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清流の国ぎふ森林・環境税を活用した提案事業の採択結果について

県では、平成２４年４月から導入した「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用し、緑豊かな「清流の

国ぎふづくり」に取り組んでいます。

このたび、森林・環境税を活用した事業のうち、県民の森林や川、水環境に対する理解と環境保全

への積極的な参加を図るため、県内市町村や県民の皆さんが自ら企画し実施する、森や川づくりに関

する事業を広く募集したところ、多数の応募がありました。

県では、厳正な審査を実施するとともに、第三者機関「清流の国ぎふ森林・環境基金事業評価委員

会」の意見を踏まえた結果、下記のとおり、市町村提案事業５４事業、地域活動支援事業３１事業の

計８５事業を採択することに決定しましたのでお知らせします。

記

１ 提案事業の概要等について

事業名及び事業概要
助成対象者 補助率等

（１事業あたり補助金限度額）

応 募

事業数

採 択

事業数

【清流の国ぎふ市町村提案事業】

森林・環境税の施策（①環境保全

を目的とした水源林等の整備、②里

山林の整備・利用の促進、③生物多

様性・水環境の保全、④公共施設等

における県産材の利用促進、⑤地域

が主体となった環境保全の促進）を

効果的進めるため、市町村が特に必

要と考える事業に対する支援

県内市町村 ○事業概要の①②③⑤：

１０／１０以内

（上限１，０００千円）

○事業概要の④：

１／２以内

（上限３，０００千円）

６３事業 ５４事業

別紙１

【清流の国ぎふ地域活動支援事業】

各種団体等が自ら企画・立案・実

行する創意工夫のある地域の森づ

くり、川づくり、生物多様性など環

境保全活動に対する支援

県内に活動

拠点を置く

団体、県内に

事務所を有

する法人

○補助対象経費５００千円

以下：１０／１０

○補助対象経費５００千円

を超える分：１／２

（上限１，２５０千円、

下限１００千円）

３４事業 ３１事業

別紙２

合 計 ９７事業 ８５事業



２ 事業採択までのプロセス

月 日 【清流の国ぎふ市町村提案事業】

（市町村向け事業）

【清流の国ぎふ地域活動支援事業】

（団体向け事業）

２／２８ ■市町村説明会

（事業説明及び事業申請書作成依頼）

３／２３～

３／２９

■応募期間

県内２４市町村から６３事業の応募あり

４／１０～

５／１８

■応募期間

県内の団体等から３４事業の応募あり

５／２２ ■庁内審査会で採択事業案決定

○メンバー構成

林政部・環境生活部の部次長、関係課長

計９名

○審査手法

同税の趣旨に合致する事業で、７項目（必

要性、公益性、具体性、独自性、効果性、

妥当性、継続性）の５段階評価で審査

５／２５ ■庁内審査会で採択事業案決定

○メンバー構成

市町村提案事業と同じ

○審査手法

市町村提案事業と同じ

６／６ ■「清流の国ぎふ森林・環境基金事業評価委員会」開催

採択事業案に対する意見照会

６／１２ ■採択事業の決定

・市町村提案事業 ５４事業

・地域活動支援事業 ３１事業

６／１２～ ■事業選考結果（内示）通知

県→申請者



圏域順

岐阜 1 岐阜市 2 里山
ながら川ふれあいの森における山火事予防啓発看板の
設置

913

2 岐阜市 2 里山 適切に管理している里山所有者に対する里山整備支援 514

3 岐阜市 2 里山 面積要件に満たない小規模な里山整備支援 993

4 岐阜市 5 人づくり 緑化啓発等のための苗木配布 325

5 羽島市 3 清流 冬季における逆川のかんがい対策 1,000

6 羽島市 3 清流 不法投棄ゴミの回収・処分 1,000

7 羽島市 4 県産材 大型木製遊具施設の整備 2,651

8 羽島市 4 県産材 木製ミニテーブル・椅子 ミニログハウスの整備 353

9 羽島市 4 県産材 大型木製遊具施設の整備 2,546

10 羽島市 4 県産材 大型木製遊具施設の整備 3,000

11 山県市 2 里山 マツタケモデル地区の設定、森林整備 1,000

12 山県市 2 里山 住民の生活環境を守るための里山林修景整備 1,000

13 山県市 3 里山 四国山香りの森公園内の里山林整備 1,000

14 山県市 5 人づくり
舟伏山、相戸岳等の登山道整備、登山者用観光チラシ
作成

1,000

15 山県市 5 人づくり
親子及び都市部との交流人口の増大を図るためのふれ

1 000

事業名

親しみのある里山づくり事業

親林体験環境の整備の事業

グリーンプラザみやま親子ふれあいゾーン整備

県産材使用木製遊具設置事業（足近保育園）

県産材使用木製遊具設置事業（小熊保育園）

県産材使用木製遊具設置事業（江吉良保育園）

県産材使用木製遊具設置事業（中島保育園）

里山林の整備によるマツタケの再生事業

住宅地周辺等の修景等の環境保全事業

岐阜市山火事防止啓発事業

岐阜市の里山林維持向上促進事業

岐阜市の里山林安全対策事業

岐阜市緑あふれる街づくり啓発事業

逆川農業用排水路等の生き物保全向上事業

逆川農業用排水路等の環境向上事業

別紙 １

平成２４年度 清流の国ぎふ市町村提案事業 採択事業一覧

圏域 番号 市町村名 施策区分 事業概要
要望ベース
補助金額
（千円）

15 山県市 5 人づくり
あいゾーンの整備

1,000

16 山県市 5 人づくり 神崎川モデル箇所における支障木の伐採 997

17 瑞穂市 4 県産材
乳幼児健診の待合などの壁の県産材化、本棚、おも
ちゃの購入

430

18 瑞穂市 5 人づくり 市民参加の清掃活動や河川調査 439

西濃
19 大垣市 4 県産材 間伐材ベンチの製作・設置（２５基） 500

20 大垣市 4 県産材
間伐材等未利用材をチップ化するための樹木粉砕機の
購入

750

21 揖斐川町 4 県産材 コミュニティバスの待合所の設置（木造平屋） 1,434

22 揖斐川町 5 人づくり
揖斐川上流域（徳山ダム上流、坂内県有林）の野生動
物の餌となる実のなる木の植樹活動他

742

23 揖斐川町 5 人づくり
野外活動施設を利用した町内全小学生の自然体験学
習

578

24 池田町 5 人づくり 地域住民による河川（河床）清掃、環境学習 1,000

中濃 25 美濃市 2 里山 沿道景観整備（案内板設置、支障木等除去、歩道整備） 1,000

26 美濃市 5 人づくり 森・川・里山をいかした親子環境教育 1,000

27 美濃市 5 人づくり 木のおもちゃによる子育て支援（環境教育） 1,000

28 郡上市 3 清流
野生鳥獣による農林産物被害防止検討のための動物
生息調査

1,000

29 郡上市 5 人づくり 猟師と漁師による里山保全（講習、シンポ、報告） 1,000

30 郡上市 5 人づくり 里山の恵みを活かした地域ビジネスモデルの取組 896

31 郡上市 5 人づくり
郡上産材のわりばしの利用拡大に向けた普及啓発、調
査研究

1,000

32 可児市 3 清流 親水エリアの整備（護岸ブロック・階段設置工事費） 1,000

33 七宗町 4 県産材 バス停待合所建設費 609

34 八百津町 2 里山 景観のための森林整備費、遊歩道の整備費等 1,000

郡上わりばしプロジェクト支援事業

山座川親水施設設置事業

バス停待合所事業

めい想の森整備事業（景観、遊歩道整備）

乙狩瀧神社周辺景観整備事業

プレーパーク事業

ウッドスタート事業

野生動物生息・生態調査事業

猟師と漁師の里山保全プロジェクト事業

里山林資源の有効活用事業（薪割機導入）

間伐材を活用した防災用間伐材ベンチの設置
事業

間伐材活用のための樹木粉砕機の導入事業

藤橋振興事務所口バス待合所整備事業

揖斐川上流に実のなる木を植えよう大作戦事業

つなごう！森と海 そしてわたしを ～いびがわ
キッズ探検隊～事業

みんなで支える森・川づくり事業

事業

神崎川イキイキ川づくり事業

瑞穂市ブックスタート事業

清流の里みずほ・リインカーネイション事業

35 八百津町 5 人づくり 遊歩道の整備費、草刈り機等の購入費等 1,000「キリン木曽川水源の森」整備事業



事業名圏域 番号 市町村名 施策区分 事業概要
要望ベース
補助金額
（千円）

36 八百津町 5 人づくり 間伐材を利用した箸づくり体験事業 768

37 白川町 5 人づくり 広葉樹植栽等イベント費 1,000

38 白川町 5 人づくり クラフト製作等イベント費 1,000

39 御嵩町 3 清流 町内の生物生息状況の調査、生き物マップの作成 1,000

40 東白川村 2 里山 協議会設置・運営、環境影響調査費等 1,000

東濃
41 多治見市 3 清流 シデコブシ、ハナノキなど絶滅危惧種の保全・保護 953

42 多治見市 5 人づくり 環境団体と連携した森づくり・川づくりを担う人材育成 350

43 土岐市 3 県産材 市民バス停の間伐材ベンチの設置 190

44 土岐市 5 人づくり 散策路の手すり設置 972

45 中津川市 2 里山 里山整備による特用林産物の生産基盤の確保 989

46 恵那市 2 里山 恵那峡内の被害木の整備 525

47 恵那市 5 人づくり 里山林整備の技術講習 498

48 恵那市 5 人づくり
市内小学生による森林学習（自然観察、環境・エネル
ギー等）

1,000

飛騨 49 下呂市 1 水源林等
市有林（震災復興のため木材提供した皆伐跡地）におけ
る植栽活動の実施（上下流交流事業）

1,000

50 下呂市 5 人づくり 馬瀬地方自然公園ロゴマーク制作 525

51 下呂市 3 清流 小坂の滝周辺の湿原の再生 1,000

52 高山市 3 清流
地域住民協働のオオキンケイギク、オオハンゴンソウ等
の除去

1,000

水と緑の交流森林整備事業

馬瀬地方自然公園活動ＰＲ事業

御嶽山ろく原八丁湿原復活事業

生物多様性 特定外来植物防除事業

土岐市市民バス間伐材ベンチ設置事業

里山林散策路整備事業

中津川「筍の里」再生事業

森林病害虫（カシノナガキクイムシ）被害木伐
採・処理事業

里山整備人・自伐林家養成講座事業

学んで伝えよう!! 森林の大切さ・楽しさ講座事
業

森・川・海～清流がつなぐ未来の森造成運動事
業

美濃白川「山の日のつどい」事業

親子の生物ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査による生き物ﾏｯﾌﾟ作成
事業

生活環境改善・里山整備事業

貴重な地域固有の植物が生息する里山を守り・
育てる事業

（仮称）たじみエコカレッジ運営事業

「マイ箸エコライフ」事業

52 高山市 清流
の除去

,

53 飛騨市 4 県産材
市内で育った間伐材を利用したベンチの製作・設置（４０
基）

682

54 飛騨市 5 人づくり 市民に対する飛騨市の森林の普及啓発 339

合計 50,461

【圏域別】

事業数
要望ベースの
補助金（千円）

18 20,161

6 5,004

16 15,273

8 5,477

6 4,546

54 50,461

【施策別】

事業数
要望ベースの
補助金（千円）

1 1,000

11 9,934

8 7,953

11 13,145

23 18,429

54 50,461

※各事業の補助金額は要望ベースのものであり、事業費の内訳を精査した結果、交付決定額が、これを下回る場合があります。

物多様性 特定外来植物防除事業

公共施設における飛騨市産木材の利用促進事
業

飛騨市森林審議会が主役の森のたより発行事
業

４公共施設等における県産
材の利用促進（県産材）
５地域が主体となった環境
保全活動の促進（人づくり）

合 計

合 計 22

森林・環境税の施策名

１環境保全を目的とした水源
林等の整備（水源林等）
2里山林の整備・利用の促進
（里山）
３生物多様性・水環境の保
全（清流）

中濃 8

東濃 4

飛騨 3

圏域 市町村数

岐阜 4

西濃 3



順不同

内 容 活動場所

1
NPO法人長良・自然とくらし楽
校

岐阜市
「森・川・海・人のつながり」を考
える長良川流域体験活動事業

・長良川流域（分水嶺～長良川（岐阜市）
～城南干潟（三重県））における水質・生
物・川原の石・ゴミの調査

岐阜市、郡上
市、桑名市 500

2
森・川・海ひだみの流域連携
協議会

岐阜市
森・川・海ひだみの流域活動と
流域活動フォーラムの開催事
業

・飛越源流の森づくり活動及び答志島の
漂着ゴミ清掃活動
・森・川・海ひだみの流域フォーラムの開
催

飛騨市、岐阜
市、鳥羽市（答
志島）

491

3 NPO法人エヌエスネット 岐阜市
揖斐大野・ふがりの森 親子で
森あそび・森づくり事業

・親子による里山の自然体験
・森、小川の清掃整備

大野町 200

4 竹文化振興協会岐阜支部 岐阜市
岐阜市中川原の長良川の竹林
整備事業

・長良川河畔の竹林の整備 岐阜市 345

5
NPO法人ｅ－ｐｌｕｓ生涯学習研
究所

岐阜市
「水を知りたいな！」セミナー～
水を調べる・水を体験する～事
業

・岐阜大学及び河川環境楽園自然発見
館との連携による小中学生向けの水環
境体験講座の実施

岐阜市、各務
原市 487

6 カンチ安食の森実行委員会 岐阜市
「カンチ安食の森」里山プロジェ
クト事業

・里山ふれあい体験活動（椎茸栽培、巣
箱設置、カブトムシ・野いちごの保護）の
実施

岐阜市 428

7
一般財団法人日本熊森協会
岐阜支部岐阜地区

山県市 炭まきによる森の復元事業 ・竹炭による林内の土壌改良 山県市、関市 557

8
社団法人かみいしづ緑の村公
社

大垣市
親子で森林体験 ～もりの遊園
地づくり～

・親子による森林作業体験（間伐、クラフ
ト体験）の実施
・間伐により生じたスペースにロープでブ
ランコやターザンロープなど森で遊べる
遊具を設置

大垣市 495

9 木曽三川子ども狂言クラブ 海津市
木曽三川 子ども狂言「失せう
ろこ」

・子ども狂言を交えた水辺の自然再生や
生態系の保全活動の取組み

海津市、各務
原市 443

10
NPO法人揖斐自然環境レン
ジャー

揖斐川町
揖斐川上流水源地域での清掃
活動事業

・揖斐川上流水源地域（冠山、夜叉ヶ池）
の清掃活動

揖斐川町 140

11 西濃環境NPOネットワーク 揖斐川町 アースデイ・いびがわ事業
・ごみの削減と地球温暖化防止活動に関
する体験型イベントの開催

揖斐川町 565

12 雲上の桜 愛好会 池田町
雲上の桜を未来に残そう、増や
そう事業

・池田町天然記念物「雲上の桜」の保護
活動

池田町 344

13 美濃市森林ボランティアクラブ 美濃市 美濃市以安寺山森林整備事業 ・地域住民による里山整備 美濃市 150

14 岐阜森林愛護隊 可児市
郡上市「高平延年の森」整備事
業

・隊員による森林整備活動 郡上市 233

15 木曽川左岸遊歩道友の会 可児市
木曽川左岸遊歩道等周辺整備
事業

・地元自治会が中心となり、木曽川左岸
河川敷の荒廃した竹林や遊歩道などを
整備し、市民のふれあいの場を創出

可児市 1,070

16
みの国民参加の森林づくりを
すすめる会

富加町
都市住民と協働の里山管理シ
ステム構築推進モデル事業

・都市住民と地元住民の協働による里山
活動（森林整備、竹林整備、植物観察、
竹細工、きのこ探し、しいたけ植菌等）

富加町 743
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17 可茂森林組合 七宗町
可茂南部100年の森林づくりプ
ロジェクト水源林を守れ！事業

・炭（雪害木利用）による川の水質浄化の
取組み。
生物多様性に配慮したビオトープの設置
及び森林環境教育の実施

七宗町 514

18 NPO法人美濃白川どんぐり会 白川町
落葉樹林 植林・育成、河川環
境保全活動

・ナラ枯れの伐採、搬出、広葉樹の植栽
・炭（ナラ枯れ材利用）による川の水質浄
化の取組み
・子どもを対象に整備した森や川で生き
物観察会の実施

白川町 500

19 株式会社 ふるさと企画 東白川村
持続可能な森林整備システム
構築事業

・間伐材収集と薪つくりを通して、村内森
林所有者と都市住民等の交流活動の実
施

東白川村 789

20 高山城高山宿史跡保存会 土岐市
土岐高山城跡周辺の里山環境
保全事業

・里山の再生（森林整備、遊歩道整備）及
び環境教育の実施

土岐市 515

21 岐阜協和株式会社 土岐市 緑化推進活動事業
・工場周辺の荒れた里山の整備
・間伐材を活用した遊歩道整備

土岐市 481

22 上小田生産森林組合 瑞浪市
二本木ヘリポート周辺里山林保
全整備事業

・二本木ヘリポート公園周辺の住民参加
の里山づくり

瑞浪市 228

23 小里川ダム里山教室 瑞浪市 松枯れ林地の手入れ事業
・雑木林の間伐、除伐等の活動
・チェンソーの講習会

瑞浪市 268

24 NPO法人恵那山みどりの会 中津川市
「森の学校はっぱっぱ」の活動
拠点としての「なすの森」整備事
業

・森林環境保全活動の拠点である「なす
の森」の整備（遊歩道、水辺の整備、
バードウォッチング観察小屋の設置など）

中津川市 632

25 ひるかわ里山活性化委員会 中津川市 里山活性化事業
・キノコ山の復活を目指した地域住民に
よる里山整備
・里山保全の普及啓発

中津川市 611

26 NPO法人田舎楽園 中津川市

里山の再生整備のため、採草
地にある通称“こだま石”を活用
して都市住民との交流を図るシ
ンボルとして整備する事業

・“こだま石”の周辺の竹林、雑木の伐採
・“こだま石”周辺における簡易歩道、椅
子の設置

中津川市 448

27
土岐川・庄内川源流森の健康
診断実行委員会

恵那市

土岐川・庄内川の源流の森の
健康診断と間伐材活用体験に
よる上下流の交流と市民参加
による森づくり事業

・瑞浪市、恵那市内の人工林の調査
・調査結果の報告会及び講演会
・間伐材による箸作り体験

瑞浪市、恵那
市 523

28 杣組（そまぐみ） 恵那市
恵那市坂折棚田の周辺整備事
業

・耕作放棄地の整備（棚田の水源地の間
伐を主とした山づくり、耕作放棄地の間伐
など）

恵那市 500

29 弁慶杉を守る会 恵那市
大船山弁慶杉周辺環境保全事
業

・弁慶杉の整備、木道の修繕など周辺環
境整備

恵那市 424

30 NPO法人山と森お援隊 高山市 清流の国ぎふ活動支援事業
・自然体験学習による山林の実態の見学
・放置間伐材による薪割り及びなめこ菌
の打込などの体験活動

高山市 708

31 NPO法人白川郷ホタルの会 白川村 ホタルの里環境整備事業
・「ホタルの里」に水を確保するための導
水管を設置し、ホタルの自然繁殖できる
環境の維持を図る。

白川村 625

合計 14,957

※各事業の補助金額は要望ベースのものであり、事業費の内訳を精査した結果、交付決定額が、これを下回る場合があります。


