
資料８

【認定済み団地：６１】 R１.10月末時点

局 市町村 地区名 認定面積（ha）

　南信州 松川町 部奈 51 （H17年度認定）

上伊那 伊那市 ますみヶ丘 65 （Ｈ18年度認定）

松本 生坂村 高津屋森林公園 99 （H19年度認定。シイタケほだ木伐採・森林の里親事業との調整）

　　北アルプス 小谷村 栂池 116 （H20.3認定。小谷村（推進支援金）による緩衝帯整備等実施）

諏訪 茅野市 永明寺山 124 （H21年度認定。特殊伐採の要望あり）

上伊那 伊那市 西箕輪 1,217 「西箕輪薪の会」を中心とした薪の生産などの地域活動

上伊那 南箕輪村 大泉所山 282 森の里親協定による企業や関係団体との里山づくり

上伊那 中川村 竹ノ上 14 地域住民による竹林の整備と利活用

上伊那 飯島町 町民の森傘山 25 町民の森（町有林）での地域団体による森林の利活用

上伊那 中川村 桑原 1,143 生活道路沿いの地域住民による森林の整備

松本 松本市 奈川曽倉沢 13 支障木を薪に加工、販売

松本 生坂村 日岐区・下生野区 33

上伊那 伊那市 長谷溝口 806 地域住民による森林の整備と利活用、学校林への活用

長野 須坂市 離山 3 市民が訪れる環境の整備、やまほいくのフィールドに活用

上田 上田市 霊泉寺温泉 490 温泉と森林を活用した地域づくりの展開

上田 上田市 飯沼 208 地域住民による森林の整備と利活用、マツタケ山の再生

長野 長野市 七二会地区 108 森林ボランティア団体主体の森林の整備と利活用

長野 須坂市 臥竜公園地区 16 ボランティア、環境保護団体、地元高校との連携による森林の利活用

長野 須坂市 塩野地区 63 クマスギ発祥の地としての展示林の整備と地域への普及

佐久 小諸市 糠地地区 65 都市部との交流を目的とした多様な森林の利活用

南信州 喬木村 氏乗 302 地域住民による森林（竹林）の整備と利活用、マツタケ増産の取組

南信州 喬木村 大島 267 地域住民による森林の整備と薪等への利活用、マツタケ増産の取組

南信州 高森町 牛牧 24 地域住民による森林の整備と利活用、原木きのこ栽培の取組

北信 飯山市 小境・鷹落山麓 120 林福連携による森林の利活用、作業道整備を中心とした森林整備等

北ｱﾙﾌﾟｽ 池田町 大峰高原 316 大峰高原の観光利用や企業と連携した里山の整備と利活用

南信州 飯田市 千代地区 516 地域住民による森林の整備と親水公園と里山を利用した地域づくり

南信州 天龍村 向方区 413 地域住民による森林の整備と憩いの場とするための森林の利活用

佐久 佐久市 片倉区 19 主伐・再造林の実施や薪、きのこ原木への資源の利活用

長野 長野市 浅川地区 112 障がい者就業支援施設と連携した薪づくり

上伊那 伊那市 上牧 24 地域住民と地元団体による森林の整備と薪づくり

上伊那 伊那市 西春近諏訪形 33 地域住民を中心とした団体による里山整備

諏訪 諏訪市 北真志野 272

北アルプス 白馬村 飯田 191

上田 青木村 村松西 95 地域住民と地元団体による薪づくりとオオムラサキの生育地の環境整備

上田 上田市 鹿教湯温泉 673 地元団体による温泉と里山を組み合わせた環境整備

北信 中野市 高社山四区 95 地元団体による森林体験活動の受け入れ環境の整備

佐久 小海町 本間川 59 地元団体によるきのこ原木や薪の生産、木工や森林体験活動

上伊那 伊那市 東高遠 150 地元団体による林業遺産「進徳の森」等の周辺の整備と利活用

上伊那 飯島町 飯島区の森 40 地元団体による里山の利活用に向けた景観整備

木曽 木曽町 開田高原末川地区 190 地元団体による幹線沿いの修景林整備、獣害対策等による里山の利活用

長野 坂城町 上平 446 多様な者が参画した地元団体による遊歩道やきのこ園の造成、里山整備

長野 長野市 豊岡 58 地域住民を中心とした団体による里山整備やきのこ原木・薪の生産

南信州 阿智村 春日 17

上伊那 辰野町 伊那富 195 地元住民を中心とした森林整備・自然教室・防災教室

上伊那 箕輪町 三日町・福与 1,020

南信州 大鹿村 清水地区 39

南信州 豊丘村 堀越地区 293

長野 信濃町 柏原上ノ原地区 21 地元団体による里山の利活用に向けた景観整備

南信州 喬木村 大和知 28

松本 松本市 島内山田 144

松本 松本市 並柳 7

長野 長野市 七二会２ 5 地域住民による竹及びタケノコの活用に向けた竹林整備

北信 山ノ内町 湯田中 31 地元住民を中心とした遊歩道沿い等の森林整備、案内看板等の整備

南信州 阿智村 戸沢 190 地元住民を中心とした団体による里山整備、薪・キノコの生産や森林教室

松本 塩尻市 宗賀 23

南信州 喬木村・飯田市 伊久間 37

南信州 阿南町 川尻・矢野 152

松本 松本市 四賀新町 8

松本 松本市 四賀刈谷原 6

上伊那 伊那市 西春近小出三区 148

松本 安曇野市 明科清水 29

11,749

里山整備利用地域認定に向けた取組一覧

団地の特徴

地域住民による竹林の整備によるチップ利用、古道の整備、森林整備による薪づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域住民を中心とした団体による災害に強い森林づくり、薪の生産、登山道の整備

地域住民を中心とした団体による森林観光スポットの整備、薪・きのこ原木の生産

計 61団地

地元団体によるハナノキの保全や幼児から年配者までが利活用できる里山整備

地域住民による支障木伐採や竹林整備による景観整備、タケノコやメンマ生産

地域住民を中心とした森林整備と薪の生産、観光地の景観整備や遊歩道整備

地域住民を中心とした森林整備と薪や炭の生産

地域住民を中心としたマツタケ山整備、森林整備ときのこ原木の生産

地域住民による、里山整備、マツタケ山整備、獣害対策、薪・タケノコの生産

地元住民を中心とした団体による野生動植物の保護に向けた里山整備

地元団体を中心として森林浴への活用に向けた森林整備や遊歩道整備

多様な地域役員が参画した協議会による古道の維持管理、森林整備、森林環境教育

地元住民を中心とした竹林の景観整備、獣害対策、門松用アカマツ植樹、薪・キノコの生産

多様な地域役員が参画した協議会によるマツクイ被害木伐採、薪・キノコの生産、植栽

多様な地域役員が参画した協議会によるマツクイ被害木伐採、薪・キノコの生産、植栽

地域住民による森林整備を通じた景観整備、キノコ原木・薪の生産

地元住民を中心とした竹炭の生産、マツクイ被害木伐採、キノコ原木・薪の生産


