
H３０年度　みーもの森づくり事業 一覧 交付金上限　２，０００，０００円

【新規申請分】

番号 事務所 事業主体 取組名称 区分 活動概要

1 県庁 特定非営利活動法人　もりふれ倶楽部 森で学ぶ取組（みーもスクール） 学習 森林教室

2 松江 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 森林整備活動

3 松江 松江市立八雲中学校 八雲中学校森林学習 保全 森林学習

4 松江 出雲かんべの里 森の中の工房「テングルハウス（仮称）」をつくろう！ 利用 テングルハウス組み立て、周辺間伐、基礎工事

5 松江 金山要害山保存会 金山要害山の森林竹林整備事業 保全
山頂周辺の下草刈り、樹木・竹林伐採、整理　参道手すり
設置　案内看板設置　櫓、腰掛、テーブルなど休憩施設の
設置

6 松江 こばと保育園保護者会
都市部の保育園に木の温かみを感じる木製遊具の設置　～
親子ではぐくむ木育～

利用
木製遊具の設置、遊具を活用した「森・木の遊び」活動、学
習会開催

7 雲南 阿用地区振興協議会 阿用地区竹林環境整備事業 保全 草刈等森林整備

8 雲南 特定非営利活動法人　さくらおろち 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・処分、植栽

9 雲南 加茂遊学ファーム
みなみかも保育園遊び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 間伐材伐採搬出、製材加工、東屋の建設

10 雲南 里山管理研究会 焼畑による放棄竹林の活用と再生 保全 荒廃竹林伐開・整備、火入れ作業、作物の栽培・収穫

11 雲南 特定非営利活動法人　奥出雲布勢の郷 「ダムの見える牧場」竹取物語VOL..Ⅳ 保全 竹林伐採・搬出・チップ化

12 雲南 宮内自治会 宮内自治会森林環境整備事業 保全 竹林伐採、植栽

13 雲南 三森原西山管理組合 荒廃森林の再生 保全 景観修景のための刈払、植栽

14 雲南 雲南市　阿用地区振興協議会 阿用の里山で学ぶ 学習 間伐体験、木工加工品つくり

15 雲南 奥出雲町オロチの深山きこりプロジェクト実行委員会 みーもスクール（子供版オロチの深山きこりプロジェクト） 学習 間伐体験、林業体験、振り返り学習

16 雲南 特定非営利活動法人　さくらおろち 森を学び喜びを体験 学習 竹や間伐材有効活用などの体験学習

17 出雲 出雲市伊野地区自治協会 秋葉山整備事業　-伊野の象徴・秋葉山を心のふるさとに- 保全 山頂周辺の伐木、植栽、森林管理歩道の整備

18 出雲 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 海岸防風林での植栽

19 出雲 医療福祉の郷パーク化構想実行委員会 医療福祉の郷パーク化構想　森林整備事業 保全 竹林伐採、植栽

20 出雲 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 枯木伐採、クロマツ・常緑樹の間伐等、コデ掻き

21 出雲 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 学習
森林教室　古志区有林内で間伐見学　搬出体験　木工教
室

22 県央 高原を楽しくする会 たかはらんど～里山整備事業～ 保全 伐採、地拵え、植栽、ほだ木作り、講演会

23 県央 元気はつらつ銭宝の里山保存会
銭宝の里の景勝地（高野山、赤馬滝）の整備及び布施集落
の荒廃竹林対策とする自然環境保全

保全 枯木伐採、竹林伐採・粉砕、草刈り

24 県央 天国に一番近い里桃源郷川角集落 花桃の里づくり 保全 竹林伐採、山菜や花木植栽、下刈り

25 県央 中野北区自治会 中野北区荒廃竹林環境整備事業 保全 竹林伐採、竹炭製作

26 県央 竹堆肥研究会 放置竹林整備で土づくり里づくり 保全・利用竹林伐採・粉砕、竹堆肥化

27 県央 NPO法人緑と水の連絡会議 みーもスクール 学習 森林・水源・バイオマス資源の価値の体験



28 県央 樹冠ネットワーク みーもスクール 学習 竹林整備、植栽体験

29 浜田 森づくりは海づくりin浜田実行委員会 2018　森づくりは海づくりin浜田 保全 マツ枯損木伐倒、地拵え、植樹祭開催

30 浜田 はりも山公園手づくり委員会 東屋新設事業 利用 東屋建設、木工教室

31 浜田 株式会社　石州あかがわら
県産木材を活用した江津らしい町並み（ソーシャルデザイ
ン）整備のためのモデル事業

利用 ビル外装・内装に県産木材利用

32 益田 特定非営利活動法人コアラッチ みーもスクール 学習 間伐体験、木工教室、森と川の体験ツアー

33 益田 特定非営利活動法人コアラッチ 「木のある学校生活」 利用 木工教室

34 益田 特定非営利活動法人コアラッチ しまねの欅を楽しむ 利用 ケヤキを活用した木工教室

35 益田 いわみの森こだま協議会
身近にある森林の役割を知り、なぜ守らなけれｂあならない
かを考える取組

学習 間伐体験、川の観察、自然工作

36 益田 特定非営利活動法人　アンダンテ21 みーもスクール 学習 川や海の観察、木工教室、間伐・植栽体験

37 隠岐 特定非営利活動法人　隠岐しぜんむら 「隠岐の森から学ぶ自然と生活のつながり」 学習 自然観察

38 隠岐 特定非営利活動法人　隠岐しおさい
【有木小学校】有木川の環境調査と里山林業体験
【中条小学校】八尾川の環境調査と天然記念物ヤマネの学
習

学習 間伐体験、椎茸植菌、ヤマネの巣箱作り・調査

H３０年度　みーもの森づくり事業 一覧 交付金上限　２５，０００～２００，０００円

【継続申請分】

番号 事務所 事業主体 取組名称 区分 活動概要

39 松江 大庭公民館　環境美化部
H26年度・H27年度・H28年度の3年間に新規に採択された事業の
継続事業　ふるさと茶臼山再生プロジェクト

保全 登山道･山頂草刈、植樹、危険個所へのロープ設置

40 松江 加賀まるごと博物館
H29年度に新規に採択された事業の継続事業　加賀城趾の
森整備「ヤマザクラプロジェクト」

保全 草刈り、危険木伐採、下山道整備

41 雲南 阿用地区振興協議会
平成25・26・27・28・29年度に採択された事業の継続事業
阿用地区竹林環境整備事業

保全 タケノコ処理、下刈り、植栽

42 雲南 特定非営利活動法人　さくらおろち
【平成26年度】新規に採択された事業を特定非営利活動法
人さくらおろちが管理する。（後世に残す景観づくり事業VOL
Ⅱ）

保全 下刈り

43 雲南 宮内自治会
平成26・27・28・29年度に新規に採択された事業の継続事
業　宮内自治会森林環境整備事業

保全 竹の子処理、下刈り

44 雲南 下熊谷ふれあい会
平成26・27年度2年間に採択され事業部分　散策道両側の
除草及低木の伐採

保全 遊歩道の草刈、低木の伐採　路面の補修

45 出雲 浜古墳の森を守る会 平成29年度に新規に採択された事業の継続事業「浜古墳の森づくり」保全 下刈り、タケノコ処理

46 出雲 たきっこ☆キラリ  平成28年度に新規に採択された事業の継続事業多伎の森の整備＆森の学校の開校保全 下刈り、森の楽校（山を利用した遊び）

47 出雲 大山地区の緑を守る会
平成27年度に新規に採択された事業の継続事業
平成28年度に新規に採択された事業の継続事業（大山地区
の海岸林の維持、管理で植栽を行った森林）

保全 下刈り、除伐

48 出雲 鹿蔵山森づくりプロジェクト  平成29年度に新規に採択された事業の継続事業鹿蔵山森づくりプロジェクト保全 下刈り

49 県央 出羽自治会生活部
平成27・28年度に新規に採択された事業の継続事業　平成
27年度「薪でつながる地域づくり」平成28年度「森を学ぶ体
験活動事業」

保全 下刈り、樹木の観察会

50 県央 竹堆肥研究会
平成29年度に新規に採択された事業の継続事業
放置竹林整備で土づくり里づくり

保全 タケノコ処理、草刈り

51 浜田 有福温泉町　湯町自治会
平成29年度に新規採択された事業の継続事業
福ありの里から　～有用木で彩る景観保全事業～

保全 下刈り、タケノコ処理、施肥

52 浜田 跡市地区まちづくり協議会 跡市町澤津家跡地周辺森林の景観保全 保全 タケノコ祭り、タケノコ処理、下刈り、薬剤散布

53 益田 中垣内自治会
平成27年度に新規に採択された事業の継続事業
大道山の美化と環境整備

保全 施肥、薬剤散布、下刈り、剪定

54 益田 真砂地区連合自治会
平成26年度に新規に採択された事業の継続事業
日晩山一帯の整備

保全 除伐、下刈り


