）

北羽新報　H31.3.7
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○森づくり県民提案

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容
参加人数

（人）
新・継 備考

鹿角市 小平自治会 下草刈、刈払い、枝打ち 120 継 クマ

鹿角市 夏井自治会 下草刈、刈払い、枝打ち 100 新 クマ

鹿角市 小坂町スポーツクラブ 刈払い、枝打ち、クリーンアップ 522 新 クマ

小計（3件） 742

北秋田市 グリーンメイク 植樹、下刈り 42 継

小計（２件） 42

藤里町 二ツ井地区製材協同組合 刈払い、枝打ち、講演会 60 継 クマ

能代市 母体共有林野管理組合 下刈り、広葉樹伐採作業、炭焼き体験、環境学習 301 継 クマ

能代市 秋田県銘木青年会 木工体験、ワークショップ 700 新

能代市 NPO法人メリーゴーランド 木製遊具製作 180 継

能代市 能代せ木育を推進する会 木工体験、ツリークライミング、木育広場　５回 330 継

小計（5件） 1,571

秋田市 あきたグット・トイ委員会 木育イベントの開催 1,300 継

秋田市 NPO法人子育て応援seed 木育活動、ワークショップ　５回 235 継

秋田市 秋田県信用組合 植樹、下刈り 180 継

秋田市 「秋田スギで街づくり」ネットワーク 下刈り、森林環境教育 55 新

小計（6件） 1,770

にかほ市 秋田県立仁賀保高等学校 追肥、観察、講演会、植樹 196 継

由利本荘市 秋田建築学生集団　木匠塾 植樹、遊歩道整備等　１０回 138 継

小計（3件） 334

美郷町 金沢諏訪堂の会 下刈り、歩道整備 52 継

仙北市 鎌川部落里山づくり「どやぐ」会 下刈り、栗伐倒、ケヤキ植栽、セミナー開催 83 継 クマ

仙北市 大曲農業高校 間伐、キノコ栽培、木材加工、炭焼き、普及啓発 136 継

小計（3件） 271

湯沢市 切畑部落会林業部会 植樹、歩道整備 40 継

羽後町 秋田県立羽後高等学校 植樹、下刈り、講演会 240 継

小計（1件） 280

計 5,010２０件

鹿角

北秋田

山本

秋田

由利

仙北

雄勝

クマ対策・刈り払い作業（小坂町スポーツクラブ） 木育活動（あきたグット・トイ委員会）

－　16　－
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秋田林業大学校の取組状況について

１ 研修のねらい

全国一の資源量を誇る本県のスギ人工林は本格的な利用期を迎えており、今後増加

する木材生産に対応していくためには、林内路網の整備や高性能林業機械の導入を促

進し、低コスト生産から木材販売・利用をマネジメントできる技術者が必要となって

いる。しかし、本県の林業従事者は高齢化が進み、特に林業の将来を担う若い人材の

不足が大きな課題となっている。このため、平成27年度から秋田林業大学校を開講し、

民間と行政が一体となった「オール秋田」による指導体制で、将来の秋田を担う若い

林業技術者を養成している。

２ 研修概要

（１）研修生の現況

第４期生（平成30年度） 16名（男子15名、女子１名）

第５期生（平成31年度） 15名（男子15名、女子－名）

（２）研修カリキュラム

①１年生

・研修時限：1,301時限／年

・研修内容：講義426時限、実習・資格講習875時限

②２年生

・研修時限：1,315時限／年

・研修内容：講義357時限、実習・資格講習958時限

③研修テーマ（科目）

○森林・林業の知識と経営感覚の習得

（林業・木材産業の基礎／森林の生態／森林機能保全／林業マネジメント）

○森林の造成・生産・利用の技術習得

（森林施業／森林調査／森林病害虫／木材加工・流通／森林測量／林業機

械基礎／林業機械総合実践／林業機械等資格取得／労働安全衛生）

○資質を高めるスキルアップ研修

（インターンシップ／総合講座）

３ 研修支援体制

民間と行政が一体となった研修サポート体制を確立し、現場で生かせる実践的かつ

専門的な知識や技術を習得させる。

（１）秋田県林業技術者養成協議会

委 員：林業・木材産業関係団体、東北森林管理局、教育機関、県関係機関

内 容：研修方針の検討、実践に役立つカリキュラムの検討等

（２）秋田林業大学校サポートチーム

構成員：林業・木材産業等分野９団体、林業機械分野９社

内 容：専門分野における講師派遣、実習フィールドの提供、インターンシッ

プの受入等

４ 修了生の就職状況

これまでに研修を修了したのは、第１期生から第３期生までの50名となっている。

このうち女性５名を含む49名が県内の林業関係企業へ就職し、１名が県立大学に進学

していて、今後の活躍が期待される。

【就職先の内訳】

・森 林 組 合 18名

・林 業 会 社 21名

・木 材 加 工 会 社 ８名

・住宅資材総合商社 ２名

・大学進学 １名

計50名



  将来の林業を担う若い林業技術者を養成する秋田県林業トップランナー養成研修「秋田林業大学校」

の修了式を平成３１年３月１２日（火）にプラザ・クリプトンで開催しました。２年間の研修を修了した１９

～２６歳の３期生15人は佐竹知事から修了証を受け取り、林業の振興のため尽力することを誓い秋田

林業大学校を巣立っていきました。思いおこせば２年前、期待と不安な気持ちが交錯する中で研修が

スタートしました。良きライバルとして、しのぎを削る人生の新たな友と出会い、励まし助け合い、苦楽を

ともに歩んできた切磋琢磨の２年間でした。これまで応援してくれた多くの人たちの思いを決して忘れる

ことなく、林業のみならず、地域を支える人材としても成長してくれることを期待しています。

秋田県林業研究研修センター

   研修普及指導室研修班

　修了生の就職先・進路先

●有限会社 松橋木材 （北秋田市） 

●能代運輸 株式会社 （能代市）   　 

●秋田中央森林組合 （秋田市）　  　

●株式会社 角繁 （秋田市） 　　　　　　 

●本荘由利森林組合 （由利本荘市）　　

●雄勝広域森林組合 （湯沢市）       　

●白神森林組合 （能代市）

●湖東森林組合 （潟上市）

●秋田プライウッ ド 株式会社 （秋田市）

●有限会社 ササリン （秋田市）

●株式会社  門脇木材 （仙北市）

●秋田県立大学 （秋田市）      

  ２年間の研修を修了した１５人の３期生   佐竹知事から修了証書を受取る伊藤勇誠さ

  修了生代表による答辞　益田　光さん   佐竹知事と髙田所長を囲んでの記念写真
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