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「企業による水と緑の森づくり」候補森林一覧

番号 所在地 面積（ha） 森林の状況 所有形態

植樹プラン 育樹プラン

1 藤里町藤琴字桂岱地内 22.30 スギ伐採跡地 ○ 市町村有林

2 北秋田市森吉字森吉山麓高原地内 28.40 放牧場跡地 ○ 県有林

3 鹿角市十和田大湯字古館地内 3.47 スギ伐採跡地 ○ 個人有林

4 鹿角市十和田大湯字中岱地内 0.21 スギ伐採跡地 ○ 個人有林

5 由利本荘市西由利原地内 2.50 放牧場跡地 ○ 市町村有林

6 羽後町飯沢字登川堤地内 22.80 スギ伐採跡地 ○ 市町村有林

7 由利本荘市西沢字南由利原地内 2.55 広葉樹・アカマツ林 ○ 県有林

8 由利本荘市西沢字南由利原地内 6.00 スギ林（Ｓ４７・４８植栽） ○ 県有林

9 美郷町六郷東根字潟尻竜川地内 1.44 松くい虫被害跡地 ○ 市町村有林

10 横手市山内土渕字矢向地内 2.54 スギ林（Ｓ３９植栽） ○ 市町村有林

森林整備の提案プラン
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（H21.9月末現在）（企業による水と緑の森づくり 候補森林）・・・１０箇所

№①「藤里白神」

【所 在 地】 藤里町藤琴字桂岱地内

【面 積】 ２２．３０ｈａ

【現 況】 スギ伐採跡地

【所 有 者】 藤里町

【交 通】 秋田自動車道二ッ井白神ＩＣより車で約３０分、大館能代空港

より車で約４０分

【見どころ 】 世界遺産白神山地の麓、県立自然公園太良峡(車で約５分)、

白神山地世界遺産センター藤里舘(車で約５分)

【宿 泊】 ホテルゆとりあ藤里(車で約５分)、湯の沢温泉(車で約５分)

№②「森吉山麓高原

【所 在 地】 北秋田市森吉字森吉山麓高原地内

【面 積】 ２８．４０ｈａ
【現 況】 放牧場跡
【所 有 者】 秋田県
【交 通】 秋田自動車道二ツ井白神ＩＣより車で約１時間３０分、大館能代

空港より車で約１時間
【見どころ 】 県立自然公園桃洞渓谷、野生鳥獣センター(隣接)、県立自然

公園太平湖、小又峡 (車で約３０分)
【宿 泊】 森吉山荘(車で約１５分)、杣温泉(車で約１５分)

№③「鹿角クロマンタ」

【所 在 地】 鹿角市十和田大湯字古館地内

【面 積】 ３．４７ｈａ
【現 況】 スギ伐採跡地
【所 有 者】 個人
【交 通】 東北自動車道十和田ＩＣより車で約１５分、大館能代空港より

車で約５０分
【見どころ 】 国特別史跡｢大湯環状列石｣､古代ロマンの山｢クロマンタ｣(隣接)、

国立公園十和田湖(車で約３０分)、国立公園八幡平(車で約１時間)
【宿 泊】 大湯温泉郷(すぐ側)、湯瀬温泉郷(車で約３０分)

№④「鹿角大湯温泉」

【所 在 地】 鹿角市十和田大湯字中岱地内

【面 積】 ０．２１ｈａ
【現 況】 スギ伐採跡地
【所 有 者】 個人
【交 通】 東北自動車道十和田ＩＣより車で約１５分、大館能代空港より車

で約５０分
【見どころ 】 国特別史跡｢大湯環状列石｣､古代ロマンの山｢クロマンタ｣車で

(約５分)、国立公園十和田湖 (車で約３０分)、国立公園八幡平
(車で約１時間)

【宿 泊】 大湯温泉郷(すぐ側)、湯瀬温泉郷(車で約３０分)

№⑤「本荘西由利原」

【所 在 地】 由利本荘市西由利原地内

【面 積】 ２．５０ｈａ
【現 況】 放牧場跡
【所 有 者】 由利本荘市
【交 通】 日本海東北自動車道本荘ＩＣより約３０分、秋田空港より車で

約５０分
【見どころ 】 南由利原青少年旅行村(車で５分)、法体の滝(車で約３０分)、

国定公園鳥海山(車で約３０分)
【宿 泊】 フォレスタ鳥海(車で約４０分)、鳥海荘(車で約４０分)



№⑥「羽後登川堤」

【所 在 地】 羽後町飯沢字登川堤地内

【面 積】 ２２．８０ｈａ
【現 況】 スギ伐採跡地
【所 有 者】 羽後町
【交 通】 秋田自動車道湯沢ＩＣより車で約３０分、秋田空港より車で

約１時間２０分
【見どころ 】 川原毛地獄(車で約１時間２０分、西馬内盆踊会館(車で

約２０分)、川連漆器資料館(車で約５０分)
【宿 泊】 五輪坂温泉としとらんど(車で約３０分)、小安峡温泉(車で

約５０分)、秋の宮温泉郷(車で約５０分)

№⑦「本荘南由利原Ａ」

【所 在 地】 由利本荘市西沢字南由利原地内

【面 積】 ２．５５ｈａ
【現 況】 広葉樹･アカマツ林(天然林)
【所 有 者】 秋田県
【交 通】 日本海東北自動車道本荘ＩＣより車で約３０分、秋田空港より

車で約５０分
【見どころ 】 南由利原青少年旅行村(隣接)、法体の滝(車で約３０分)、国定

公園鳥海山(車で約３０分)
【宿 泊】 フォレスタ鳥海(車で約４０分)、鳥海荘(車で約４０分)

№⑧「本荘南由利原Ｂ」

【所 在 地】 由利本荘市西沢字南由利原地内

【面 積】 ６．００ｈａ
【現 況】 スギ林（Ｓ４７・４８年植）
【所 有 者】 秋田県
【交 通】 日本海東北自動車道本荘ＩＣより車で約３０分、秋田空港より

車で約５０分
【見どころ 】 南由利原青少年旅行村(隣接)、法体の滝(車で約３０分)、国定

公園鳥海山(車で約３０分)
【宿 泊】 フォレスタ鳥海(車で約４０分)、鳥海荘(車で約４０分)

№⑨「六郷あったか山」

【所 在 地】 美郷町六郷東根字潟尻竜川地内

【面 積】 １．４４ｈａ
【現 況】 松くい虫被害跡(アカマツ林)
【所 有 者】 美郷町
【交 通】 秋田自動車道大曲ＩＣより車で約２０分、秋田空港より車で

約５０分
【見どころ 】 六郷湧水群(車で約１０分)、真木･真昼県立自然公園(車で

約３０分)
【宿 泊】 六郷温泉あったか山(隣接)、千畑温泉サン･アール(車で約１０分)

№⑩「横手山内」

【所 在 地】 横手市山内土渕字矢向地内

【面 積】 ２．５４ｈａ
【現 況】 スギ林（Ｓ３９年植）
【所 有 者】 横手市
【交 通】 秋田自動車道横手ＩＣより車で約２０分、秋田空港より車で

約５０分
【見どころ 】 秋田ふるさと村(車で約１０分)、マンガ美術館(車で約３０分)、

後三年の役資料館(車で約３０分)
【宿 泊】 鶴ヶ池荘(隣接)




