


第15（活動の円滑な実施への協力）

質変更が軽微なものに限るものとし、施設の設置計画等についてあらかじめ甲に連絡し、調

整を行うものとする。

　活動の実施に要する経費は、乙が負担するものとする。

第10（立木竹等の所有権等の権利）

乙は、協定締結期間中及び協定締結終了後のいずれにおいても、実施箇所の土地立木等に

ついての所有権及び、活動により生ずる全ての権利を有しないものとする。

第11（施設の設置等）

１ 乙は、活動に必要な施設を設置する場合は、仮設工作物等簡易なものであって、土地の形

第９ （経費の負担）

に伴い事故が発生し、活動参加者が負傷等した場合の補償等の責任の所在について、あら

かじめ明確にしておくこととする。

第８ （安全確保等の措置）

１ 乙は、活動の実施の都度、実施場所ごとに責任者を配置するとともに、事故の未然防止に

必要な措置、事故発生時等の連絡等の緊急体制の確保及び事後措置等について万全を期

すること。

２ 乙は、本協定に基づく活動の参加者の安全を責任をもって確保するものとする。万一、活動

２ 乙は、活動が終了した場合には、設置した施設を収去するものとする。ただし、甲がその必

要がないと認めたときはこの限りではない。

第12（法令等の遵守）

　乙は、活動の対象となる国有林野に係る法令等による規定を遵守するものとする。

第13（山火事防止等の措置）

関等に連絡するものとする。

３ 乙は、活動参加者に対して、活動に伴うゴミの始末等の注意を呼びかけ、当該実施箇所及

びその周辺における環境美化に努めるものとする。

第14（損害賠償）

１ 乙は、当該実施箇所及びその周辺において、土砂の崩壊もしくは流出、火災等の災害又は

その他の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、遅滞なく甲に届け出るものとす

る。

２ 乙は、活動参加者に対して、当該箇所及びその周辺における火災防止に充分留意し、山火

事防止に万全を期すとともに、万一、山火事が発生した場合には、直ちに甲及び消防関係機

乙及び活動実施者は、その責に帰すべき事由により、立木竹、その他の国有財産に損害を

与えた場合には、これに相当する金額を補償するものとする。

甲は、活動が円滑に実施されるよう、活動の開始に当たっての現地案内及び説明並びに活

動計画の策定に当たっての助言等の協力を行うものとする。





林小班 面積(ha)

89い 4.10

89ろ 4.94

89ぬ1 2.53

89ぬ2 7.12

89る 0.76

合計 19.45

ふれあいの森位置図

S=1:5,000



林小班 面積(ha)

90ろ 3.52

90は 2.96

90に 2.58

90ほ 4.73

90へ1 0.08

90へ2 0.08

90へ3 0.21

90ち 4.43

90り 0.91

合計 19.50

ふれあいの森位置図

S=1:5,000



№ 林班 小班 機能類型 面積(ha) 林齢 備 考

1 89 い 空間 4.10 128

2 89 ろ 空間 4.94 106

3 89 ぬ1 空間 2.53 81

4 89 ぬ2 空間 7.12 81

5 89 る 空間 0.76 79

6 90 ろ 空間 3.52 86

7 90 は 空間 2.96 68

8 90 に 空間 2.58 60

9 90 ほ 空間 4.73 61

10 90 へ1 空間 0.08 69

11 90 へ2 空間 0.08 69

12 90 へ3 空間 0.21 69

13 90 ち 空間 4.43 86

14 90 り 空間 0.91 53

計 38.95

「国民参加の森林づくり対象地」面積一覧表

（R2.4.1現在）



（別紙様式１）

　群馬森林管理署長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　「ふれあいの森」の名称・位置・面積  

２　全体活動計画

（１）活動の目標

（２）活動の内容及びスケジュール

３　その他

  ※　各種法令の指定状況

  （注）本欄については、森林管理署等で記入。

令和　年　  月　  日

                                                                    協定者（代表者）

                                 　　　　　　　　　　　　　　　　     住　所    

　　　　　　　　　                                 　　　　　　　　　 氏　名     

 「ふれあいの森」における全体活動計画書

面　　積 名　　称 位　　　置

活動の内容 合　計
R．２ R．３ R．４ R．５ R．６

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次

合　　　計



（別紙様式2）

　群馬森林管理署長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　「ふれあいの森」の名称・位置・面積  

２　令和　　年度活動計画

３　その他

  ※　各種法令の指定状況

  （注）本欄については、森林管理署等で記入。

名　　称 位　　　置 面　　積 

令和　年　  月　  日

                                                                    協定者（代表者）

                                 　　　　　　　　　　　　　　　　     住　所　

　　　　　　　　　                                 　　　　　　　　　 氏　名　

令和　年度 「ふれあいの森」における活動計画書

　　月 月 月 月

活動の内容

合　　　計

活 動 時 期

月



（別紙様式3）

　群馬森林管理署長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　「社会貢献の森」の名称・位置・面積  

第２ （ふれあいの森の名称、位置及び面積）

※　参加者数欄には、参加者の内訳を記載してください。

　　 内訳は、幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、教育委員会、緑の少年団、大人、等により区分してして

   ください。
     本表により書ききれない場合は、別紙同様の様式により報告してください。

３　その他

活動実施者
参加者数

（参加者内訳）
活動内容（数量等）実　施　日

名　　称 位　　　置 面　　積 

令和　年　  月　  日

                                                                    協定者（代表者）

                                 　　　　　　　　　　　　　　　　     住　所

　　　　　　　　　                                 　　　　　　　　　 氏　名       　　　　　　            　　　　　             　印

令和　　年度 「ふれあいの森」における活動実績報告書



（別紙様式４）

　群馬森林管理署長  殿

１　協定の森の名称・位置・面積・協定の有効期間                       

    　                                                                     
２　これまでの活動経緯・現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２ （ふれあいの森の名称、位置及び面積）

３　協定解消を求める事由

４　施設等の有無

（１）撤去必要な施設等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有 ・ 無

（２）（１）で「有」とした場合の、施設種類・施設数

（３）（１）で「有」とした場合の、施設撤去予定期日

                                                                 
                                                                 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　                                   　　　年　　月　　日

令和  　年　  月　  日

                                        協定者（代表者）
                           住所

                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名                    　　　　　　　　　          印

 「ふれあいの森」の協定解消の申請書

名称 位置 面積 協定の有効期間

国有林

ｈａ

年 月 日

林班 ～

小班 年 月 日

国有林

ｈａ

年 月 日

林班 ～

小班 年 月 日




