
平成２７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

505,000

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
○植樹
○地拵え、下刈り

801,000

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（中世の山城跡周回路設置） 保全
○現地発生材を利用した丸太イスの作成・設置
○クロマツ植栽

599,000

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
○広葉樹植栽

1,566,518

5 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、土壌改良
○さくら、もみじ植栽

1,045,000

6 雲南市 雲南市立吉田中学校 吉田中学校学校林整備事業 保全
○間伐
○間伐体験学習

500,000

7 雲南市 加茂遊学ファーム
加茂岩倉パーキングエリアへの間伐材による交流建屋設置事
業
きのこ栽培普及と親子交流事業

利用
○交流建屋設置
○きのこ栽培、植菌親子交流会

1,515,000

8 雲南市
雲南市地域自主組織「下熊谷ふれ
あい会」

烏帽子掛け散策道整備事業 保全
○散策道へ小段（現地発生材）、転落防止柵の設
置

1,425,000

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） 保全
○枯損木伐倒・搬出、遊歩道補修、作業道開設
○各種イベント開催

638,000

10 奥出雲町
特定非営利活動法人奥出雲布施
の郷

「ダムの見える牧場」竹取物語 保全
○竹林伐採、チップ化
○下刈り

1,022,000

11 雲南市 宮内自治会 宮内自治会森林環境整備事業 保全
○作業道整備、雑木・竹林伐採
○広葉樹植栽

1,577,305

12 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
○クロマツ植栽
○管理道の草刈り

727,080

13 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
○クロマツ植栽、広葉樹植栽
○防風ネットの設置

1,547,800

14 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
○枯損木の伐採、黒松及び広葉樹の除伐
○作業道の設置

1,571,400

15 出雲市 吉栗ドリーム
県産木材で設備した舞台による交流を通じて豊かで楽しい活
力のある地域づくり

利用 ○舞台の設備（県産木材利用） 1,578,000

16 出雲市
古志地区自治協会（区有財産管理
部）

子供たちに送る手作り森林教室 保全 ○抵抗性クロマツの植栽 559,000

17 出雲市 NPO法人いずも・ひとネット 矢田山森林整備による里山再生プロジェクト 保全 ○植栽、下刈り、立木の伐採・処理 1,570,844

18 浜田市
森づくりは海づくりin浜田実行委員
会

2015森づくりは海づくりin浜田
保全
利用

○植樹祭の開催（マツ枯損木伐採、地拵え、植栽、
しいたけ教室、緑の少年団発表）

1,170,000

19 浜田市
地域環境プロジェクト　三保三隅百
姓会

松林と共に生きよう　松林再生プロジェクト 保全
○松林の整備・保全（枯損木除去、地拵え、植栽）
○イベント開催（窯焼きピザ、五右衛門風呂　等）

526,620

20 大田市 NPO法人緑と水の連絡会議 世界遺産石見銀山での竹製家具の展示 利用
○竹林伐採・搬出・利用
○竹製家具類の制作

1,560,000

21 邑南町 元気はつらつプロジェクト委員会
赤馬滝の散策道整備と休憩所への県産間伐材を利用した屋
根つきのテーブル、椅子の設置

保全
利用

○散策道周辺の草刈り、落石除去
○休憩所へのテーブル、椅子の設置（県産間伐材）

1,580,000

22 邑南町 出羽自治会生活部 薪でつながる地域づくり 保全
○立木伐採
○都市交流（植林・伐採講習、薪割り体験　等）

1,563,000

23 益田市 美都町金谷自治会 「名木：金谷の城山桜」周辺整備 保全 ○遊歩道や防護柵の新設（県産間伐材使用） 1,088,000

24 益田市 特定非営利活動法人コアラッチ 「地元の木の文房具を使って学ぶ」 利用
○地元の木でオリジナル文房具の制作
○出前授業

770,000

25 益田市 中垣内自治会 大道山の美化と環境整備
保全
利用

○地拵え、植栽、林内整備
○歩道開設、倉庫設置

648,000

26 津和野町 特定非営利活動法人さぶみの 森がまるごと僕らの学び舎 保全
○竹林整備　○森の幼稚園親子体験会開催（薪割
り、椎茸収穫、竹炭作り、ピザ釜作り、竹伐採　等）

500,000

27 西ノ島町 西ノ島町 地域コミュニティ施設（旧美田小学校）図書室整備事業 利用
○書架、閲覧テーブル（県産木材使用）の製作及び
設置

1,494,000

28 西ノ島町 西ノ島町教育委員会 西ノ島小中学校児童生徒用県内産ヒノキ製学習机導入事業 利用 ○新校舎の学習机の製作 1,580,000

31,227,567



平成２７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 Ｈ２５、Ｈ２６　ふるさと茶臼山再生プロジェクト 保全
○下刈り
○ゴミ拾い活動、中世山城跡の説明会開催

100,000

30 雲南市 阿用地区振興協議会 Ｈ２５、Ｈ２６　阿用地区竹林森林環境整備事業 保全
○下刈り
○山桜、もみじ植栽

100,000

31 雲南市 下熊谷ふれあい会 Ｈ２３、Ｈ２４、Ｈ２５、Ｈ２６　採択部分 保全
○進入路路盤整備
○散策道の除草、低木伐採

129,600

32 雲南市 宮内自治会 Ｈ２６　宮内自治会森林環境整備事業 保全 ○下刈り、タケノコ処理 50,000

33 出雲市 大山地区の緑を守る会 H２４、Ｈ２５　大山地区の海岸林の維持管理 保全 ○下刈り 97,530

34 出雲市 愛宕山公園を美しくする会 H２３、Ｈ２６　平田愛宕山公園復活事業 保全 ○下刈り、施肥 100,000

35 出雲市
古志地区自治協会（区有財産管理
部）

H２３、Ｈ２４　子供たちに送る手作り森林教室 保全 ○下刈り 100,000

36 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 ○下刈り、補植 47,844

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造物を活かした桜植栽事業 保全 ○下刈り 50,000

38 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 ○遊歩道の整備や草刈り、雑木の伐採 50,000

39 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
○備品整理のための棚設置（足場として利用した間
伐材の再利用）

50,000

40 川本町 川本町観光協会 Ｈ２６　仙岩寺「さくら遊歩道」計画 保全 ○下刈り 50,000

41 益田市 真砂地区連合自治会 Ｈ２６　日晩山一帯の整備 保全
○倒木除去、下刈り
○除伐、枯損木伐採

50,000

42 益田市 真砂地区連合自治会 Ｈ２３　蛇滝自然観察路周辺整備 保全 ○除草、下刈り 50,000

43 雲南市 特定非営利活動法人さくらおろち Ｈ２４、Ｈ２５、Ｈ２６　採択部分 保全 ○下刈り 150,000

1,174,974

32,402,541合計


