
H２８年度　みーもの森づくり事業（森を保全する取組・森を利用する取組）一覧 交付金上限　2,000,000円

【新規申請分】

番号 市町村 事業主体 取組名称 区分 活動概要 交付決定額

1 松江市 松江市立八雲中学校 八雲中学校森林学習 保全 ○下刈り、植栽 641,419

2 松江市 山陰中央新報社 地域の財産である山林を再生し、次世代に継承する取組み 保全
○下刈り
○地拵え、植栽

789,800

3 松江市 大庭公民館　環境美化部 ふるさと茶臼山再生プロジェクト（神名樋の森入口整備） 保全
○植栽
○登山道整備、除草、片付け

680,770

4 松江市 出雲かんべの里 森は楽しい！森はみんなの宝モノ！ 保全
○「修羅iido」製作、実施
○間伐、破砕、植栽、森林体験

587,220

5 松江市
ＮＰＯ法人里山バイオマスネット
ワーク

竹林の適正管理と竹林の資源化の取り組み
保全
利用

○竹林伐採、破砕、チップ・ペレット加工
○植栽

860,986

6 松江市 里山管理研究会 里山管理竹の焼畑事業 保全 ○竹林伐採、焼畑 530,497

7 雲南市 阿用地区振興協議会 阿用地区竹林森林環境整備事業 保全
○竹林伐採
○植栽

1,998,864

8 雲南市 雲南市 人々が集まる、彩りの広場づくりプロジェクト 保全
○竹林伐採
○植栽

1,053,648

9 雲南市 加茂遊学ファーム
立原保育園広場への東屋設置ときのこ栽培普及と植菌親
子交流事業

利用
○東屋設置
○加工・売台設置、交流事業

1,736,000

10 雲南市 久野地区振興会 三郡山を次世代に引き継ぐ事業、他地区との交流事業 保全
○登山道整備
○交流事業

1,614,272

11 雲南市 宮内自治会 宮内自治会森林環境整備事業 保全
○竹林・雑木の伐採、集積、搬出、作業道開設
○植栽

1,998,138

12 奥出雲町 ＮＰＯ法人奥出雲布勢の郷 「ダムの見える牧場」竹取物語VOL.Ⅱ 保全 ○竹林伐採、破砕 1,017,180

13 飯南町 道の駅頓原緑地公園管理団体 頓原緑地公園の再整備（冒険の森とんばら）
保全
利用

○枯損木の伐倒、集積、搬出
○木の利用講座

1,462,400

14 出雲市 大山地区の緑を守る会 大山地区の海岸林の維持管理 保全
〇地拵え、植栽
〇ベンチ設置

1,328,780

15 出雲市 外園海岸整備推進協議会 外園海岸の防風保安林の再生保護活動 保全 〇植栽、防風ネット、土壌改良 1,968,840

16 出雲市 浜山を守る会 黒松主体の浜山自然公園への再生を目指す 保全 〇枯損木伐採、間伐、植栽、作業道設置 1,998,000

17 出雲市 吉栗ドリーム
木のあたたかい休憩設備の食処ふれあい公園への取り組
み

利用
〇テーブル、椅子設置
〇収納小屋設置

1,984,761

18 出雲市 伊野地区自治協会 りんごん山整備事業 保全 〇受光伐、地拵え、植栽、森林管理道整備 1,998,000

19 出雲市 たきっこ✩キラリ 多岐の森の整備＆森の楽校の開校 保全
〇受光伐、地拵え、森林管理道整備
〇森づくり講座

1,998,000

20 出雲市 川跡共有山林委員会 森を守り森を知る～児童と行う西林木の森林保全 保全
〇間伐、枝条巻き
〇シカ防護ネット

1,062,980

21 浜田市
森づくりは海づくりin浜田実行委員
会

2016森づくりは海づくりin浜田
保全
利用

〇枯損木伐採、地拵え、植樹祭
〇ベンチ設置

1,295,422

22 浜田市 おみず会 里山で森林（やま）を愛する未来の大人を育てるPJ
保全
利用

〇屋外施設建築
〇間伐

846,664

23 江津市 風の国の森保全の会
伝統文化「勝地半紙」で卒業証書を作ろう！
～地域資源を活かした森林・林業の体験学習事業～

利用 〇そどり小屋建築 1,922,705

24 邑南町 出羽自治会生活部 森を学ぶ体験活動事業 保全
〇伐採、集積、破砕
〇植栽、薪割り体験

1,939,680

25 邑南町 元気はつらつプロジェクト委員会
銭宝地区の景勝地の赤馬滝、高野山、龍岩神社を結ぶ
ウォーキングコース（龍岩神社参道整備、高野山登山道の
荒廃樹木の処理・景観対策）の整備

保全 〇刈払い、伐採、集積 831,600

26 益田市 特定非営利活動法人コアラッチ 『木育』 利用
○地元の木でオリジナル文房具の制作
○出前授業

886,420

27 益田市 特定非営利活動法人コアラッチ 『組手什（くでじゅう）を使って森を身近に』 利用 ○しまねの木で組手什の制作、店舗へ設置 551,500

28 海士町
公益社団法人　隠岐島前森林復興
公社

地域の森再生記念事業
～隠岐島前森林復興公社２０周年記念植樹～

保全 ○くず枯殺、地拵え、植栽 699,740

36,284,286小計



H２８年度　みーもの森づくり事業（森を保全する取組・森を利用する取組）一覧 交付金上限　50,000～200,000円

【継続申請分】

番号 市町村 事業主体 取組名称 区分 活動概要 交付決定額

29 松江市 大庭公民館　環境美化部
平成２５、２６、２７年度採択事業の継続事業
ふるさと茶臼山再生プロジェクト

保全
利用

○下刈り、植栽 150,000

30 雲南市 阿用地区振興協議会
平成２５、２６、２７年度採択事業の継続事業
阿用地区竹林森林環境整備事業

保全 ○下刈り、植栽 146,966

31 雲南市 雲南市 平成２７年度採択事業の継続事業 保全 ○下刈り 50,000

32 雲南市 下熊谷ふれあい会 平成２４、２５、２６年度採択事業の継続事業 保全 ○下刈り、低木の伐採 83,980

33 雲南市 ＮＰＯ法人さくらおろち 平成２５、２６年度採択事業の継続事業 保全 ○下刈り 100,000

34 雲南市 宮内自治会 平成２６、２７年度採択事業の継続事業 保全 ○下刈り 100,000

35 奥出雲町 ＮＰＯ法人奥出雲布勢の郷 平成２７年度採択事業の継続事業 保全 ○下刈り 50,000

36 出雲市
古志地区自治協会 区有財産管理
部

平成２４、２７年度採択事業の継続事業 保全 〇下刈り 90,279

37 出雲市 NPO法人いずも・ひとネット 平成２７年度採択事業の継続事業 保全 〇下刈り 50,000

38 出雲市 大山地区の緑を守る会 平成２４、２５、２７年度採択事業の継続事業 保全 〇下刈り 147,530

39 川本町 川本町観光協会 平成２６年度採択事業の継続事業 保全 〇下刈り 50,000

40 邑南町 出羽自治会生活部 平成２７年度採択事業の継続事業 保全 〇下刈り 50,000

41 益田市 中垣内自治会
平成２７年度採択事業の継続事業
　大道山の美化と環境整備

保全 ○下刈り 50,000

42 益田市 真砂地区連合自治会
平成２３年度採択事業の継続事業
　蛇滝自然観察路周辺整備

保全 ○下刈り 50,000

43 益田市 真砂地区連合自治会
平成２６年度採択事業の継続事業
　日晩山一帯の整備

保全 ○下刈り 50,000

1,218,755

37,503,041

小計

合計


