
平成１９年度ひろしまの森づくり交付金事業一覧

市町名 事業名 事業概要
交付金額
（千円）

備考

里山林整備事業
つる類や中低木が密生する森林について，除間伐を行い健全な里山
林へ誘導 14,610 A=15.46ha

登山道やハイキングコースを「ひろしま森巡りコース」として整備（調
査） 427 調査一式

上記事業実施に必要な事務費 339

里山保全活用支援事
業

狐原山整備活動
（植樹，下刈，散策道の整備） 70 資材購入

安佐北区恵下山の里山整備活動
（植樹，下刈，除伐作業） 185 資材購入，保険料

亀山南登山道・ハイキングコース周辺整備
（里山整備，登山道・ハイキングコース整備） 200 資材購入

安佐北区白木町三田外の里山林整備活動
（雑木林手入れ，竹林整備外） 117 道具類購入，保険料

口田南町地区の里山林整備活動
（除伐，下刈り，炭焼き活動等） 118 道具類，原材料購入

水越峠～新池周辺の里山林整備活動
（下刈，除伐，炭焼き活動） 200

道具，原材料購入，報
償費，保険料

安佐町久地地区の里山林整備活動
（植樹，遊歩道整備） 198 資材・原材料購入

下河内周辺の里山整備活動
（下刈，除伐作業） 200 用具・資材購入

安芸区立石山国有林周辺の整備
立石藤ヶ丸線林道沿いへの植樹活動 98 道具類，原材料購入

大町観音水周辺の里山林整備活動
武田山登山道，観音水への登山道整備 90 道具類購入

東郷山・四本杉登山道整備
（案内看板設置） 84 原材料費

安佐北区安佐町久地字十南平山への植林活動
（苗木植栽） 150 原材料費

武田山馬返し周辺・憩の森周辺整備活動 72 道具購入経費

東郷山・大峯山登山道等の整備
（案内表示板設置，遊歩道周辺整備） 29 原材料費

森林・林業体験活動支
援事業

竹林に整備活動を通じた昆虫の住処づくり
（上温品小学校3年生） 43 道具購入経費

湯来町の里山林での野外活動プログラムの実施
（まき割り体験等） 146

道具購入，報償費，保
険料等

親子を対象とした森林・林業体験活動
（炭窯づくり・炭焼き体験） 200 原材料費

森林整備研修会及び体験学習の開催
（研修会，下刈り，枝打ち等） 200 原材料費・保険料

間伐材利用対策事業
小学校机を間伐材利用の天板に交換し，森林学習の教材としても活
用　（学校机の天板交換2,024枚） 9,839 天板2,024枚

事業推進費 広島市森づくり推進委員会の運営に要する経費 176 委員報償

森づくり情報を行政と市民が双方向により共有するためのホームペー
ジの作成 945 HP作成業務一式

広島市　計 28,735

里山林整備事業
野呂山周辺の手入れ不十分な人工林について，森林機能の増進を図
るため間伐を実施 1,322 A=4.32ha

災害の危険性がある荒廃した天然林について，除間伐を実施 730 A=0.5ha

野呂山，下蒲刈地区周辺の松くい虫被害による枯損木を処理するとと
もに，野呂山については跡地に植栽を実施 3,770 V=274m3

火山周辺の里山林について，枯損木処理を実施するとともに，火山山
麓の松林整備を実施 3,381 A=1.9ha

森林・林業体験活動支
援事業

森林への理解を深め，森林と親しむ機会を創設するための植樹など
の体験 509

地拵え経費，指導経
費，バス借上等

事業推進費 呉市森づくり協議会の運営に要する経費 189 委員報酬等

特認事業 火山周辺の里山林を市域を越えた県民協働により整備 4,595
体験指導費，土壌改
良，バス借上等

呉市　計 14,495

広島市

呉市
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市町名 事業名 事業概要
交付金額
（千円）

備考

里山林整備事業 手入れ不十分な人工林について，間伐を実施 409 A=1.0ha

賀茂川上流に位置する森林について，水源環境機能を高めるための
森林整備を実施 551 A=2.0ha

国道沿いの松くい虫被害跡地について，景観保全と災害に強い森づく
りを目的に枯損木を処理 2,394 V=200m3

朝日山地区の自然を体験できる身近な里山林について，利用促進を
図るための森林整備を実施 137 A=0.5ha

上記事業実施に必要な事務費 150 GIS購入，旅費，消耗品

里山保全活用支援事
業

賀茂川の源流（荒谷山）に植樹活動するための準備作業
（下刈，除伐，地拵え等） 39

作業機械損料，
燃料費等

城山登山道周辺の下刈り，除伐等を実施 115
原材料費，
作業器具購入等

間伐材利用対策事業
間伐材を利用した木製掲示板の設置
（小中学校，公民館，市役所等） 655 掲示板33基

事業推進費 竹原の森づくり協議会の運営に要する経費 151 委員報償等

竹原市　計 4,600

里山林整備事業
松くい虫被害による枯損木を処理し，健全な里山林への誘導 （八幡
地区） 9,362 V=690m3

松くい虫被害による枯損木を処理し，跡地への植栽を行い健全な里山
林へ誘導　（高坂地区） 695 V=24m3

里山林に侵入する竹林の伐採等を行い，竹林の拡大を防止 630 A=0.14ha

上記事業実施に必要な事務費 100

里山保全活用支援事
業

芦田川源流の里山林について，住民団体による保全活用のモデルと
して整備　（除間伐，下刈り作業等） 300

作業器具購入，資材購
入等

地域住民の憩いの場として活用されている城跡周辺の里山林を，地
域住民と一体となって整備　（除間伐，下刈り作業等） 300

作業器具購入，資材購
入等

森林・林業体験活動支
援事業

羽和泉小学校林で，森の恵みに対する学習や山の手入れ体験などの
活動体験を実施 300

作業器具購入，資材購
入等

学校林を活用し，山の手入れや炭焼き等の体験型の活動を実施 500
作業器具購入，資材購
入，バス借上等

事業推進費 三原市森づくり事業推進協議会の運営に要する経費 45 バス借上

里山林整備事業施業費積算業務
森林情報基礎調査 1,068

積算業務一式（3件）
調査業務一式

三原市　計 13,300

里山林整備事業
「尾道ふれあいの里」周辺の松くい虫被害枯損木の伐倒整理を行い，
跡地にヤマザクラ等を植栽し，健全な里山林に誘導 4,436 A=9.0ha

上記事業実施に必要な事務費 193

里山保全活用支援事
業

森林活用支援の基盤とするため，炭焼き小屋（炭焼き窯）を整備 1,455
炭焼窯1基(240ℓ)
炭焼小屋1棟

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設等に設置
（市内バス停，市庁舎等） 1,628

ﾍﾞﾝﾁ25基
ﾌﾟﾗﾝﾀｰ90基

事業推進費 おのみちの森づくり検討会の運営に要する経費 62 委員報償等

森づくりの普及啓発を図るためのプレート等作成 114
銘板315枚
案内板1基

尾道市　計 7,888

里山林整備事業
松くい虫被害跡地について，景観保全と土砂流出防止などの公益的
機能を向上させるための整備 6,000 V=917m3

拡大化する竹林について，伐倒・整理を行い竹林の繁茂を防止 564 A=0.47ha

自然とふれあい，林内を散策できる区域の森林整備を実施し，景観保
全や利用促進など自然体験の場を創出 798 A=5.17ha

イノシシ生息の場となっている里山林の見通しを良くし，農地への進入
を抑止 2,358 A=1.07ha

上記事業実施に必要な事務費 33

里山保全活用支援事
業

ふくやまふれ愛ランド周辺の里山林整備活動
（除伐・下刈作業，植樹） 1,882

謝金，器具購入，資材
等購入，ﾊﾞｽ借上等

森林・林業体験活動支
援事業

林業作業技術の基礎を学び，地域の里山整備の核となる人材を育成
（下刈，除伐作業，伐倒整理，森林機能学習） 221

指導員費，機械使用料
等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設に設置
（蔵王憩いの森，園芸ｾﾝﾀｰ，動物園，ふれ愛ﾗﾝﾄﾞ） 451

ﾍﾞﾝﾁ15基
ﾃｰﾌﾞﾙ2基

事業推進費 里山林整備事業地の調査設計業務 494 調査設計一式

福山市　計 12,800

竹原市

三原市

尾道市

福山市
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市町名 事業名 事業概要
交付金額
（千円）

備考

里山林整備事業
手入れ不十分な里山林について，生活環境，自然環境の再生，災害
防止等を目的に，枯損木処理・除間伐等の森林整備を実施 3,794 A=3.46ha

松くい虫被害跡地について，枯損木処理を行い健全な里山林を保全 2,200 A=13.65ha

上記事業実施に必要な事務費 50

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を自然公園等に設置
（七ツ池自然公園，羽高湖森林公園，矢野温泉公園四季の里） 499 ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾍﾞﾝﾁ6ｾｯﾄ

事業推進費 府中市森づくり事業協議会の運営に要する経費 50 委員報酬等

府中市　計 6,593

里山林整備事業
松くい虫被害等により荒廃した里山林について，景観保全や防災機能
等を目的とした枯損木等の伐倒整理等を実施 5,414 A=5.06ha

上記事業実施に必要な事務費 4

里山保全活用支援事
業

100年先を見据えた森林ボランティアによる森林整備
（除間伐，竹林伐採，シイタケ栽培講座等） 541

用具等購入，作業器具
使用料等

地元と都市住民・企業の協働によるエコパークの森づくり
（フォーラム，里山林整備等） 558 広報経費，講師料等

森林・林業体験活動支
援事業

森林所有者を対象とした林業道具の取扱など山仕事の講座
（炭焼体験，きのこ栽培等） 200

炭窯管理費，講師謝
礼，消耗品等

小学生を対象とした炭焼き体験学習 162
炭窯管理費，原材料費
等

森林整備活動の作業機器を一括購入し，無償でボランティア団体等に
貸出　（チェンソー，刈払機，薪割機，チッパー） 2,514 作業機器購入

事業推進費 みよしの森づくり協議会の運営に要する経費 60 委員謝礼

三次市　計 9,453

里山林整備事業
放置された里山林の枯損木処理と除間伐を行い，健全な里山林を育
成 7,480 A=14.4ha

松くい虫被害跡地の枯損木処理と除間伐を行い，健全な里山林に誘
導 2,250 V=150m3

拡大化する竹林について伐採整理を行い，周辺部の森林や農地を保
全 2,665 A=1.7ha

農地に隣接する里山林について，鳥獣被害を防止するバッファゾーン
として整備 4,000 A=5.0ha

里山保全活用支援事
業

里山づくり教室を推進し，里山林の大切さを学ぶ体験活動の拠点整備
（除伐，歩道整備，作業小屋設置等） 1,181

用具等購入，作業機械
ﾘｰｽ料，資材費等

里山林整備の処理木の有効利用を図るための炭窯を整備し，小中学
校等地域の利活用を図る　（炭窯設置） 664

機械ﾘｰｽ料，資材費，
指導者謝金等

地元住民による森林機能への理解を深めるための活動拠点の整備
（下刈，除伐，作業道開設，作業小屋整備等） 3,000

講師謝金，器具購入，
機械ﾘｰｽ，資材費等

森林・林業体験活動支
援事業

森林整備作業を通じ，森林の役割など重要性を実感してもらうととも
に，間伐材利用など資源の再利用を学ぶ 905

指導者謝礼，広報費，
作業道具ﾘｰｽ・購入等

市民等が楽しみながら森とふれあい森の重要性と必要性を学ぶ体験
型イベント　（間伐・下刈作業，木工教室，ペレットストーブ展示等） 622

謝金，ﾘｰｽ料，広報費
等

竹炭焼き，しいたけ菌の植付体験 60 資材費

森林保全の必要性を実感するため，地域住民や都市部の学生等の参
加による体験型学習を開催　（森林作業，炭焼体験等） 998

講師謝金，ﾊﾞｽ借上，作
業器具購入等

間伐材利用対策事業 木質バイオマス普及促進としてバイオマスフォーラムを開催 611 講師謝礼，広報費等

事業推進費 庄原市森づくり事業推進協議会の運営に要する経費 130 委員報償等

庄原市　計 24,565

里山林整備事業
国道沿いや三倉岳歩道周辺の松くい虫被害木について，伐倒処理を
行い健全な里山林に誘導 2,520 V=240m3

上記事業実施に必要な事務費 105

森林・林業体験活動支
援事業

森林の果たす役割，森林資源の利用などその重要性を学習
（森の手入れ作業，木質バイオマス利用など） 75 器具購入費，ﾘｰｽ料等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を市内小中学校に設置
（市内小学校11校） 966 案内板23基

事業推進費 ひろしまの森づくり大竹市推進協議会の運営に要する経費 134 委員報酬等

大竹市　計 3,800

府中市

三次市

庄原市

大竹市
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市町名 事業名 事業概要
交付金額
（千円）

備考

里山林整備事業
豊かな海を育てるため，安芸津湾上流に位置する人工林の間伐を行
い，健全な森林に誘導 937 A=4.0ha

山火事跡地の水源涵養や土砂流出防止機能を高めるため植栽を実
施 2,373 A=1.6ha

土石流危険渓流周辺の人工林について，森林の機能を高めるため除
伐を実施 500 A=2.57ha

松くい虫被害による枯損木の伐倒整理を行い，健全な里山林に誘導 7,748 V=650m3

市民に身近な里山林として親しまれている生活環境保全林について，
景観や野生生物生息環境の保全，利用促進を目的とした整備を実施 2,882 A=10.8ha

里山保全活用支援事
業

八本松町吉川地区の里山林を地域の森として整備
（除伐，下刈，植樹，サクラ防除作業） 150

作業機械ﾘｰｽ料，資材
費等

森林・林業体験活動支
援事業

森林整備等を通じて山に親しみ，森林の大切さを学ぶ体験型イベント
（下刈・間伐体験，森林機能体験，木工体験等） 845

資材費，ﾘｰｽ料，ｺﾋﾟｰ・
発送費等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設に設置
（市役所，支所，出張所，公民館各ﾛﾋﾞｰ） 794 ﾍﾞﾝﾁ30基

事業推進費 東広島市森づくり協議会の運営に要する経費 274 委員報酬等

特認事業
（森林林業体験活動）

黒瀬町山火事跡地について，市域を超えた県民協働による森づくり 3,000
ﾊﾞｽ借上，資材費，ﾘｰｽ
料，広報費，通信費等

東広島市　計 19,503

里山林整備事業 国道沿いの松くい虫被害木の伐倒整理を行い健全な里山林に誘導 12,690 V=1,224m3

森林・林業体験活動支
援事業

林業体験活動を通じて，健全な森づくりの必要性や森林の多様性を認
識する体験型イベント　（森林整備体験等） 300 資材費，器具購入費等

森林整備体験や環境問題等の学習を通じ，自然の大切さなどの意識
醸成　（環境学習，林家・漁家交流，森林整備体験学習等） 300 ﾘｰｽ料等

太田川源流の森の林業体験活動を通じ，水源かん養機能の重要性を
意識啓発　（林業体験活動等） 300

ﾊﾞｽ借上，講師料，資材
費等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設に設置
（市内各所の公共施設） 1,690 ﾍﾞﾝﾁ111脚

事業推進費 ひろしまの森づくり廿日市市推進協議会の運営に要する経費 120 委員報酬等

廿日市市　計 15,400

里山林整備事業
地域に身近な里山林を整備し，里山保全・森づくりに対する地域住民
の関心等を高揚し，継続的な維持管理と自然体験できる里山を創出 8,410 A=8.35ha

森林・林業体験活動支
援事業

星ヶ城いこいの森において，シイタケ栽培などの体験学習を実施 130 材料費，器具購入費

放置された間伐材等を炭焼きを通じて再生することにより，森林の再
生や森づくりへの意識を啓発　（講演会，炭焼き体験） 300 講師謝礼，材料費等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設や小中学校藤に設置
（少年自然の家/市内小中学校，幼稚園，少年自然の家） 7,506

ｲｽ143脚，ﾃｰﾌﾞﾙ28台，
座卓2台/掲示板23基，
ﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄ117個他

環境緑化支援事業
丹比地区の公園にサクラを植栽
（サクラ17本） 140 資材費等

事業推進費 安芸高田市ひろしまの森づくり推進協議会の運営に要する経費 114 委員報償等

安芸高田市　計 16,600

里山林整備事業
放置された里山林の枯損木処理・除間伐による健全な里山林の育成
及び住民参加による森づくりの機運醸成 2,982 A=10.08ha

上記事業実施に必要な事務費 131

森林・林業体験活動支
援事業

学校林の整備などを通じ，森林・林業に対する理解と森づくりへの積
極的な参加を促進　（基調講演，森林整備体験，間伐材利用体験） 324

講師謝金，器具購入
費，材料費，ﾊﾞｽ借上等

事業推進費 江田島市ひろしまの森づくり事業協議会の運営に要する経費 63 委員報酬等

江田島市　計 3,500

里山林整備事業
林道・保安林管理道・中国自然歩道沿いの枯損木の伐採整理を中心
に行い，里山の景観等を保全 865 V=71m3

基金造成費 基金を造成するための経費 835

府中町　計 1,700

里山林整備事業
堂所山の森林について，地拵え・枯損木等の伐倒整理を行い，土砂流
出防止などの機能の優れた森林を育成 1,694 A=1.43ha

上記事業実施に必要な事務費 5

事業推進費 安芸・森の街道協議会の運営に要する経費 1 委員報償

海田町　計 1,700

廿日市
市

東広島
市

海田町

府中町

江田島
市

安芸高
田市
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里山林整備事業
坊主山周辺の松くい虫被害による枯損木の伐倒整理を行い，景観保
全と健全な環境に復元 1,150 A=0.36ha

基金造成費 基金を造成するための経費 1,150

熊野町　計 2,300

里山林整備事業
都市近郊の里山林について，除間伐・下刈りなど環境づくりを行い，町
民参加と協力による森づくりの意識を醸成 1,800 A=6.5ha

坂町　計 1,800

里山林整備事業
放置された里山林について，枯損木の処理・除間伐を行い健全な里山
林に育成 403 A=0.57ha

寺領地区の松くい虫被害による枯損木の処理と除間伐を行い，健全
な里山林に誘導 6,116 V=483m3

上記事業実施に必要な事務費 42

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公共施設等に設置
（町役場，小学校，保育園，火葬場） 4,101

机ｲｽ50ｾｯﾄ，ｶｳﾝﾀｰ1
ｾｯﾄ，ﾊﾞｽ停1式，ﾍﾞﾝﾁ4
基，本棚16台，桟敷10

環境緑化支援事業
安野の「花の駅公園」において，植樹活動を行う住民団体に対して苗
木を提供 200 資材費，ﾘｰｽ料等

事業推進費 安芸太田町森づくり事業検討協議会の運営に要する経費 202 委員報酬等

里山林整備事業施業地測量 94 測量等一式（3件）

基金造成費 基金を造成するための経費 942

安芸太田町　計 12,100

里山林整備事業 放置された里山林の除間伐等を行い，健全な里山林を育成 10,702 A=19.01ha

松くい虫被害跡地の枯損木処理を行い，健全な里山林を育成 216 V=30m3

繁茂する竹林の整理を行い，周辺部の森林や農地を保全 2,213 A=2.45ha

農地に隣接する里山林について，鳥獣被害を防止するバッファゾーン
として整備 504 A=0.69ha

上記事業実施に必要な事務費 177

間伐材利用対策事業
学校施設木質化推進事業により保育所の木質化を実施
（本地保育所） 7,620

乳児室増改築，ｽﾉｺ，
ﾌｪﾝｽ，物置場整備

事業推進費 北広島町森づくり事業協議会の運営に要する経費 68 委員報償等

北広島町　計 21,500

里山林整備事業
林道権現山線付近の森林について，防火帯及び土砂崩壊防止機能を
発揮させるため整備 1,795 A=3.35ha

上記事業実施に必要な事務費 80

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を町内中学校に設置
（中学校3校） 101 ﾍﾞﾝﾁ6基

環境緑化支援事業
西野小学校の統合記念の植林を通じ，森づくりへの意識を醸成
（植樹体験） 53 資材費

事業推進費 大崎上島町の森づくり事業推進協議会の運営に要する経費 71 委員報酬等

大崎上島町　計 2,100

里山林整備事業
松くい虫被害と放置により機能低下した里山林について，除伐・伐倒
整理を行い健全な里山林に誘導 6,239 A=4.26ha

里山保全活用支援事
業

黒渕地区の里山林整備
（除伐・下刈作業，シイタケ栽培体験活動等） 191 器具購入費，資材費等

都市の森林ボランティアと地域住民の協働による里山林の整備活動
（下刈・枝打・除伐作業，自然観察，森林生態学習等） 160

講師謝金，消耗品費，
資材費等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木製品を公園内に設置
（せら夢公園内） 2,410

簡易ｽﾃｰｼﾞ，休憩所，
用具保管倉庫

世羅町　計 9,000

世羅町

大崎上
島町

北広島
町

安芸太
田町

坂町

熊野町
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里山林整備事業 松くい虫被害木の伐倒整理を行い，里山林の環境を整備 4,883 V=317.41m3

竹林の人工林への進入被害防止や農地等への拡大被害防止を目的
とした竹林の整備 3,786 A=2.4ha

竹林伐採跡地について，サクラ等を植栽し身近な里山林として，景観
保全や自然体験等の拠点として活用 188 A=0.38ha

上記事業実施に必要な事務費 394

森林・林業体験活動支
援事業

油木高校生を対象とし，森林の機能や林業について学ぶ集いを開催
（森林整備概論，森林整備実習，林業体験学習等） 500

講師謝礼，需用費，ﾊﾞｽ
借上等

間伐材利用対策事業
県産間伐材を利用した木柵を公共施設に設置
（斎場やすらき苑） 2,153 木柵L=180m

事業推進費 神石高原町ひろしまの森づくり事業推進協議会の運営に要する経費 296 委員報酬

特認事業
（間伐材利用対策）

不審火で焼失した公民館を，県産間伐材を利用して再建し，住民参加
による森づくりへの拠点としても活用（李公民館） 5,000 資材費等

神石高原町　計 17,200

総計 250,633

（注）四捨五入のため計が合わない場合があります。

神石高
原町
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