
番号 地方 市町村 申　請　者 事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容 実施金額

1
ＮＰＯ法人
和歌の浦万葉薪能の会

「髙津子山を桜の山に」
－髙津子山の整備

里山の再生と環境整備を行い、県民の憩いの
場所にリニューアルする。

市民ボランティアの参加による高津子山の整
備（ヤマザクラ５本植栽、下草刈り等） 400,000

2
ＮＰＯ法人
日本自然環境学習センター

植樹による山林の復元 環境保全のための植樹及び地元住民との共働 ウバメガシ４０本の植栽 400,000

3 花山うららくらぶ
苗木植樹並びに育成（苗木周辺の草
刈り・樹木剪定）事業

県民の皆さんに植樹を通じ、自然の恵みの大
切さを肌で感じてもらう。

ヤマツツジ、バイカウツギ、ドウダンツツ
ジ、ヤマアジサイ　計５０本植栽 145,358

4 加太北丁自治会 加太北の浜緑化推進事業
加太海水浴場砂浜へクロマツを植栽し、防
風・防砂及び景観美化を図る。

抵抗性クロマツ３８本植栽 198,078

5 加太観光協会
「うみと森をつなぐプロジェクト」
（平成30年度）

世界一のアジサイ園づくりを市民に呼びか
け、植樹活動と森林の重要性を普及する。

アジサイ６００本植栽 366,293

6 浜宮みどりの少年団 植樹及び花等の植栽事業
校庭に学年の木を植樹し、校内花いっぱい運
動を進める。

校庭にアジサイ３本、花苗の植栽 217,439

6件 1,727,168

7 上名手小学校 上名手小学校学校林活用推進事業
森林での様々な体験活動等を通じ、人々の生
活と森林との関係について理解と関心を深め
る。

森林体験学習 202,852

8 ざくろ川 桜並木 管理委員会 ざくろ川桜並木整備事業
景観の再生及び地域住民の憩いの場としての
整備を行う。

ヤマザクラ、エドヒガン　計３５本植栽 400,000

9 鎌垣財産区管理者 ハイランドパーク粉河桜植林事業
ハイランドパーク粉河周辺の環境整備のため
植林し、人々の憩いの場を創出する。

ヤマザクラ２００本植栽 257,619

3件 860,471

10 似賀尾池水利組合 新池周辺第１期整備事業
環境・景観の美化および市民の憩いの場の提
供

ヤマザクラ２０本植栽 267,667

11
（公財）
橋本市文化スポーツ振興公社

桜づつみ公園植樹事業 環境・景観の美化および憩いの場の提供 エドヒガン２０本植栽 199,800

12
（公財）
橋本市文化スポーツ振興公社

杉村公園植樹事業 環境・景観の美化および憩いの場の提供 エドヒガン２０本植栽 199,800

13 すみだこども園保護者会
ひだまり探検隊・植樹事業・木工体
験

園児が山や木に触れ、植樹する森林学習を行
う。また、植樹経験から木の生長を楽しむ。

シャリンバイ２５本植栽 399,632

14
幼保連携型認定こども園
あやの台幼稚園

緑いっぱい自然体験事業
子供たちに植樹や自然体験を通して自然物に
親しみを持ち、大切にする気持ちを育む。

サツキ３００本植栽 400,000

15 あやの台保育園 緑いっぱい自然体験事業
子供たちに植樹、自然体験を通して自然物に
親しみを持ち、大切にする気持ちを育む。

サツキ３００本植栽 400,000

和歌山市

紀の川市

橋本市

那賀

小計
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和海

伊都

小計



16 応其こども園保護者会
子どもの森林探検隊・木製ベンチ・
テーブル木工体験

園児が山や木に触れる森林学習を行う。ま
た、間伐材を利用した木工体験を通じて木材
の利用方法を学ぶ。

森林体験学習、木工体験 298,656

17 嵯峨谷区
ふるさと花木園・ミニ藤棚ロード設
置事業（第２期）

地域の魅力アップのため、橋本市農村公園、
百樹園に花木園と藤棚ロードを作成する。

エドヒガン、ウメモドキ、イロハモミジ、ヤ
ブツバキ、フジ、ミツバツツジ、コムラサキ
シキブ　計３８本植栽

234,059

18
子育てサークル
「すくすくくらぶ」

自然と仲間
園児及び保護者が豊かな自然に触れ、幼児期
から森林に親しみ、身近にある森の存在を実
感することを目的とする。

森林体験学習 199,580

19 市民憩いの広場維持管理委員会 市民憩いの広場植樹事業
植樹により景観を整備し、憩いの場としての
機能を増進する。

シラカシ、ヤマアジサイ、サツキ、ドウダン
ツツジ　計１８６本植栽 390,614

20 社会福祉法人　泉新会 こどもが中心！！植栽・育成事業
子供達が植栽を通じ景観を整備し、自然を肌
で感じる力を育む。

ナワシログミ、クロガネモチ、ヤマモモ、ス
ダジイ　計３７本植栽 398,044

21 垂井区 垂井岩倉線沿線美化事業
植樹による環境・景観の美化、及び憩いの場
の整備を図る。

イロハモミジ、ヤマモモ　計４０本植栽 271,144

22 賢堂区 賢堂区黒河道整備事業
環境・景観の美化及び市民の憩いの場の整備
を行う。

イロハモミジ、クヌギ　計４０本植栽 134,784

23 九度山町 九度山保育所 九度山保育所　森の元気っ子事業
園児が森林公園に行き、自然から森林の役割
や緑化の大切さを学ぶ。

森林体験学習、木工体験 181,572

24 高野町 高野町緑化推進協議会 高野山中の橋周辺環境整備事業
地域住民やボランティアの方と協力して地域
の緑化を行う。

イロハモミジ、ヤマボウシ、ヤマザクラ、ホ
オノキ　計９０本植栽 394,200

25 清水小みどりの少年団 学校を花でいっぱいにしよう
校庭の緑化や森林での間伐を体験し、緑の大
切さを学ぶ。

森林体験学習、木工体験 136,744

26 恋野小みどりの少年団 自然体験活動
森林について学び、樹木などの興味関心を深
める。

木工体験学習 86,100

17件 4,592,396

27 有田市 有田市みどりの少年団 宮原地域緑化推進等活動事業
少年団員が協力して自然を守る活動を行い、
実践活動を通じて自然を愛する心豊かな人間
性を育てる。

花壇の手入れ、花苗の植栽 70,000

28 有田川町 二川長寿会 二川区有地公園整備事業
イロハモミジ等を植栽することで、町民の目
を楽しませ、緑化意識の高揚と景観美の向上
を図る。

コウヤマキ、キタヤマダイスギ、ヤマザク
ラ、イロハモミジ　計４７本植栽 215,058

29 広川町 広川町立津木小学校 津木小学校　花いっぱい活動
児童が学校を花で彩ることを通して豊かな心
を育むと共に、学校を訪れる住民の方に親し
みを持ってもらう。

花苗の植栽 46,572

3件 331,630

30 みなべ町 軽井川区 軽井川区緑化事業 軽井川地区の緑化 サツキ　５０本植栽 94,050

橋本市

橋本市

小計

小計

有田

伊都



31 印南町緑化推進会 印南町植栽事業
ツツジ等の植栽により、緑化の推進と景観整
備を図る。

エドヒガン、サツキ、ベニドウダン、シロド
ウダン、ヤマツツジ　計１２０本植栽 209,422

32 切目中学校みどりの少年団
ふるさと切目の自然・林業・分化・
環境から学ぶ

林業の学習を通じて故郷の文化や産業につい
て知り、豊かな自然や文化の環境を保全する
精神を育成する。

森林体験学習、木工教室、花苗の植栽 238,535

33 印南町立印南小学校
花と緑あふれる潤いのある学校づく
り

生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に
寄与する態度を養う。

花壇の手入れ、花苗の植栽 59,659

34
日高川町みどりの少年団
美山支部

ふるさと美山の自然・環境から学ぶ
自然に関する活動により、故郷の文化や自然
について知り、豊かな自然や文化の環境を保
全する精神を育成する。

木工教室、花苗の植栽 169,780

35
日高川町みどりの少年団
中津支部

学校の緑化事業並びに緑化啓発事業
身近な自然について学習し、自然と生活の関
わりについて知る。環境問題と自分達の健康
について関心を持つようにする。

森の恵み体験、花苗の植栽 70,935

36
日高川町みどりの少年団
山野支部

学校の緑化 自然を愛し、健康で豊かな心を育む。 森の恵み体験、花苗の植栽 89,532

37
日高川町みどりの少年団
江川支部

学校の環境整備並びに緑化 自然に親しみ、自然を愛する心を育む。 森の恵み体験、花苗の植栽 274,372

38
日高川町みどりの少年団
和佐支部

学校環境の整備 仲間と共に自然を愛し、自然と生きる。 花苗の植栽 233,075

39
日高川町みどりの少年団
三百瀬支部

学校の環境整備 緑を愛し、育てよう 花苗の植栽、学校環境美化活動 160,177

40
日高川町みどりの少年団
寒川支部

学校の環境整備及び自然学習 自然を大切にする心を育む。 花苗の植栽 44,279

41
日高川町みどりの少年団
笠松支部

校庭の環境美化活動
学校をきれいにし、自然を愛する児童を育て
る。

ブルーベリー・花苗の植栽 123,117

12件 1,766,933

42 紀伊田辺ライオンズクラブ 「ライオンズの森」桜植栽事業 田辺市稲成の動鳴気峡の桜の整備 ヤマザクラ１０本植栽 94,500

43 西大谷愛郷会 西大谷地区周辺緑化事業 西大谷地域の緑化 カスミザクラ１５０本植栽 395,928

44 田辺市立近野小学校 学校の緑化事業
児童生徒等による学校の緑化推進を通し、環
境教育及び景観美化を促進する。

アジサイ・花苗の植栽、校内の清掃等 125,956

3件 616,384

44件 9,894,982

印南町

日高川町

田辺市

小計

小計

合計

西牟婁

日高



番号 地方 市町村 申　請　者 事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容 額の確定

2-1 和歌山伏虎ライオンズクラブ
和歌山市７ライオンズクラブ　植樹
アクティビティ

以前に松を植栽した水軒浜において、先般の
台風で大変な被害が発生したため、松の補植
を行う。

抵抗性クロマツ４０本植栽 147,420

2-2
ＮＰＯ法人
自然回復を試みる会ビオトープ
孟子

海南市わんぱく公園風の丘尾根のエ
ドヒガン及び垂れ梅の植樹

わんぱく公園 風の丘周辺に桜を植栽すること
で、来場者に楽しんでもらう。

エドヒガン８０本植栽 163,740

2-3 雨山の郷プロジェクト 雨山の郷公園　桜の植樹事業
雨山の郷公園を桜の名所にするため整備を
行ってきた。今回、台風被害により多数の桜
が倒れたため、桜の再植樹を行う。

エドヒガン６０本植栽 52,380

3件

2-4 有田 有田川町 有田川町瀬井区 瀬井区緑化事業
地域住民の緑化意識の高揚と景観美の向上を
図るため、瀬井地区集会所にサツキを植樹す
る。

サツキ４０本植栽 63,200

1件

2-5
上富田町立生馬小学校
（上富田第１みどりの少年団）

「校庭の植樹活動・環境美化活動」
「地域の環境美化活動」

学校や地域において、樹木の環境整備や美化
活動を行う。

校庭樹木の整備、花苗の植栽、地域の環境美
化活動 143,380

2-6 白浜町緑化推進委員会 「中大浜」松植樹事業
白浜町中の松林が、松くい虫等で枯れている
ので、松の植樹による地域緑化活動を行う。

抵抗性クロマツ２００本植樹 49,512

2件

2-7 新宮市 和歌山県鳥獣保護管理員連絡会 実のなる木植樹事業
実のなる木を植樹することで、鳥類や小動物
の良好な生息環境の形成を図り、地域住民の
自然保護意識を育む。

ヤマザクラ、クヌギ、イロハモミジ、ナンテ
ン、コナラ　計１３本植栽 367,939

1件

7件 987,571

51件 10,882,553

西牟婁 田辺市

和海 和歌山市

総計

小計

小計

小計

小計

合計
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