
（１）秋田県水と緑の森づくり事業（ハード事業）

事業量 予算額（千円）

  ア　豊かな里山林整備事業 　 100,712

        針広混交林化 補助 ４市町 19,662

誘導伐等５６ha

　　　　広葉樹林再生 補助 ５市町 36,780

下刈１２ha、植栽４ha

　　　　緩衝帯等整備 補助 15市町村                                                                                                                                                                                               44,270

除伐等1５３ha

  イ　マツ林・ナラ林等景観向上事業 130,853

　　    マツ林・ナラ林等景観向上事業 補助 １４市町村                                                                                                                                                                                              130,853

マツ伐採270ha 
4,764m3

ナラ伐採493ha 

4,950m
3

  ウ　森や木とのふれあい空間整備事業 179,117

　　    ふれあいの森整備 補助 １３市町村 170,024

整備  15箇所               

県営 ２市　２箇所

　　   木育空間整備 補助 ３市 9,093

整備３箇所              

410,682

令和２年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について

　地球温暖化の防止や県土の保全、水源のかん養等の公益的機能を有する森林を健全に守り育
て、次代に引き継いでいくため、県民参加により森林環境保全のための施策を実施する。

２年度事業

小　計

事業名
実施
区分

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）

事業量 予算額（千円）

　エ　県民参加の森づくり事業 33,634

　　　 森林ボランティア活動支援 補助 27件 11,206

　　　 森づくり県民提案事業 補助 24件 12,659

　　　 市町村等の森づくり活動支援 補助 15件 9,769

　オ　森林環境教育推進事業 21,166

　　　 森林環境学習活動支援事業 補助 42件 12,109

　　　 森林環境教育指導者養成事業 県営 90人 2,816

　　　 森づくりの人材育成 県営 33人 6,241

　カ　普及啓発事業 28,050

　　　 普及啓発事業 県営 － 28,050

82,850

（３）秋田県水と緑の森づくり税収

451,000千円

８千円

451,008千円

２年度事業

小　計

令和２年度予算額

運用益

合計

　

事業名
実施
区分

合計（ハード事業＋ソフト事業） 493,532
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令和２年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について

秋田県水と緑の森づくり事業（ハード） 予算額計：４１０，６８２千円

①豊かな里山林整備事業
○針広混交林化

概 要：生育の思わしくないスギ人工林等を公益的機能の高い広葉樹との混交林へ誘導します。
事業主体：市町村、財産区、森林組合、林業事業体、県等
対象森林：県内民有林（公有林・私有林）のうち生育の思わしくないスギ人工林等
実施条件：20年間皆伐と転用を制限する協定を締結します。
事業内容：現況調査、誘導伐（本数率で40％程度の伐採）、作業道整備等

生育の悪いスギ人工林 混交林へ誘導 将来の姿（イメージ）

○広葉樹林再生
概 要：過去に損なわれた森林環境を取り戻し、野生動植物などが生息・生育できる生態系の健全性

に配慮した広葉樹林の再生を図ります。
事業主体：市町村、県
対 象 地：・県内民有林で、天然更新による森林形成が困難な箇所

・放牧跡地等で、将来再利用しない箇所
事業内容：検討委員会開催、現況調査（区域測量、土壌調査等）、植栽、下刈等

自然再生が困難な放牧跡地 広葉樹の植栽 広葉樹林の再生

○緩衝帯等整備
概 要：クマ等の野生動物が出没し、人的な被害などのおそれのある森林において、緩衝帯等を整備し、

野生動物の出没の抑制を図ります。また、主要道路や通学路沿い等の藪化・過密化している森
林を整備し、森林環境の保全や景観の向上を図ります。

事業主体：市町村、財産区、森林組合、林業事業体、県等
対象森林：県内民有林で、クマ等の野生動物の出没が確認された森林や、主要道路沿いや通学路沿い

等の藪化・過密化している森林
事業内容：現況調査、下刈、除伐、整理伐、枝打ち等

（予算額 １００，７１２千円）
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②マツ林・ナラ林等景観向上事業
概 要：松くい虫及びカシノナガキクイムシ被害等により枯れたマツやナラ林等で、景観維持や安全面に

支障がある枯損木の伐採と健全化に向けた植栽を行います。
事業主体：市町村、県
対象森林：県内民有林で、景観維持や安全面に支障があるマツ林やナラ林等を優先的に伐採します。
事業内容：枯れマツ及び枯れたナラ等の伐採・植栽、破砕処理等

③森や木とのふれあい空間整備事業
○ふれあいの森整備

概 要：身近な森林等のうち、「森林浴リフレッシュ・健康づくりの森」、「湧水･名水の森」、「森林ボラ
ンティアの森」、「学びの森」の４つの視点で、県民が森林とふれあえる「森や水とのふれあい拠
点」を整備します。

実施主体：市町村、財産区、小中学校、自治会、県等
対象森林：・森林公園又は森林が１／５以上を占める箇所であること。

・営利を目的とせず、整備後に適切な管理を行う管理者がいること。
・権利者が国以外であること。

実施条件：施設の活用及び管理等に関する協定を締結すること。
事業内容：全体計画調査、森林整備、路網整備、標識類整備、休憩施設整備等

○木育空間整備
概 要：木の良さや森林の大切さ等について理解を深めるため、公共施設等において、親子で直接木を

見て、ふれあえることのできる「木育体験空間」を整備し、木育の促進を図ります。
実施主体：市町村、県
対象施設：市町村等の公共施設や不特定多数の利用が見込める施設。
実施条件：・営利を目的とせず、整備後に適切な管理を行う管理者がいること。

・権利者が国以外であること。
事業内容：設計、木育関連資材整備、木育空間整備等

（予算額 １３０，８５３千円）

（予算額 １７９，１１７千円）
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○豊かな里山林整備事業（針広混交林化）　令和２年度計画内容

北秋田 大館市 大館市 １）調査・測量 8.83 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 8.83 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

山本 能代市・三種町 白神森林組合 １）調査・測量 17.39 ha ４箇所実施
２）針広混交林化（誘導伐） 17.39 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

秋田 男鹿市 男鹿森林組合 １）調査・測量 29.62 ha
２）針広混交林化（誘導伐） ha
３）針広混交林化（育成伐） 29.62 ha
４）作業道等・管理道等 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 基

１）調査・測量 55.84 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 26.22 ha        55.84ha
３）針広混交林化（育成伐） 29.62 ha
４）作業道等・管理道等 0 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 0 基

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計

２
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○豊かな里山林整備事業（広葉樹林再生）　令和２年度計画内容

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 ha
４)下刈 3.29 ha
５)普及啓発（標識類） 基

山本 三種町 三種町 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽 ha
４)下刈 1.70 ha
５)普及啓発（標識類） 基

仙北 大仙市 大仙市 １)現況調査 17.00 ha
２)検討委員会 回
３)植栽 3.00 ha
４)下刈 ha
５)普及啓発（標識類） 1 基

平鹿 横手市 横手市 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽 ha
４)下刈 6.93 ha
５)普及啓発（標識類） 基

雄勝 湯沢市 湯沢市 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽 0.92 ha
４)下刈 0.15 ha
５)普及啓発（標識類） 基

１)現況調査 17.00 ha
２)検討委員会 0.00 回
３)植栽 3.92 ha 　　　15.99ha
４)下刈 12.07 ha
５)普及啓発（標識類） 1 基

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計

２
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○豊かな里山林整備事業（緩衝帯等整備）　令和２年度計画内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １)森林調査 ha ・小学校周辺
２箇所 ２)森林整備（除伐） 2.34 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

北秋田 大館市 大館市 １)現況調査 3.27 ha ・公園周辺
３箇所 ２)森林整備（除伐） 3.27 ha ・通学路周辺
クマ ３)森林整備（下刈） ha ・観光施設周辺

４)森林整備(枝打ち） 3.27 ha
５)森林整備(その他） ha

北秋田市 北秋田市 １)現況調査 2.25 ha ・住宅地道路周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） ha
クマ ３)森林整備（下刈） 2.25 ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

財産区 １)現況調査 1.22 ha ・公園周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 1.22 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

上小阿仁村 上小阿仁村 １)現況調査 ha ・農地隣接森林
１箇所 ２)森林整備（除伐） ha
クマ ３)森林整備（下刈） 0.90 ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

山本 能代市 能代市 １)森林調査 1.48 ha ・集落周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 0.86 ha
クマ ３)森林整備（下刈） 0.62 ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

八峰町 八峰町 １)森林調査 4.16 ha ・公園周辺
３箇所 ２)森林整備（除伐） 2.96 ha ・旧中学校周辺
クマ ３)森林整備（下刈） 1.20 ha ・集落周辺

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

由利 由利本荘市 由利本荘市 １)現況調査 10.96 ha ・学校周辺
１８箇所 ２)森林整備（除伐） 9.30 ha ・交流施設周辺

うちクマ１４箇所 ３)森林整備（下刈） ha ・住宅街周辺
9.47ha ４)森林整備(枝打ち） 1.04 ha ・小学校周辺

５)森林整備(その他） 2.56 ha
にかほ市 にかほ市 １)現況調査 2.38 ha ・集落周辺

２箇所 ２)森林整備（除伐） 2.38 ha ・小学校周辺
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

仙北 大仙市 大仙市 １)現況調査 7.62 ha ・道路沿い
５箇所 ２)森林整備（除伐） 5.60 ha ・小学校周辺
クマ ３)森林整備（下刈） 2.02 ha ・公園周辺

４)森林整備(枝打ち） 5.60 ha
５)森林整備(その他） ha

仙北市 仙北市 １)現況調査 2.73 ha ・高校周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 2.73 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 2.73 ha
５)森林整備(その他） ha

美郷町 美郷町 １)現況調査 2.00 ha ・公園周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 2.00 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 2.00 ha
５)森林整備(その他） ha

平鹿 横手市 横手市 １)現況調査 15.75 ha ・公園周辺
２箇所 ２)森林整備（除伐） 10.35 ha ・小学校周辺
クマ ３)森林整備（下刈） 5.40 ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

雄勝 湯沢市 湯沢市 １)現況調査 72.42 ha ・公園周辺
14箇所 ２)森林整備（除伐） 72.42 ha ・通学路周辺

うちクマ13箇所 ３)森林整備（下刈） ha ・集落周辺
70.30ha ４)森林整備(枝打ち） ha

５)森林整備(その他） ha
羽後町 羽後町 １)現況調査 4.51 ha ・小学校周辺

３箇所 ２)森林整備（除伐） 4.51 ha ・集落周辺
クマ ３)森林整備（下刈） 4.51 ha ・道路沿い

４)森林整備(枝打ち） 2.62 ha
５)森林整備(その他） ha

東成瀬村 東成瀬村 １)現況調査 13.52 ha ・集落周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 13.52 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

１)現況調査 144.27 ha
２)森林整備（除伐） 133.46 ha
３)森林整備（下刈） 16.90 ha 　　除伐＋下刈＋その他　152.92ha
４)森林整備(枝打ち） 17.26 ha
５)森林整備(その他） 2.56 ha

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計　１５市町村　５９箇所

２
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○マツ林・ナラ林等景観向上事業　令和２年度計画内容

北秋田 北秋田市 北秋田市 １）調査(マツ林) 1.95 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 0.55 ha

( 24.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

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) 34.50 ha

( 545.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

三種町 三種町 １）調査(マツ林) 35.49 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 35.49 ha

( 900.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

八峰町 八峰町 １）調査(マツ林) 4.45 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 4.45 ha

( 250.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 37.07 ha

( 85 m3 )
５）植栽 ha

秋田 秋田市 秋田市 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 25.70 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 25.70 ha

( 150.00 m3 )
５）植栽 ha

男鹿市 男鹿市 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 120.00 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 120.00 ha

( 500.00 m3 )
５）植栽 ha

大潟村 大潟村 １）調査(マツ林) 24.34 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 24.34 ha

( 451.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha
６）破砕処理 m3

由利 由利本荘市 由利本荘市 １）調査(マツ林) 21.83 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 8.63 ha
３）伐倒(マツ林) 21.83 ha

( 1572.90 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 8.63 ha

( 123.20 m3 )
５）植栽 ha

にかほ市 にかほ市 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 33.10 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 33.10 ha

( 400.00 m3 )
５）植栽 ha

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) 1.67 ha

( 24.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

２
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○マツ林・ナラ林等景観向上事業　令和２年度計画内容

平鹿 横手市 横手市 １）調査(マツ林) 112.74 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 60.40 ha
３）伐倒(マツ林) 112.74 ha

( 300.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 60.40 ha

( 200.00 m3 )
５）植栽 ha

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）調査(マツ林) 34.43 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 185.17 ha
３）伐倒(マツ林) 34.43 ha

( 697.20 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 185.17 ha

( 3,225.70 m3 )
５）植栽 ha

羽後町 羽後町 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 8.93 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 8.93 ha

( 129.6 m3 )
５）植栽 ha

東成瀬村 東成瀬村 １）調査(マツ林) ha ［ナラ］
２）調査(ナラ林) 13.85 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 13.85 ha

( 136.0 m3 )
５）植栽 ha

１）調査(マツ林) 235.23 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 455.78 ha
３）伐倒(マツ林) 270.00 ha

( 4,764.10 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 492.85 ha

( 4,949.50 m3 )
５）植栽 0.00 ha

調査面積計　１）＋２） 691.01 ha
伐倒面積計　３）＋４） 762.85 ha
伐倒材積計　３）＋４） ( 9,713.60 m3 )

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

全県計　１４市町村

２
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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）　令和２年度計画内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １）森林整備（植栽） 17 本 H30～R2
（黒森山憩いの森） ２）路網整備（歩道開設） 324.3 m

３）路網整備（歩道補修） 1213.0 m
４）標識類整備(案内板) 1.0 基
５）標識類整備（誘導坂） 16.0 基
６）休憩施設整備（東屋、ベンチ） 3.0 棟

北秋田 大館市 大館市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～R2
（岩神ふれあいの森） ２）森林整備（修景施業） 18.41 ha

３）休憩施設整備（ベンチ等） 7.0 基
４）利便性向上施設整備（橋） 1.0 基

山本 能代市 能代市 １）調査・測量・設計 1.0 式 R2～R4
（風の松原） ２）路網整備（歩道補修） m

秋田 秋田市 秋田市 １）調査・測量・設計 1.0 式 H30～R3
（浜田森林総合公園） ２）森林整備（植栽） 0.41 ha

３）休憩施設整備（東屋） 棟

秋田市 １）調査・測量・設計 式 R1～R2
（大滝山自然公園） ２）路網整備（歩道整備） 73 段

式

男鹿市 男鹿市 １）調査・測量・設計 1.0 式 R2～R4
十二桜森林公園 ２）路網整備（歩道） ｍ

３）標識類整備（案内板） 基

五城目町 五城目町 １）調査・測量・設計 1.0 式 R2～R3
（悠紀の森） ２）森林整備（修景施業） 2.3 ha

３）路網整備（歩道） 1150.0 ｍ
４）休憩施設整備（　） 基

井川町 井川町 １）調査・測量・設計 式 R2（H３０実施に追加整備）
（国花苑の健康の森） ２）森林整備（修景施業） 2.53 ha

３）標識類整備（誘導板） 10.0 基

由利 由利本荘市 由利本荘市 １）森林整備（修景施業） ha R2
（八塩いこいの森） ２）路網整備（歩道整備） 425.0 ｍ

３）標識類整備（案内板） 基
４）休憩施設整備（東屋） 棟
５）安全防護施設整備（転落防止柵） 93 ｍ

由利本荘市 １）森林整備（修景施業） 0.43 ha R1～R2
（（仮）あゆの森公園） ２）路網整備（歩道整備） 200.0 ｍ

３）標識類整備（案内板等） 19.0 基
４）休憩施設整備（東屋） 2.0 棟
５）安全防護施設整備（転落防止柵） 120.0 ｍ

にかほ市 にかほ市 １）森林整備（修景施業） 11.0 ha R1～R3
（芭蕉の森公園） ２）路網整備（歩道整備） 1020.3 ｍ

３）休憩施設整備（東屋） 2.0 棟

仙北 大仙市 大仙市 １）調査・測量・設計 1 式 R1～R3
（八乙女山公園） ２）森林整備（修景施業） 1.0 ha

３）路網整備（歩道整備） 320.0 ｍ
４）路網整備（歩道補修） 320.0 ｍ
５）利便性向上施設整備（トイレ） 箇所

仙北市 仙北市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～Ｒ2
（大沢地区森林公園） ２）森林整備（修景施業） ha

３）路網整備（歩道開設） m
４）標識類整備（樹名板） 30 枚
５）休憩施設整備（東屋） 2 棟

m

振興局名 市町村名
事業実施主体　　　　　　　　　

（公園名）
事業内容 備考

２
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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）　令和２年度計画内容

平鹿 横手市 横手市 １）森林整備（修景施業） ha H31～Ｒ２
（横手いこいの森） ２）標識類整備（案内板） 基

３）休憩施設整備（ベンチ） 3.0 基
４）利便性向上施設整備（トイレ） 1.0 基
５）安全防護施設整備（転落防止柵） 90 ｍ

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）森林整備（植栽） 0.15 ha H31～Ｒ2
（湯沢市民の森） ２）路網整備（歩道開設） 122.0 ｍ

３）標識類整備（樹名板） 40.0 枚
４）安全防護施設整備（転落防止柵） 150 ｍ
５）利便性向上施設整備（ウッドデッキ） 1 基

１３市町 １５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

２
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○森や木とのふれあい空間整備事業（木育空間）　令和２年度計画内容

北秋田 北秋田市 北秋田市 １）設計 式
北秋田市民ふれあいプラザ ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

秋田 秋田市 秋田市 １）設計 式
大森山動物園 ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

雄勝 湯沢市 湯沢市 　 式
雄勝スポーツセンター ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

３市　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

２
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令和２年度 秋田県水と緑の森づくり事業計画箇所 位置図

（凡例元データ）

●

●

●

●

●

森や木とのふれあい空間整備事業
（ふれあいの森整備）実施箇所

森や木とのふれあい空間整備事業
（木育空間整備）実施箇所

凡　　　　　例

豊かな里山林整備事業
（針広混交林）実施箇所

豊かな里山林整備事業
（広葉樹林再生）実施箇所

豊かな里山林整備事業
（緩衝帯等整備）実施箇所

●
マツ林・ナラ林等景観向上事業実施箇所

(黒枠ありはナラ枯損木処理実施箇所)
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◎令和２年度秋田県水と緑の森づくり推進事業計画(ソフト事業)

予 算 額 　　　８２，８５０  千円

令和２年度予算額　３３，６３４千円

令和２年度予算額　２１，１６６千円

令和２年度予算額　２８,０５０千円

幼児期における森林体験
（日新保育園）

林業大学校で森林整備を担う人材を育成します。

（熊対策に関しては上限１００万円）

●森づくりの人材育成

「水と緑の森林祭」でのメッセージ朗読
（北秋田市　北欧の杜公園）

 県

秋田東中学生による植樹活動

「アミュージングサポートあそぶ」による木育活動

サポートセンターによる森林ボランティアに
対する技術研修会の開催
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（１）森林ボランティア活動支援事業

事業名 市町村名 実施主体 事業内容 箇所名等
参加
人数

備考※

米代川源流自然の会 森林整備
鹿角市花輪外1,柴内山外9など
「市営牧場跡地」

100 継

鹿角市河川漁業協同組合 森林整備
鹿角市十和田大湯字田代平
「採草放牧地跡地」

94 継

甘蕗の森里山保全チーム 森林整備 鹿角市花輪甘蕗 50 継

大館市
アニュージングサポート「あ
そぶ」

普及啓発（木育） 大館市文化会館 530 継

グリーンメイク（清流を守る
会）

森林整備 北秋田市米内沢字長野 40 継

森吉四季美湖を守る会 森林整備 北秋田市　森吉山「四季美湖畔」 50 継

二ツ井宝の森林（やま）プロ
ジェクト実行委員会

森林整備、普及啓
発

能代市梅内地区 220 継

富根地区協議会 森林整備 能代市二ツ井町飛根字湯ノ沢地内 80 継

風の松原に守られる人々の
会

森林整備 能代市「風の松原」地内 100 新

藤里町
NPO法人あきた白神の森倶
楽部

森林整備、普及活
動

藤里町粕毛地内 100 継

八峰町
ＮＰＯ法人白神ネイチャー協
会

森林整備、普及活
動

八峰町八森字水の目、八峰町八森字御所の
台ほか

250 継

炭やきで夕日の松原まもり
隊

森林再生 秋田市「夕日の松原」 705 継

秋田県森の案内人協議会
森林整備、普及啓
発

秋田市河辺「森林学習交流館」ほか 100 継

秋田東中学校地域後援会
森林整備、森林学
習

秋田市仁別　学校林「ひむがしの森」ほか 215 継

あきたグッド・トイ委員会 普及啓発（木育） 男鹿市文化会館、横手市民会館ほか 500 新

ＮＰＯ法人子育て応援Seed 普及啓発（木育）
秋田市子ども広場、中央市民サービスセン
ターほか

160 新

潟上市
NPO法人秋田グリーンサム
倶楽部

樹木観察会
木工体験教室

潟上市天王「あきたｸﾞﾘｰﾝｻﾑ創造の杜」 200 継

五城目町
馬場目川上流部にブナを植
える会

森林整備
五城目町馬場目字恋地
「国設恋地スキー場跡地」

100 継

あきたエコマイスター県央協
議会

森林整備・普及啓
発

由利本荘市大内三川「里山エコの森」 360 継

ロッカ森保全ボランティア 森林整備 由利本荘市赤田「ロッカ森」 150 継

鳥海山にブナを植える会
森林整備、普及啓
発

鳥海山三合目（霊峰公園） 700 継

九十九島の松を守る会 森林整備 にかほ市象潟 175 継

八乙女山を守る会
森林整備、普及啓
発

大仙市長野字長野山 290 継

ちっちゃいもの倶楽部 普及啓発（木育） 大仙市太田町「大台スキー場」ほか 100 新

仙北市
ＮＰＯ法人角館里山再生プロ
ジェクト

森林整備、普及啓
発

仙北市角館町　古城山、外ノ山ほか 200 新

横手市 横手川と水環境を考える会
森林整備、普及啓
発

横手市山内平野沢　相野々ダム周辺 46 継

湯沢市 森人の会 森林整備 湯沢市小野「ゆーとぴあ手づくりの森」 300 継

計 27箇所 5,915

※前年実施している場合　継

令和２年度秋田県水と緑の森づくり推進事業一覧（ＮＯ．１）

[ ０１．県民参加の森づくり事業 ]

森林ボラン
ティア活動支

援

鹿角市

北秋田市

能代市

秋田市

由利本荘
市

にかほ市

大仙市
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（２）森づくり県民提案事業

事業名等 団体数 実施主体 事業内容 箇所名等
参加
人数

備考

森づくり県民
提案

24
（一次募集）

計

（３）市町村の森づくり活動支援事業

事業名 市町村名 実施主体 事業内容 箇所名等 参加人数 備考※

鹿角市 鹿角市 植樹 鹿角市十和田大湯「ストーンサークル」 200 継

植樹 大館市岩瀬「大館曲げわっぱ150年の森」 80 継

普及啓発（木育） 木育推進「大館市生涯学習フェスティバル」 300 継

上小阿仁
村

上小阿仁村 植樹 上小阿仁村大林字菊桜岱 100 継

森林整備

普及啓発

白神森林組合 普及啓発（木育）
能代市「のしろ産業フェア」、三種町「三種町
町民祭」ほか

280 継

男鹿市 男鹿市 森林整備 男鹿北中敷地内 80 継

五城目町 五城目町 普及啓発（木育） 五城目町「雀館運動公園」、「広域体育館」 360 継

八郎潟町 八郎潟町 普及啓発 八郎潟町「えきまえ交流館ハチパル」 60 継

由利本荘
市

由利本荘市 植樹 由利本荘市西目町西目字大森台 150 継

植樹・育樹 美郷町六郷「七滝」 220 継

普及啓発 美郷町六郷「美郷町公民館」 350 継

植樹 湯沢市小野（森の学校） 40 継

普及啓発 湯沢市小野（森の学校） 40 継

計 10箇所 15件 3,260

※前年実施している場合　継

令和２度秋田県水と緑の森づくり推進事業一覧（ＮＯ．２）

[ ０１．県民参加の森づくり事業 ]

資料２　令和２年度森づくり県民提案事業募集審査表（一覧）のとおり

市町村の森
づくり活動支
援

大館市 大館市

能代市

能代市 能代市二ツ井「水と緑の森林祭」 1,000 新

美郷町 美郷町

湯沢市 湯沢市
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（１）森林環境学習活動支援事業

事業名 市町村名 実施主体 事業内容 箇所名等
参加
人数

備考※

鹿角市 花輪小
①環境学習
②木育活動

鹿角市「中滝ふるさと学舎」、「中滝セラピー
ロード」

70 継

花輪北小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 30 継

平元小 ①環境学習
大館市「大館少年自然の家」、八峰町「あき
た白神体験センター」

26 継

十和田小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 51 継

大湯小 ①環境学習
鹿角市「中滝ふるさと学舎」、「中滝セラピー
ロード」、大館市「大館少年自然の家」

25 継

尾去沢小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 14 継

十和田中 ①環境学習 大館市「大館少年自然の家」 70 新

社会福祉法人愛生会
①環境学習
②木育活動

鹿角市「中滝ふるさと学舎」、「中滝セラピー
ロード」（大湯保育園・わかば保育園）

26 新

大館市 桂城小 ①環境学習 八峰町「留山」 35 継

城西小
①環境学習
②木育活動

大館市「矢立天然観察林」、「ニプロハチ公
ドーム」

49 継

有浦小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」、「留山」 97 継

長木小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」、「留山」 23 継

川口小 ①環境学習 八峰町「留山」 17 新

上川沿小 ①環境学習 八峰町「留山」、能代市仁鮒杉沢スギ保護林 31 継

山瀬小
①環境学習
②木育活動

八峰町「あきた白神体験センター」、「留山」 20 継

大館ホテヤこども園
①環境学習
②木育活動

園敷地内ほか 245 継

大館ホテヤ第二こども園
①環境学習
②木育活動

園敷地内、鹿角市「鹿角観光ふるさと館」 98 継

月居学園
①環境学習
②木育活動

南が丘こども園、能代市「風の松原」 140 継

富沢学園
①環境学習
②木育活動

扇田こども園、鹿角市「中滝ふるさと学舎」 102 継

北秋田市 鷹巣東小
①環境学習
②木育活動

八峰町「あきた白神体験センター」「留山」、
北秋田市「北欧の杜公園」

46 継

鷹巣中央小 ①環境学習 八峰町「留山」、学校敷地内 68 継

能代市 轟保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 20 継

秋田市 秋田北中 ①環境学習
秋田市下新城中野（学校林）
八峰町「あきた白神体験センター」、「留山」

283 継

広面小 ①環境学習 秋田市広面地内、学校林、森林学習交流館 94 継

戸島小
①環境学習
②木育活動

秋田市河辺戸島、森林学習交流館ほか 122 継

勝平保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 120 継

日新保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 90 継

ひがし保育園
①環境学習
②木育活動

秋田市下浜「健康の森」、由利本荘市「おも
ちゃ美術館」ほか

217 継

かわぐち保育園
①環境学習
②木育活動

秋田市下浜「健康の森」、「プラザクリプト
ン」、由利本荘市「おもちゃ美術館」

114 新

小計 29箇所 2,343

※前年実施している場合　継

令和２年度秋田県水と緑の森づくり推進事業一覧（ＮＯ．３）

[ ０２．森林環境教育推進事業 ]

森林環境学
習活動支援

事業
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事業名 市町村名 実施主体 事業内容 箇所名等
参加
人数

備考※

秋田市 こまどり幼稚園・保育園
①環境学習
②木育活動

園所有「こまどりの森」、「プラザクリプトン」 140 新

こども園あきた風の遊育舎 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 450 継

こども園こうほく風の遊育舎 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 280 継

学童保育あきた風の遊育舎 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 90 継

サン・パティオこども園 ①環境学習 秋田市「仁別森林博物館」、「まんたらめ」 20 新

あきたこどもの森 ①環境学習 男鹿市真山地区 84 継

由利本荘
市

由利本荘保育会
①環境学習
②木育活動

秋田市下浜「健康の森」、由利本荘市大内三
川

218 継

大仙市 中仙小
①環境学習
②木育活動

大仙市長野「八乙女山」、横手市「保呂和山
少年自然の家」ほか

215 継

横手市 醍醐小 ②木育活動 学校内 39 継

睦合小 ②木育活動 学校内 41 継

山内小
①環境学習
②木育活動

学校内、学校林 114 継

湯沢市 山田小
①環境学習
②木育活動

湯沢市山田字土生原 28 新

羽後町 羽後町土地改良区
①環境学習
②木育活動

羽後町足田地区 126 継

小計 13箇所 1,845

合計 42箇所 4,188

※前年実施している場合　継

（２）森林環境教育指導者養成事業

　　①　学校等における森林環境教育を推進する指導者育成のため、研修会を開催

　　　【実施主体】　県

　　　【事業計画】　研修会　５回

　　　【対象者】　小・中学校教員、ボランティア指導者等

　　②　児童等への自然体験や木育を推進する指導者を養成するため、研修会を開催

　　　【実施主体】　幼稚園等

　　　【事業計画】　研修会　２回

　　　【対象者】　保育士等

（３）森づくりの人材育成

　秋田林業対学校で森林整備を担う人材を育成

　　　【実施主体】　県

　　　【事業計画】　１年生：１８名、２年生１５名を養成

令和２年度秋田県水と緑の森づくり推進事業一覧（ＮＯ．４）

[ ０２．森林環境教育推進事業 ]

森林環境学
習活動支援

事業
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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）

　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実施。

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。年４回開催予定。　

③普及啓発活動（県営事業）

　県民の森林・林業に対する理解を深めるため、「水と緑の森林祭」の開催や、事業紹介パンフレットの配布等による

普及活動を実施。

　○　水と緑の森林祭

　　　　７月５日（日）　能代市二ツ井町　道の駅周辺で開催予定

　○　副読本「あきたの森林」

　　　　全県小学校及び特別支援校の４年生に配布

④森林環境調査・研究（県営事業）

　森林林環境の保全に関する調査研究等を実施。

　○　森吉における森林生態系長期大規模モニタリング調査

　○　広葉樹林分の再生調査やボランティア団体等への苗木の提供

　○　ナラ枯れ被害林分の再生に関する調査を実施

　○　（新）マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発

令和２年度秋田県水と緑の森づくり推進事業一覧（ＮＯ．５）

[ ０３．普及啓発事業 ]
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