
（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 　 70,362 69,562 △ 800

        針広混交林化 補助 ３市町 26,405 ３市町 26,105 △ 300

誘導伐等75ha 誘導伐等70ha △5ha

　　　　広葉樹林再生 補助 ４市町 10,385 ４市町 10,285 △ 100

下刈14ha
植栽２ha

下刈・植栽14ha △2ha

県営 １市　下刈1ha                                                                                                                                                                                               １市　植栽1ha                                                                                                                                                                                               －

　　　　緩衝帯等整備 補助 15市町村                                                                                                                                                                                               33,572 14市町村                                                                                                                                                                                               33,172 △ 400

除伐等110ha 除伐等113ha +3ha

  イ　マツ林・ナラ林等景観向上事業 134,194 125,094 △ 9,100

　　    マツ林・ナラ林等景観向上事業 補助 15市町村                                                                                                                                                                                              134,194 15市町村                                                                                                                                                                                              125,094 △ 9,100

マツ伐採332ha 

5,525m3
マツ伐採344ha 

5,650m3
+12ha

+125m3

ナラ伐採593ha 

4,777m3
ナラ伐採431ha 

4,148m3
△162ha

△629m3

  ウ　森や木とのふれあい空間整備事業 190,547 166,047 △ 24,500

　　    ふれあいの森整備 補助 10市 176,350 10市 151,850 △ 24,500

整備  15箇所               整備  15箇所               －

県営 ２市　２箇所 ２市　２箇所

　　   木育空間整備 補助 ４市 14,197 ４市 14,197 0

整備６箇所               整備６箇所               －

395,103 360,703 △ 34,400

※金額については事務費を含む額である。

令和元年度秋田県水と緑の森づくり税事業実施状況について

元年度事業

当初計画 実績見込み事業名
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 31,800 28,858 △ 2,942

　　　 森林ボランティア活動支援 補助 25件 11,970 26件 10,779 +1件 △ 1,191

　　　 森づくり県民提案事業 補助 22件 10,204 22件 9,510 － △ 694

　　　 市町村等の森づくり活動支援 補助 17件 9,626 16件 8,569 △1件 △ 1,057

　オ　森林環境教育推進事業 23,684 23,314 △ 370

　　　 森林環境学習活動支援事業 補助 46件 13,184 46件 12,814 － △ 370

　　　 森林環境教育指導者養成事業 県営 60人 2,781 90人 2,781 +30人 0

　　　 森づくりの人材育成 県営 35人 7,719 31人 7,719 △4人 0

　カ　普及啓発事業 28,429 28,429 0

　　　 普及啓発事業 県営 － 28,429 － 28,429 - 0

83,913 80,601 △ 3,312

※金額については事務費を含む額である。

元年度事業

当初計画 実績見込み

　

事業名
実施
区分

増減

小　計

合計（ハード事業＋ソフト事業） 479,016 441,304 △ 37,712
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１　秋田県水と緑の森づくり事業（ハード）　　予算額計：３９５，１０３千円

　①　豊かな里山林整備事業

進捗状況

現場作業完了

実施中

実施中

－

令和元年度　秋田県水と緑の森づくり税事業実施状況について
[ハード事業：令和元年12月2日現在]

[ソフト事業：令和元年12月2日現在]

市町村 事業実施主体 施業内容 混交林化見込面積(ha)

大館市 大館市 誘導伐 29.14 

三種町 白神森林組合 誘導伐 8.35 

男鹿市 男鹿森林組合 育成伐 32.02 

合計（混交林化面積） 69.51

◇進捗状況
   現在、大館市で実施分が現場作業を完了している。積雪期の施業も可能であることから、冬期間にかけての
施業を実施する予定である。年度末まで、すべての箇所で完了する予定である。

誘導伐実施中の状況（三種町）

（予算額　２６，４０５千円）
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進捗状況

完了

完了

完了

現場作業完了

－

市町村(実施主体) 実施箇所 実施内容 整備面積(ha)

北秋田市 畑跡地 下刈 3.29 

北秋田市（県） 放牧場跡地 植栽 0.46 

スキー場跡地 下刈

放牧場跡地 下刈

横手市 採草跡地 下刈、補植、標識 6.93 

湯沢市 採草跡地 現況調査、植栽 0.15 

合計 14.18 

三種町 3.35 完了

（予算額　３，９５５千円）

植栽後の状況（北秋田市　県実施箇所）

◇進捗状況
   下刈施業を実施する箇所では、整備が完了している。湯沢市の整備箇所については、植栽作業を完了し、
書類のとりまとめを行っている状況である。

（予算額　１０，３８５千円）
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進捗状況

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

実施中

完了

完了

完了

完了

現場作業完了

現場作業完了

－

市町村(実施主体) 実施箇所 実施内容 整備面積(ha)

鹿角市 小学校周辺　２箇所 除伐 2.82 

大館市 公共施設周辺　２箇所 除伐・下刈り・枝打ち 6.51 

北秋田市 住宅地周辺等　１箇所 下刈り 2.34 
北秋田市（米内沢財産区） 中学校周辺　１箇所 除伐・下刈り 2.10 

上小阿仁村 農地隣接地　１箇所 下刈り 0.54 

八峰町 施設周辺等　２箇所 除伐・下刈り 6.00 

由利本荘市 通学路周辺等　５箇所 除伐・枝打ち 10.88 

にかほ市 施設周辺等　２箇所 除伐・下刈り・枝打ち 1.79 

大仙市 通学路周辺等　６箇所 除伐・枝打ち 9.82 

仙北市 学校周辺　１箇所 除伐・枝打ち 3.12 

美郷町 公園周辺　１箇所 除伐・枝打ち 2.02 

横手市 学校周辺　１箇所 除伐 6.40 

湯沢市 公園周辺等　９箇所 除伐・整理伐 29.79 

羽後町 農地周辺等　２箇所 除伐・下刈り・枝打ち 5.20 

東成瀬村 公園周辺等　３箇所 除伐・枝打ち 24.04 

合計　３９箇所 113.37 

◇進捗状況
   １１市町村で整備が完了し、２町村で現場作業が完了し、書類等のとりまとめ中である。大仙市の実施中箇
所は住宅地内の森林の整備を冬季に実施する予定である。

整備前 整備後

緩衝帯等整備完了箇所の状況（美郷町）

（予算額　３３，５７２千円）
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進捗状況

完了

実施中

実施中

実施中

完了

実施中

現場作業完了

実施中

実施中

市町村(実施主体) 施業内容 施業見込面積(ha) 処理見込材積(㎥)

大館市 「マツ」枯損木伐採 10.53 143.7 

北秋田市 「マツ」枯損木伐採 2.20 24.0 

能代市 「マツ」枯損木伐採 58.70 1,163.0 

三種町 「マツ」枯損木伐採 38.77 1,000.0 

八峰町 「マツ」枯損木伐採 7.20 479.3 

「マツ」枯損木伐採 14.20 40.6 

「ナラ」枯損木伐採 40.30 243.3 

男鹿市 「ナラ」枯損木伐採 111.71 669.3 

大潟村 「マツ」枯損木伐採 67.95 1,683.8 

「マツ」枯損木伐採 0.58 34.4 

「ナラ」枯損木伐採 157.43 792.0 

「マツ」枯損木伐採 1.38 30.0 

「ナラ」枯損木伐採 40.69 131.2 

美郷町 「マツ」枯損木伐採 0.54 9.7 

「マツ」枯損木伐採 114.85 600.0 

「ナラ」枯損木伐採 8.40 300.0 

「マツ」枯損木伐採 21.66 347.2 

「ナラ」枯損木伐採 46.29 1,803.6 

「マツ」枯損木伐採 5.79 93.8 

「ナラ」枯損木伐採 8.45 38.8 

東成瀬村 「ナラ」枯損木伐採 17.41 170.0 

「マツ」枯損木伐採 344.35 5649.5 

「ナラ」枯損木伐採 430.68 4148.2 

「マツ＋ナラ」枯損木伐採 775.03 9,797.7 

秋田市 実施中

由利本荘市 実施中

にかほ市 実施中

横手市 実施中

湯沢市 現場作業完了

羽後町 実施中

合計

（予算額　１６６，９４０千円）

マツ枯損木伐採完了箇所の状況（大館市）

◇進捗状況
   ２市町で整備完了し、２市村で現場作業が完了している。積雪期の施業も可能であることから、冬期間に
かけて実施する箇所が多く見受けられる。年度末まですべての箇所で完了する予定である。

下刈実施後

枯損木伐採前

（予算額　１３４，１９４千円）

枯損木伐採後
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面積（ha） 進捗状況

52.00 現場作業完了

64.57 実施中

2.91 現場作業完了

18.46 現場作業完了

61.02 実施中

109.00 実施中

5.11 完了

0.52 完了

16.05 実施中

12.60 実施中

10.29 測量・設計 実施中

6.00 実施中

47.30 現場作業完了

19.07 完了

56.50 完了

15地区

③　森や木とのふれあい空間整備事業

市町村 事業実施主体 森林公園名 事業内容

鹿角市 鹿角市 黒森山憩いの森 修景施業、歩道整備

岩神ふれあいの森 歩道整備、東屋ほか

平滝自然観察教育林 修景施業、歩道整備、案内板等

能代市 能代市 仁鮒沢スギ植物群落保護林 歩道整備

浜田森林総合公園 歩道整備、東屋

大滝山自然公園 測量・設計

法体の滝 測量・設計、歩道整備

鮎川森林ふれあい公園 測量・設計

にかほ市 にかほ市 芭蕉の森公園 測量・設計、植栽、修景施業、歩道整備 

楢岡城址公園 測量・設計、歩道整備、休憩施設整備

八乙女公園

仙北市 仙北市 大沢地区森林公園 測量・設計、歩道整備

横手いこいの森 測量・設計、トイレ撤去

鍛冶台いこいの森 修景施業、安全施設整備

湯沢市 湯沢市 湯沢市民の森 案内板修繕、休憩施設修繕、遊具修繕等

合計（整備地区数）

大館市 大館市

秋田市 秋田市

由利本荘市 由利本荘市

大仙市 大仙市

横手市 横手市

遊具整備（湯沢市 　市民の森）

◇進捗状況
　　計画１５地区中、４地区が整備完了し、４地区が現場の整備作業を完了し書類のとりまとめ中である。実施
中箇所では、積雪期でも作業可能な整備を実施している状況であり、年度末までに完了する予定である。

（予算額　１７６，３５０千円）

歩道整備（由利本荘市　法体の滝）

ふれあいの森整備完了箇所の状況

－7－



進捗状況

実施中

実施中

完了

作業完了

実施中

実施中

6施設 -

市町村 事業実施主体 施設名 事業内容

大館市女性センター 木のおもちゃほか

大館市有浦児童館 木のおもちゃほか

北秋田市 北秋田市 北秋田市民ふれあいプラザ 木のたまごプール

こども未来センター 木のおもちゃほか

こども広場 木のおもちゃほか

湯沢市 湯沢市 とことん山青年の家 木のたまごプールほか

合計（整備施設数）

大館市 大館市

秋田市 秋田市

こども広場（秋田市）北秋田市民ふれあいプラザ（北秋田市）

◇進捗状況
　　北秋田市の施設では整備が完了している。他の施設は整備中であるが、２月までには整備を完了する予
定である。

（予算額　１４，１９７千円）

－8－



２　秋田県水と緑の森づくり推進事業（ソフト）　　予算額計：８３，９１３千円
（１）県民参加の森づくり事業

　 森林ボランティア活動支援事業（補助事業）

（予算額：１１，９７０千円  ・ ２６団体で事業実施）

（単位：人・円）

番号 市町村名
参加者数
（見込み）

実績見込額 進捗状況

1 鹿角市 56 850,000 完了

2 鹿角市 90 699,000 完了

3 鹿角市 50 108,000 実施中

4 大館市 500 425,000 完了

5 北秋田市 植樹 ｷﾘ250本、保育作業 40 413,000 実施中

6 北秋田市 下刈2回、植栽木維持管理の環境整備 100 188,000 実施中

7 能代市 80 280,000 実施中

8 能代市 160 512,000 実施中

9 藤里町 60 738,000 実施中

10 八峰町 200 618,000 実施中

11 秋田市 705 250,000 実施中

12 秋田市 50 223,000 実施中

13 秋田市 60 125,000 完了

14 秋田市 196 300,000 完了

15 秋田市 100 850,000 実施中

16 秋田市 30 70,000 実施中

17 潟上市 200 408,000 実施中

18 五城目町 100 850,000 実施中

19 由利本荘市 360 401,000 実施中

20 由利本荘市 150 293,000 実施中

21 由利本荘市 100 276,000 実施中

22 にかほ市 700 850,000 実施中

23 にかほ市 150 96,000 実施中

24 大仙市 240 735,000 実施中

25 横手市 38 129,000 完了

26 湯沢市 300 92,000 実施中

合計 4,815 10,779,000

実施主体 活動内容

米代川源流自然の会
放牧場跡地への植樹1.2ha（ブナ、ミズナラ900本植樹）、自然
観察会年2回

鹿角市河川漁業協同組合 採草放牧地跡地の再生（ﾔﾏｻﾞｸﾗ、ﾌﾞﾅ700本植樹、下刈）等

甘蕗の森里山保全チーム 植樹　ﾐｽﾞﾅﾗ等100本、下刈0.6ha

アミュージングサポート「あ☆そ☆ぶ」 木育イベントの開催

グリーンメイク（清流を守る会）

森吉四季美湖を守る会

富根地区協議会 植菌体験、枝打ち体験

二ツ井宝の森林（やま）プロジェクト実行委員会 植樹（モミジ等86本）、きのこ植菌体験、森の健康診断と枝打体験

NPO法人あきた白神の森倶楽部 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、植樹0.14ha（ﾌﾞﾅ・ｽｷﾞ、610本）

ＮＰＯ法人白神ネイチャー協会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、植樹0.17ha（ﾌﾞﾅ500本）、きのこ植菌体験2回

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

先立の森里山保全ボランティアの会 対象2.8ha、3回、4月～3月、森林整備、植菌体験

秋田建築労働組合飯島支部建友会 林内クリーンアップ、自然体験

秋田東中学校地域後援会 下刈、植樹（ﾌﾞﾅ60本）

秋田県森の案内人協議会 普及啓発（研修会、森林講座）、森林整備

山ユリの会 対象1.2ha、森林整備

NPO法人秋田グリーンサム倶楽部 対象8.9ha、4回、6月～12月、森林整備

馬場目川上流部にブナを植える会 植樹、下刈　1.6ha ブナ500本

あきたエコマイスター県央協議会 自然観察会、森林整備、植樹、木工教室ほか6回

ロッカ森保全ボランティア 除間伐・つる切、炭焼体験ほか、18回

本荘海岸を守る会 講演会、植菌・収穫体験

鳥海山にブナを植える会 植樹（ブナ450本）、下刈1回

九十九島の松を守る会 下刈等森林整備

八乙女山を守る会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成、枝打、刈払、施肥

横手川と水環境を守る会 対象1.2ha、下刈、歩道整備、自然観察会

森人の会 森林整備（下刈・間伐）植菌作業、自然観察会、13回

秋田東中学校地域後援会

 ・　学校林「ひむがしの森」に
　　て植樹を実施（ブナ・60本）
 ・　参加者１９６名

横手川と水環境を考える会

 ・　横手市相野々ダム周辺山
　　林にて、森林体験会「落ち
　　葉と木の実の散策」を開催
 ・　参加者３５名
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（予算額：１０，２０４千円 ・ ２２団体で事業実施）

（単位：人・円）

番号 市町村名
参加者数
（見込み）

実績見込額 進捗状況

1 鹿角市 35 212,000 完了

2 大館市 360 273,000 実施中

3 北秋田市 240 400,000 実施中

4 北秋田市 94 666,000 実施中

5 北秋田市 60 374,000 実施中

6 能代市 330 400,000 実施中

7 能代市 160 400,000 実施中

8 能代市 330 737,000 実施中

9 能代市 510 398,000 実施中

10 藤里町 352 663,000 実施中

11 秋田市 40 98,000 完了

12 秋田市 335 200,000 実施中

13 秋田市 189 998,000 実施中

14 由利本荘市 40 400,000 実施中

15 由利本荘市 157 312,000 実施中

16 にかほ市 260 361,000 実施中

17 大仙市 143 240,000 実施中

18 仙北市 200 400,000 実施中

19 美郷町 70 430,000 完了

20 横手市 植樹 60 396,000 実施中

21 湯沢市 225 400,000 完了

22 羽後町 230 400,000 完了

合計 4,420 9,158,000

※　他、事務費（各地域振興局）352千円

実施主体 活動内容

三ツ矢沢自治会　（クマ対策） 道路脇の刈払い、住宅地周辺の除伐

大葛地区青若会 森林学習会、木工体験

きたあきた木育倶楽部 木育ワークショップ

杉山田自治会（クマ対策） 神社内の除伐、学習会

マタギ自然塾 植菌・収穫、自然観察会

能代木材産業連合会 木工教室、木育ワークショップ、セミナー

NPO法人メリーゴーランド 木製遊具の政策、公開保育

母体共有林野管理組合　（クマ対策） 下刈、広葉樹更新伐採、炭焼体験

秋田県銘木青年会 木工教室、木のおもちゃ展示

二ツ井地区製材協同組合
（クマ対策）

除伐・刈払い、セミナー

「秋田スギで街づくり」ネットワーク 下刈り、森林環境教育

ＮＰＯ法人　子育て応援seed 親子木の遊具作り、講話

太平山観光開発株式会社（クマ対策） 下刈・除伐、現地調査、薪割り体験

石脇財産区 下刈・除伐、樹幹注入

秋田建築学生集団 木匠塾 植樹、森林整備、道路整備、学習

秋田県立仁賀保高等学校 植樹、追肥、講演会

秋田県立大曲農業高校 下刈、きのこ栽培の研究、木材加工・炭焼き実習

NPO法人角館里山再生プロジェクト 森林整備、植樹、森林環境教育

NPO法人みさぽーと 植樹

医療法人阿部耳鼻咽喉科医院

八面部落 植樹

県立羽後高等学校後援会 講演会、下刈作業

秋田魁新報（11.21)　　

秋田魁新報（9.6)

秋田魁新報（6.23)　　

大葛地区青若会
 ・　大館市比内町旧大葛小で
　　「おおくぞフェスタ２０１９」と
　　して、木のおもちゃコーナー
　　や廃材による木工体験を
　　実施

八面部落
 ・　湯沢市駒形八面集落所有
　　林にて、植樹
　　（ﾔﾏｻﾞｸﾗ150本、ﾌﾞﾅ110本）　
 ・　参加者２２５名

クマ出没抑制対策

県立大曲農業高校
　・　大曲技術専門校の協力を得ながら、
　　　ベンチを製作し、地域施設に寄贈
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（予算額：９，６２６千円 ・ １２団体１６件で事業実施）

（単位：人・円）

番号 市町村名
参加者数
（見込み）

実績見込額 進捗状況

1 鹿角市 200 1,030,000 完了

2 83 276,560 完了

3 300 1,000,000 実施中

4 595,242 完了

5 254,914 完了

6 上小阿仁村 100 332,000 完了

7 能代市 200 294,000 実施中

8 男鹿市 79 114,000 完了

9 360 1,000,000 実施中

10 0 0 中止

11 八郎潟町 60 108,040 完了

12 由利本荘市 150 764,000 実施中

13 大仙市 120 200,000 実施中

14 221 1,030,000 完了

15 350 600,000 実施中

16 45 420,583 完了

17 64 549,417 完了

合計 3,832 8,568,756

※No.10「五城目森林組合」は、事業実施予定の「森山」がクマ出没により入山自粛を求められたため事業中止。

実施主体 活動内容

鹿角市 植樹　0.1ha(ブナ、ミズナラ等）242本

下刈　1.14ha

木育キャラバン

植樹　0.2ha（広葉樹）150本

水と緑の森林祭PR（みどりの女神招聘等）

上小阿仁村 植樹　0.1ha（スギ）300本

白神森林組合
チェンソーアート、木工体験教室（能代産業フェア、三
種町民祭）

男鹿市 下刈体験学習（男鹿北中）

五城目町 木育キャラバン・木工体験

五城目森林組合 下刈・研修会（森山）

八郎潟町 木育推進活動（木工教室）

由利本荘市 植樹活動　0.5ha（アカマツ 1,000本）

大仙市 なかせん千本桜プロジェクト（講演会）

植樹活動　植樹0.15ha（ブナ 200本）

普及啓発活動　シンポジウム

普及啓発活動　親子で楽しむ森の学校

湯沢市森林祭　植樹活動0.1ha（カエデ等 100本）、下
刈0.4ha

大館市 大館市

北秋田市 北秋田市 1,500

五城目町

美郷町 美郷町

湯沢市 湯沢市

上小阿仁村
  ・　全村植樹祭として、上小阿仁村南沢
地
　　 区内でスギ300本植樹
  ・　参加者１００名

湯沢市
　・ 雄勝小学校５年生を対象に、「森と水」
     のお話、木工教室及びしいたけの駒
     打ち体験を実施
　・ 参加者４５名
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（２）森林環境教育推進事業

（予算額：１３，１８４千円 ・ ４６団体で事業実施）

（単位：人・円）

番号 市町村名
参加者数
（見込み）

実績見込額 進捗状況

1 鹿角市 62 172,600 完了

2 鹿角市 22 212,000 完了

3 鹿角市 30 275,000 完了

4 鹿角市 55 333,000 完了

5 鹿角市 38 180,000 完了

6 鹿角市 18 266,000 実施中

7 鹿角市 22 129,000 完了

8 大館市 38 170,000 完了

9 大館市 49 341,000 実施中

10 大館市 82 389,400 完了

11 大館市 29 200,000 実施中

12 大館市 33 262,000 完了

13 大館市 17 110,000 実施中

14 大館市 39 141,000 実施中

15 大館市 230 500,000 実施中

16 大館市 70 378,000 実施中

17 大館市 80 500,000 実施中

18 大館市 66 131,000 実施中

19 北秋田市 29 129,000 実施中

20 北秋田市 48 86,000 実施中

21 北秋田市 73 345,000 実施中

22 北秋田市 36 417,000 完了

23 北秋田市 15 145,000 実施中

24 能代市 22 217,000 実施中

25 能代市 84 251,000 実施中

26 秋田市 263 276,000 完了

27 秋田市 206 483,000 完了

28 秋田市 138 338,000 実施中

29 秋田市 120 168,000 実施中

30 秋田市 90 113,000 完了

31 秋田市 280 500,000 実施中

32 秋田市 450 500,000 実施中

33 秋田市 120 200,000 実施中

34 秋田市 245 487,000 実施中

実施主体 活動内容

花輪小 自然観察会、木工体験　２回／年

花輪北小 自然観察会　１回／年

平元小 自然観察会　１回／年

十和田小 自然観察会　１回／年

大湯小 自然観察会　２回／年

尾去沢小 自然観察会 １回／年

わかば保育園 自然観察会、木工体験　２回／年

桂城小 森林環境学習　１回／年

城西小 森林環境学習、木育　２回／年

有浦小 自然観察会、森林環境学習　１回／年

長木小 自然観察会　１回／年

上川沿小 自然観察　１回／年

西館小 自然観察会　１回／年

山瀬小 自然観察会　１回／年

大館ホテヤこども園 植菌体験、木工体験　２回／年

大館ホテヤ第二こども園 植菌体験、木育　２回／年

月居学園 植菌体験、木育　２回／年

富沢学園 植菌体験、木育　２回／年

鷹巣東小 自然観察会、木工体験　４回／年

鷹巣中央小 自然観察会　２回／年

鷹巣南小 自然観察会、林業体験、木工体験　２回／年

綴子小学校 自然観察会、木工体験　３回／年

あきたリフレッシュ学園 木材利用作業体験　１回／年

轟保育園 自然観察会　１回／年

能代支援学校PTA 植樹活動　　１回／年

秋田北中 森林環境学習、林業体験　2回／年

広面小 林業体験、森林環境学習、木工体験　３回／年

戸島小 自然観察会、木工体験、加工施設視察　３回／年

勝平保育園 自然観察会　４回／年

日新保育園 自然観察会　２回／年

こども園こうほく風の遊学舎 自然観察会、木工体験　１０回／年

こども園あきた風の遊学舎 自然観察会　１０回／年

学童保育あきた風の遊学舎 自然観察会　４回／年

ひがし保育園 自然観察会、木工体験　8回／年
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番号 市町村名
参加者数
（見込み）

実績見込額 進捗状況

35 秋田市 170 341,000 実施中

36 秋田市 270 500,000 実施中

37 由利本荘市 90 500,000 実施中

38 大仙市 164 315,000 実施中

39 大仙市 80 500,000 実施中

40 大仙市 58 360,000 実施中

41 横手市 79 164,000 実施中

42 横手市 47 43,000 完了

43 横手市 48 168,000 実施中

44 横手市 151 175,000 実施中

45 湯沢市 42 109,000 完了

46 羽後町 54 294,000 完了

合計 4,452 12,814,000

（予算額：２，７８１千円 ）

 

実施主体 活動内容

秋田幼稚園 自然観察会　４回／年

Akitaコドモの森 自然観察会、木工体験　6回／年

由利本荘保育会 自然観察会、木育　6回／年

中仙小 自然観察会、森林環境学習、木工体験　８回／年

ちっちゃいもの倶楽部 森林環境学習、木工体験　３回／年

豊成中 自然環境学習、木工体験、林業体験　3回／年

十文字第二小 木工体験　３回／年

醍醐小 木工体験　１回／年

睦合小 木工体験　３回／年

山内小 林業体験、木工体験　６回／年

山田中 自然観察会、林業体験、木工体験　１回／年

羽後町土地改良区 自然観察会、木工体験　1回／年

秋田北中学校

   ・　 秋田市下新城地内の学
       校林で、松林の松葉掻
       き等の林内クリーンアッ
       プを実施
　・　その他、自然観察会、森
      林環境学習を実施
　・　全校生徒参加２６３名

日新保育園（秋田市）
　・　秋田市下浜地区「健康の
   　森」にて、森林散策や自然
   　の中で伸び伸びと遊んだ
 ・　参加者９０名（４・５歳児）

※　県内小・中学校教員を対象に、令和２年１月
     ９日、秋田地方総合庁舎で、基礎知識の習得
     を目的として研修会を開催予定

「森のようちえん指導者養成講座」
（森林学習交流館プラザクリプトン）

野外研修

保育士を対象に、幼稚園等おける自然体験型活動や木育活動を実践できる指導者を養成。
２講座を本県で開催したところ、定員を上回る希望者となった。

 ・８５名（木育インストラクター養成講座 ３０名）

　　　　　（森のようちえん指導者養成　   ５５名）

木育インストラクター養成講座
（鳥海山木のおもちゃ美術館）

木育プログラム研修「水の積木」
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（予算額：７，７１９千円）

　　　○環境林整備に関するカリキュラム経費等の一部

　　　  に活用。

（３）普及啓発事業 （予算額：２８，４２９千円）

　①あきた森づくり活動サポートセンターの設置・運営（県営事業）

　

○主な活動実績（R元.12.1現在）

　・森林ボランティア団体の登録（86団体、11,329人：新規登録6団体292人）

　・森林ボランティア育成研修会の開催（８月10日・20名、12月15日・20名）

　・森林ボランティア育成研修会の開催（7月29日・27名、11月30日・51名）

　・森林ボランティア技術研修会の開催（5月28日・14名、7月16日・17名、10月12日・16名）

　・指導者の派遣（20名）

　・活動資材の貸与（46件、木のおもちゃ、測樹機器、ヘルメット、刈払機、チェーンソーほか）

　・ホームページの更新（森の学校、活動レポート、イベント情報）

○森林ボランティア団体サポート内容（R元.12.1現在）

　・水と緑の森づくり税に関すること ・・・　５件

　・その他交付金・助成に関すること ・・・３１件

　・森林ボランティア活動に関すること ・・・３４件

　・森づくり技術に関すること ・・・　４件

　・その他（秋田の森林、林業ほか） ・・・４３件

          　 林業大学校の運営実施。

　森林ボランティアの育成や指導者の派遣、活動資材の貸与、ＷＥＢサイト等による情報発信、
研修会の開催、森林ボランティア団体への技術指導や事務指導を行っている。

森林ボランティア連絡協議会
（ボランティア団体への情報提供）

森林ボランティア育成研修会
（第２回目　森林整備活動の発表）

森林測量実習 伐採実技研修

－14－



　 ②水と緑の森づくり基金運営委員会（県営事業） 　

制度の透明性の確保や県民意見を反映する仕組みとして設置。

○当初計画の４回のうち３回を開催。４回目は令和２年３月に開催予定。　

第１回(6/7)

第２回(9/12)

第３回(12/26)

第４回(3月予定)

　 ③普及啓発活動（県営事業）

事業主体

・「森林祭」（７月７日）の開催　北秋田市「北欧の杜公園」（約1,500名参加）

・新聞やＷＥＢサイトに関連イベント告知等の情報を掲載

・「キッズおしごと体験フェスタ」(11月24日)に出展　秋田市「秋田拠点センターアルヴェ」

・事業紹介のパンフレットの配布

・ナラ枯れ県民協働普及啓発事業　県内３箇所で実施

・副読本「あきたの森林」の配布（11月）（全県195校及び特別支援校16校の小学４年生）

開催日程 場所 開催概要

文化会館 30年度事業実績について、基金の状況について等

三種町 現地視察（マツ林・ナラ林等景観向上事業、広葉樹林再生事業地など）

ルポールみずほ 元年度事業実施状況、２年度事業計画（案）について

ルポールみずほ（予定） ２年度事業計画、県民提案事業審査について

事業内容

県

森林祭の様子（北秋田市）

副読本「あきたの森林」 キッズおしごと体験フェスタに出展

ナラ枯れ県民協働普及啓発事業
（現地研修）
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　 ④森林環境調査・研究（県営事業） 　

　　　　森林環境の保全に関する調査研究等の実施。

○森林生態系長期大規模モニタリングサイトを地形測量により設置したメッシュ（×10m）毎に

　胸高周囲長15cm以上の全立木にナンバリング。立木位置、樹種特定、階層区分などを記録。

大気汚染指標として越境オゾン濃度の観測、二酸化窒素濃度の観測を実施。

樹木健全性指標としてブナの葉緑素量（SPAD）の観測等を実施。

○広葉樹林分の再生に関し、ボランティア団体への苗木の配布を行うとともに、植栽地での

　生育状況の調査等を実施。

　 ○ナラ枯れ被害林分の再生に関し、ミズナラ・コナラ林にモニタリングサイトを３箇所設定。

　被害量調査、林分の種構成調査、後継樹の生育調査、堅果量調査を実施中。

　 ⑤その他（全国表彰関係）

秋田魁新報2019.6.27 秋田魁新報2019.7.26

全国学校緑化ｺﾝｸｰﾙ（学校林の部）高校の部
準特選　県立二ツ井高等学校

ＮＰＯ法人あきた白神の森倶楽部が支援
（ボランティア活動支援事業）

全国森林病虫獣害防除協会　防除コンクール
最高賞（林野庁長官賞）受賞
炭焼きで夕日の松原まもり隊
（ボランティア活動支援事業）

全立木分布図（2019年現在）
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