
H２６年度　みーもの森づくり事業　交付決定額一覧

【新規申請分】 交付金上限　２，０００，０００円

1 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 保全 ○茶臼山の周回路整備及び植栽活動 1,419,700

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
利用

○松くい虫被害地への植栽
○県産材のベンチ・野外卓の設置

1,553,000

3 松江市 出雲かんべの里 里山づくりと森のあそび場づくり
保全
利用

○里山の森林整備
○伐採木を活用したミニチュアハウス作り
○サイクルスタンドの設置

672,040

4 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、事業ＰＲ用看板設置 1,916,633

5 雲南市
雲南市地域自主組織
「下熊谷ふれあい会」

下熊谷癒しの森周辺整備事業 保全
○散策道整備
○森林整備

1,786,925

6 雲南市 加茂遊学ファーム
イベント広場への間伐材トイレと下屋･屋台等設置事業。
きのこ栽培普及と親子交流事業

利用
○間伐を実施し、その材を使用して下屋設置
○椎茸植菌会開催

968,000

7 雲南市 NPO法人さくらおろち
さくらおろち湖（尾原ダム）景観整備“後生に遺す景観づ
くり事業”ＶＯＬⅡ

保全 ○竹林伐採、カエデの植栽　　　　　 1,731,262

8 奥出雲町仁多郡林業研究グループ 健全な森を次世代へつなぐ間伐体験活動 保全
○小学生を対象とした間伐体験
○森林所有者への間伐･搬出研修会

988,426

9 飯南町 道の駅頓原緑地公園管理団体 頓原緑地公園（冒険の森とんばら）再整備事業 利用 ○県産材によるツリーハウス設置 2,000,000

10 雲南市 県立三刀屋高校掛合分校ＰＴＡ バイオマス･エネルギーの活用による環境保全意識の高揚 利用
○ペレットストーブ設置
○間伐体験

703,896

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、雑木林伐採
○桜、栗の植栽

1,981,803

12 出雲市 県立出雲商業高校ＰＴＡ 出商･学習の森（ひおうの森）ＰＪ　新里山再生計画 保全 ○森林整備、シイタケの植菌、植樹活動 1,937,790

13 出雲市 小田西自治会
小田西地区海岸森林の保全、景観維持を目的とした植栽計
画

保全
○抵抗性マツの植栽
○苗木を海風から守る竹垣設置

653,862

14 出雲市 愛宕山公園を美しくする会 平田愛宕山公園復活事業 保全 ○除伐、植栽 1,016,288

15 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
○除伐、松くい虫被害木巡視
○作業道設置

1,328,160

16 出雲市 外園海岸整備推進協議会 外園海岸林の再生保護活動 保全
○抵抗性マツ等植栽
○苗木を海風から守る竹垣設置

1,954,508

17 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
○除伐
○作業道設置、PR看板設置、講演会

1,998,000

18 浜田市
森づくりは海づくりin
浜田実行委員会

森づくりは海づくりin浜田
保全
利用

○ヤマザクラ植栽
○木工教室開催

1,841,362

19 大田市 NPO法人　緑と水の連絡会議
子どもたちと作った木製ベンチを市内の施設にプレゼント
しよう

利用
○県産間伐材を使い木製ベンチの作成
○大田市内の学校、公共施設にベンチを設置

500,000

20 川本町 川本町観光協会 仙岩寺「さくら遊歩道」計画 保全
○森林整備
○ヤマザクラの植栽

1,651,000

21 川本町 もりもり塾 円山の森再生プロジェクト 保全
○森林整備、薪作り
○作業道開設

2,000,000

22 益田市 NPO法人　コアラッチ 『私の木の鉛筆削り』 利用 ○森林、木工教室開催 612,680

23 津和野町株式会社　石西社 道の駅シルクウェイにちはら周辺環境整備事業 利用 ○間伐材の椅子、テーブル、案内板の設置 1,558,100

24 益田市 真砂地区連合自治会 日晩山一帯の整備 保全 ○除伐、下刈り、間伐、登山道整備 1,896,960

25 知夫村 知夫里島観光協会 平成２６年度知夫里島みーもの森づくり事業
保全
利用

○遊歩道整備 1,418,000

活動概要 交付決定額番号 市町村 事業主体 取組名称 区分



【継続申請分】 交付金上限　５０，０００円

26 松江市 大庭公民館 環境美化部 H２５　ふるさと茶臼山再生プロジェクト 保全 ○茶臼山山頂部の下草刈り、里山学習会 50,000

27 雲南市 阿用地区振興協議会 Ｈ２５　阿用地区竹林森林環境整備事業 保全 ○竹林の管理　　 50,000

28 飯南町 飯南町 Ｈ２３　森と親しむ時間創出事業 利用 ○木工体験イベント 50,000

29 雲南市 雲南市 Ｈ２２　尾原ダム湖岸～紅葉の森プロジェクト 保全 ○下刈り 50,000

30 雲南市 下熊谷ふれあい会
Ｈ２３、２４　　　散策道及び周辺の草刈及び低木の伐採
作業

保全 ○遊歩道の草刈り、低木の伐採 49,788

31 雲南市 NPO法人さくらおろち Ｈ２４　尾原ダム湖畔～紅葉の森プロジェクト 保全 ○下刈り 50,000

32 雲南市 NPO法人さくらおろち Ｈ２５　後世に残す景観づくり 保全 ○下刈り 50,000

33 出雲市 大山地区の緑を守る会 H２４　　大山地区の海岸林の維持管理 保全 ○下刈り 48,600

34 出雲市 浜山を守る会
H２３、２４、２５
黒松主体の浜山自然公園への再生を目指す

保全 ○下刈り 48,600

35 出雲市 愛宕山公園を美しくする会 H２３　平田愛宕山公園の景観復活事業 保全 ○草刈り、施肥 50,000

36 江津市 樹冠ネットワーク H２３　温故知新の間伐材利用と森林体験教室 利用 ○H23の残り資材（足場材）を使いテラス作り 50,000

37 江津市
本町・金田・島の星地区
連合自治会

H２２　江津本町地区の歴史的建築物を活かした
　　　　桜植栽事業

保全 ○下草刈り 50,000

38 江津市 跡市連合自治会 H２３　跡市町代官所跡地周辺森林の景観保全事業 保全 ○下草刈り、補植 48,082

39 邑南町 元気はつらつプロジェクト委員会
H２５高野山の登山道整備と布施農村公園内への県産間伐
材を利用した椅子･テーブル設置

保全
利用

○森林整備 50,000

40 邑南町 矢上地区コミュニティ-委員会 H２３　矢上地区いこいの場づくり 保全 ○遊歩道の草刈り、雑木伐採 50,000

活動概要 交付決定額番号 市町村 事業主体 取組名称 区分


