
（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 　 70,362

        針広混交林化 補助 ３市町 26,405

誘導伐等75ha

　　　　広葉樹林再生 補助 ４市町 10,385

下刈14ha、植栽２ha

県営 １市　下刈1ha                                                                                                                                                                                               

　　　　緩衝帯等整備 補助 15市町村                                                                                                                                                                                               33,572

除伐等110ha

  イ　マツ林・ナラ林等景観向上事業 134,194

　　    マツ林・ナラ林等景観向上事業 補助 １５市町村                                                                                                                                                                                              134,194

マツ伐採332ha 
5,525m3

ナラ伐採593ha 

4,777m
3

  ウ　森や木とのふれあい空間整備事業 190,547

　　    ふれあいの森整備 補助 10市町村 176,350

整備  15箇所               

県営 ２市　２箇所

　　   木育空間整備 補助 ４市 14,197

整備６箇所               

395,103

平成３１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。

31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 31,800

　　　 森林ボランティア活動支援 補助 25件 11,970

　　　 森づくり県民提案事業 補助 22件 10,204

　　　 市町村等の森づくり活動支援 補助 17件 9,626

　オ　森林環境教育推進事業 23,684

　　　 森林環境学習活動支援事業 補助 46件 13,184

　　　 森林環境教育指導者養成事業 県営 60人 2,781

　　　 森づくりの人材育成 県営 35人 7,719

　カ　普及啓発事業 28,429

　　　 普及啓発事業 県営 － 28,429

83,913

（３）秋田県水と緑の森づくり税収

456,000千円

８千円

456,008千円

31年度事業

小　計

平成３１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） 479,016
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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

進捗状況

実施中

実施中

実施中

実施中

実施中

完了

実施中

－

平成３１年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について

事業実施主体

能代市

男鹿市

横手市

湯沢市 湯沢市

合計（混交林化面積）

混交林化見込面積(ha)

163.26

31.46

三種町

施業内容

誘導伐

誘導伐・作業道大館市 大館市

市町村

育成伐（モデル地区整備）、作業道

21.48

誘導伐・作業道 23.46

白神森林組合

白神森林組合

61.56

3.71

10.45

誘導伐

誘導伐・作業道

八峰町 白神森林組合 誘導伐 11.14

横手市

男鹿森林組合

資料 １

平成２９年度誘導伐完了箇所の状況（横手市）

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 ７０，３６２千円）
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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

（予算額 １３４，１９４千円）

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 １９０，５４７千円）
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○豊かな里山林整備事業（針広混交林化）　平成３１年度計画内容

北秋田 大館市 大館市 １）調査・測量 21.30 ha ３箇所実施
２）針広混交林化（誘導伐） 31.40 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

山本 三種町 白神森林組合 １）調査・測量 9.83 ha ２箇所実施
２）針広混交林化（誘導伐） 9.83 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

秋田 男鹿市 男鹿森林組合 １）調査・測量 34.19 ha ２箇所実施
２）針広混交林化（誘導伐） ha
３）針広混交林化（育成伐） 34.19 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 65.32 ha
２）針広混交林化（誘導伐） 41.23 ha
３）針広混交林化（育成伐） 34.19 ha 　　　　75.42ha
４）作業道等・管理道等 0 ｍ
５）普及啓発(看板設置） 0 基

備考

全県計

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容

３１
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○豊かな里山林整備事業（広葉樹林再生）　平成３１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

北秋田市 秋田県 １)現況調査 ha
２)検討委員会 回
３)植栽 1.06 ha
４)下刈 1.06 ha
５)普及啓発（標識類） 基

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 ha
４)下刈 3.35 ha ３箇所合計面積
５)普及啓発（標識類） 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） 1 基

雄勝 湯沢市 湯沢市 １)現況調査 1.10 ha
２)検討委員会 1.00 回
３)植栽 1.10 ha
４)下刈 ha
５)普及啓発（標識類） 1 基

１)現況調査 1.10 ha
２)検討委員会 1.00 回
３)植栽 2.16 ha 　　　16.79ha
４)下刈 14.63 ha
５)普及啓発（標識類） 1 基

備考

全県計

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容

３１
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○豊かな里山林整備事業（緩衝帯等整備）　平成３１年度計画内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １)森林調査 2.16 ha ・大湯小周辺
2箇所 ２)森林整備（除伐） 2.16 ha ・尾去沢小周辺
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 784,000

北秋田 大館市 大館市 １)現況調査 4.62 ha ・火葬施設周辺
２箇所 ２)森林整備（除伐） 4.62 ha ・墓地施設周辺
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 4.62 ha
５)森林整備(その他） ha

北秋田市 北秋田市 １)現況調査 2.42 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） 2.42 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 ha ・森吉中学校周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 1.50 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 434,000

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） 0.76 ha

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） ha

山本 八峰町 八峰町 １)森林調査 6.00 ha ・施設周辺
２箇所 ２)森林整備（除伐） 3.85 ha ・通学路沿い

うちクマ１箇所 ３)森林整備（下刈） 2.15 ha
3.80ha ４)森林整備(枝打ち） ha

５)森林整備(その他） ha
秋田 秋田市 秋田市 １)現況調査 0.50 ha ・集落周辺(調整中）

１箇所 ２)森林整備（除伐） 0.50 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 0.50 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 9.17 ha ・通学路沿い
５箇所 ２)森林整備（除伐） 9.17 ha ・交流施設周辺

うちクマ４箇所 ３)森林整備（下刈） ha
7.89ha ４)森林整備(枝打ち） 2.47 ha

５)森林整備(その他） ha
にかほ市 にかほ市 １)現況調査 1.69 ha ・農業施設周辺

２箇所 ２)森林整備（除伐） 1.24 ha ・仁賀保中学校通学路沿い
クマ ３)森林整備（下刈） 0.34 ha

４)森林整備(枝打ち） 0.10 ha
５)森林整備(その他） 0.21 ha

仙北 大仙市 大仙市 １)現況調査 9.19 ha ・福祉施設周辺
５箇所 ２)森林整備（除伐） 9.19 ha ・通学路沿い
クマ ３)森林整備（下刈） ha ・農地周辺

４)森林整備(枝打ち） 9.19 ha
５)森林整備(その他） ha

仙北市 仙北市 １)現況調査 1.35 ha ・角館高校周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 1.35 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 1.35 ha
５)森林整備(その他） ha

美郷町 美郷町 １)現況調査 2.02 ha ・ラベンダー園周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 2.02 ha
クマ ３)森林整備（下刈） ha

４)森林整備(枝打ち） 2.02 ha
５)森林整備(その他） ha

平鹿 横手市 横手市 １)現況調査 6.00 ha ・横手城南高校周辺
１箇所 ２)森林整備（除伐） 6.00 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

雄勝 湯沢市 湯沢市 １)現況調査 27.00 ha ・ダリア園周辺
９箇所 ２)森林整備（除伐） 28.50 ha ・通学路周辺
クマ ３)森林整備（下刈） ha ・集落周辺

４)森林整備(枝打ち） ha
５)森林整備(その他） 0.45 ha

羽後町 羽後町 １)現況調査 4.50 ha ・農地隣接森林
２箇所 ２)森林整備（除伐） 4.50 ha
クマ ３)森林整備（下刈） 4.50 ha

４)森林整備(枝打ち） 3.15 ha
５)森林整備(その他） ha

東成瀬村 東成瀬村 １)現況調査 24.04 ha ・集落周辺
３箇所 ２)森林整備（除伐） 24.04 ha ・パークゴルフ場周辺
クマ ３)森林整備（下刈） ha ・ジュネス周辺

４)森林整備(枝打ち） 13.17 ha
５)森林整備(その他） ha

１)現況調査 98.24 ha
２)森林整備（除伐） 98.64 ha
３)森林整備（下刈） 11.07 ha 　　除伐＋下刈＋その他　110.37ha
４)森林整備(枝打ち） 36.57 ha   　（その他は広葉樹の整理伐等）

５)森林整備(その他） 0.66 ha

３９箇所中 クマ対策 ３７箇所

106.89 haの実施 0

107.95 １箇所あたり　807千円

備考

全県計　１５市町村　３９箇所

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容

３１
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○マツ林・ナラ林等景観向上事業　平成３１年度計画内容

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) 10.53 ha

( 146.47 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

北秋田市 北秋田市 １）調査(マツ林) ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 2.20 ha

( 25.00 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) 58.72 ha

( 1163.00 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) 38.77 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 38.77 ha

( 1,000.00 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) 7.20 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 7.20 ha

( 390.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) ha

( m3 )
５）植栽 ha

秋田 秋田市 秋田市 １）調査(マツ林) ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 40.30 ha
３）伐倒(マツ林) 14.20 ha

( 50.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 40.30 ha

( 250.00 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) 112.00 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 112.00 ha

( 550.00 m3 )
５）植栽 ha

大潟村 大潟村 １）調査(マツ林) 44.65 ha ［マツ］
２）調査(ナラ林) ha
３）伐倒(マツ林) 51.74 ha

( 1541.00 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) 0.18 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 245.70 ha
３）伐倒(マツ林) 0.18 ha

( 6.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 245.70 ha

( 1,020.00 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) 34.20 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 34.20 ha

( 700.00 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

３１

- 8 -



○マツ林・ナラ林等景観向上事業　平成３１年度計画内容

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

平鹿 横手市 横手市 １）調査(マツ林) 154.85 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 5.65 ha
３）伐倒(マツ林) 114.85 ha

( 600.00 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 8.40 ha

( 300.00 m3 )
５）植栽 ha

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）調査(マツ林) 26.58 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 133.76 ha
３）伐倒(マツ林) 26.58 ha

( 350.90 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 133.76 ha

( 1,765.60 m3 )
５）植栽 ha

羽後町 羽後町 １）調査(マツ林) 3.24 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 1.45 ha
３）伐倒(マツ林) 5.79 ha

( 129.01 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 1.45 ha

( 21.0 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) 17.41 ha
３）伐倒(マツ林) ha

( m3 )
４）伐倒(ナラ林) 17.41 ha

( 170.00 m3 )
５）植栽 ha

１）調査(マツ林) 275.47 ha ［マツ］［ナラ］
２）調査(ナラ林) 590.47 ha
３）伐倒(マツ林) 332.43 ha

( 5,425.38 m3 )
４）伐倒(ナラ林) 593.22 ha

( 4,776.60 m3 )
５）植栽 0.00 ha

調査面積計　１）＋２） 865.94 ha
伐倒面積計　３）＋４） 925.65 ha
伐倒材積計　３）＋４） ( 10,201.98 m3 )

全県計　１５市町村

振興局名 市町村名 事業実施主体 事業内容 備考

３１

- 9 -



○森や木とのふれあい空間整備事業（ふれあいの森）　平成３１年度計画内容

鹿角 鹿角市 鹿角市 １）森林整備（修景施業、植栽） 30.59 ha H30～H32
（黒森山憩いの森） ２）路網整備（歩道補修） 324.3 m

３）路網整備（管理道補修） m
４）標識類整備(案内板) 基
５）休憩施設整備（東屋） 棟

北秋田 大館市 大館市 １）調査・測量・設計 1 式 H30～H32
（岩神ふれあいの森） ２）森林整備（修景施業） 25.34 ha

３）路網整備（管理道補修） m
４）標識類整備(案内板) 基
５）休憩施設整備（東屋） 1 棟

大館市 １）森林整備（修景施業） 2.7 ha H31
（平滝自然観察教育林） ２）路網整備（歩道補修） 1,221.0 m

３）路網整備（管理道補修） m
４）標識類整備(案内板) 11 基
５）休憩施設整備（東屋） 1 棟
６）利便性向上施設整備（　） 1 基
７）その他 1 式

山本 能代市 能代市 １）調査・測量・設計 式 H30～H31
（仁鮒の森） ２）路網整備（歩道補修） 466.2 m

秋田 秋田市 秋田市 １）調査・測量・設計 式 H30～H31
（浜田森林総合公園） ２）路網整備（歩道補修） 287 段

３）休憩施設整備（東屋） 2 棟
４）休憩施設整備（展望台改修） 棟

秋田市 １）調査・測量・設計 1 式 H31～H32
（大滝山自然公園） ２）標識類整備（案内板） 基

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（歩道整備） 1336.0 ｍ

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

由利本荘市 １）調査・測量・設計 1 式 H31～H32
（鮎川森林ふれあい公園） ２）路網整備（歩道整備） ｍ

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

にかほ市 にかほ市 １）調査・測量・設計 1 式 H31～H33
（芭蕉の森公園） ２）森林整備（修景施業） 10.0 ha

３）標識類整備（案内板） 基
４）標識類整備（誘導坂） 棟
５）安全防護施設整備（転落防止柵） 73 ｍ

仙北 大仙市 大仙市 １）調査・測量・設計 1 式 H31
（楢岡城址公園） ２）路網整備（歩道） 1110.0 ｍ

３）標識類整備（案内板） 1 基
４）休憩施設整備 4 箇所
５）利便性向上施設整備（トイレ） 箇所

大仙市 １）調査・測量・設計 1 式 H31～H33
（八乙女公園） ２）森林整備（修景施業） ha

３）路網整備（歩道開設） m
４）休憩施設整備 箇所

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） ha

３）路網整備（歩道開設） 115.0 m
４）標識類整備（　） 36 基
５）休憩施設整備（東屋、ベンチ） 7 基
６）利便性向上施設整備（　） 1 基
７）安全防護施設整備（転落防止柵） m

備考振興局名 市町村名
事業実施主体

（公園名）
事業内容

３１

- 10 -



○森や木とのふれあい空間整備事業（ふれあいの森）　平成３１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～H32
（横手いこいの森） ２）標識類整備（案内板） 基

３）標識類整備（誘導板） 基
４）休憩施設整備（東屋補修） 棟
５）休憩施設整備（ベンチ） 3 基
６）利便性向上施設整備（トイレ） 1 棟
７）安全防護施設整備（転落防止柵） 3 カ所

横手市 １）森林整備（修景施業） 16.0 ha H30～H32
（鍛冶台いこいの森） ２）路網整備（歩道補修） m

３）標識類整備（案内板） 基
４）標識類整備（誘導板） 基
５）休憩施設整備（東屋補修） 棟
６）休憩施設整備（テーブル） 組
７）休憩施設整備（丸太腰掛） 基
８）安全防護施設整備（転落防止柵） 120.0 m

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）森林整備（修景施業） ha H31～H32
（湯沢市民の森） ２）路網整備（歩道補修） 式

３）休憩施設整備（ベンチ） 基
４）標識類整備（誘導板） 10 基
５）休憩施設整備（テーブル） 30 基
６）安全防護施設整備（車止め） 1 式
７）利便性向上施設整備（小屋補修） 1 式

１０市全県計 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

３１

- 11 -



○森や木とのふれあい空間整備事業（木育空間）　平成３１年度計画内容

北秋田 大館市 大館市 １）設計 式
大館市女性センター ２）木育施設整備 1 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

大館市 １）設計 式
大館市有浦児童館 ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

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
子ども未来センター ２）木育施設整備 式

アルヴェ ３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

秋田市 １）設計 式
子ども広場 ２）木育施設整備 式

フォンテAkita ３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

雄勝 湯沢市 湯沢市 １）設計 式
とことん山青年の家 ２）木育施設整備 式

３）木育資材導入 1 式
４）その他 式

４市　６施設

備考

全県計

振興局名 市町村名
事業実施主体

（施設名）
事業内容

３１
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平成31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

（木育空間整備）実施箇所

(黒枠ありはナラ枯損木処理実施箇所)

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

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

●
マツ林・ナラ林等景観向上事業実施箇所

豊かな里山林整備事業
（緩衝帯等整備）実施箇所

- 13 -



◎平成３１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 　　　８３，９１３  千円

平成３１年度予算額 ３１，８００千円

平成３１年度予算額 ２３，６８４千円

平成３１年度予算額 ２８,４２９千円

県内小学校教諭を対象とした研修会の開催

「大館自然の会」による植樹活動

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）

「あきたグッドトイ委員会」による木育活動

●森づくりの人材育成

サポートセンターによる森林ボランティア等

連絡会議の開催

基金運営委員会の開催

水と緑の森林祭での記念植樹

県

- 14 -



（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」

90 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中滝
「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、八幡平切留平、十和田草
木地内

50 継

大館市
アニュージングサポート「あ
☆そ☆ぶ」

木工体験教室 大館市文化会館 500 新

グリーンメイク（清流を守る
会）

森林整備 北秋田市森吉 40 新

森吉四季美湖を守る会 森林整備 北秋田市森吉 100 継

富根地区協議会
森づくり、普及啓
発

能代市二ツ井 80 新

二ツ井宝の森林（やま）プロ
ジェクト実行委員会

森づくり、普及啓
発

能代市梅内地区 160 継

藤里町
NPO法人あきた白神の森倶
楽部

普及、森林整備 藤里町藤琴 60 継

八峰町
ＮＰＯ法人白神ネイチャー協
会

普及、森林整備 八峰町八森 200 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

先立の森里山保全ボラン
ティアの会

森づくり活動 秋田市河辺岩見地内 50 継

秋田建築労働組合飯島支部
建友会

普及啓発 秋田市飯島「生活環境保全林」 120 新

秋田東中学校地域後援会 学習、森林整備 秋田市「ひむがしの森」 264 継

秋田県森の案内人協議会
森づくり活動、普
及啓発

秋田市河辺「森林学習交流館」ほか 100 継

山ユリの会 森づくり活動 秋田市河辺山内 30 継

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

森林再生
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

森づくり・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 森林再生 由利本荘市赤田「ロッカ森」 150 継

本荘海岸林を守る会 森林再生 由利本荘市旧由利町町村、平石地域 100 新

鳥海山にブナを植える会
森づくり活動、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 150 新

大仙市 八乙女山を守る会 普及、里山林整備 大仙市中仙長野地区 240 継

横手市 横手川と水環境を考える会 普及、森林整備 横手市山内平野沢 49 継

湯沢市 森人の会 普及啓発 湯沢市小野「ゆーとぴあ手づくりの森」 300 継

計 25箇所 4,992

※前年実施している場合　継

北秋田市

にかほ市

由利本荘
市

平成３１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

能代市

秋田市

- 15 -



（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 木育推進「大館市生涯学習フェスティバル」 300 継

植樹 北欧の森「水と緑の森林祭」

普及啓発 北欧の森「水と緑の森林祭」ＰＲ

上小阿仁
村

上小阿仁村 植樹（啓発 ） 上小阿仁村南沢 100 継

能代市 白神森林組合 普及啓発 能代市、三種町 200 継

五城目町 普及啓発 五城目町「雀館運動公園」、「広域体育館」 360 継

五城目森林組合 育樹活動 五城目町「森山」 110 継

八郎潟町 八郎潟町 普及啓発 八郎潟町「ハチパル」 60 継

男鹿市 男鹿市 育樹 男鹿北中敷地内 80 継

由利本荘
市

由利本荘市 植樹 由利本荘市西目町出戸 150 継

大仙市 大仙市 シンポジウム 八乙女交流センター 120 新

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） 50 継

普及啓発
湯沢市小野（森の学校）、秋ノ宮（里山あそ
び）

80 継

計 12箇所 17件 3,460

※前年実施している場合　継

湯沢市 湯沢市

平成３１年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 ]

市町村の森
づくり活動支
援

美郷町 美郷町

五城目町

大館市 大館市

北秋田市 北秋田市 新1,000
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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」

66 継

花輪北小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 22 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」

30 継

十和田小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 56 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」

18 継

尾去沢小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」 18 継

わかば保育園
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」

12 継

大館市 桂城小 ①環境学習 八峰町「留山」 38 継

城西小
①環境学習
②木育活動

大館市「樹海ドーム」等 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」 84 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」 29 継

上川沿小 ①環境学習 八峰町「留山」、「三十釜」 33 継

西館小 ①環境学習 藤里町「岳岱」 17 継

山瀬小 ①環境学習 八峰町「あきた白神体験センター」、「留山」 39 継

大館ホテヤこども園
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」 230 継

大館ホテヤ第二こども園
①環境学習
②木育活動

園敷地内ほか 70 継

月居学園
①環境学習
②木育活動

園敷地内ほか 80 新

富沢学園
①環境学習
②木育活動

園敷地内ほか 66 新

北秋田市 鷹巣東小
①環境学習
②木育活動

八峰町「留山」、「三十釜」 29 継

鷹巣中央小 ①環境学習 八峰町「留山」、学校敷地内 48 継

鷹巣南小
①環境学習
②木育活動

北秋田市与助岱、学校内 73 継

綴子小学校
①環境学習
②木育活動

八峰町「留山」 36 新

あきたリフレッシュ学園 ①環境学習 翠雲公園 15 継

能代市 轟保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 22 継

能代支援学校PTA ①環境学習 能代市（学校敷地内） 84 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」

270 継

広面小
①環境学習
②木育活動

秋田市広面地内、学校林、森林学習交流館 206 継

小計 27箇所 1,740

※前年実施している場合　継

平成３１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 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 138

勝平保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 120

日新保育園 ①環境学習 秋田市下浜「健康の森」 90

こども園こうほく風の遊育舎
①環境学習
②木育活動

秋田市下浜「健康の森」、森林学習交流館ほ
か

280 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 新

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」 120 新

秋田幼稚園 ①環境学習 大森山公園、一ツ森公園ほか 170

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」

245

Akitaコドモの森 ①環境学習 男鹿市真山地区、秋田市「遊学舎」 270

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

90

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」、田沢湖 164

ちっちゃいもの倶楽部 ②木育活動 大仙市太田町 80

豊成中
①環境学習
②木育活動

大仙市豊岡 58

横手市 十文字第二小 ②木育活動 学校内、山内「ウッディさんない」 79

醍醐小 ②木育活動 学校内 47

睦合小 ②木育活動 学校内 48

山内小
①環境学習
②木育活動

学校内、学校林 151

湯沢市 山田中
①環境学習
②木育活動

湯沢市山田字韮台ほか 42

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 53

小計 19箇所 2,695

合計 46箇所 4,435

※前年実施している場合　継

平成３０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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