
1 事業の目的

２ 事業の対象

対 象 者 ： 県内素材生産業者、森林組合、森林施業を行っている事業主(個人事業主を含む)です。

対象機械： 基金が借受決定した支援額算定表の県内８業者から借受決定した高性能林業機械です。

※

※ 県及び当基金の補助事業ですので、県・基金の請負工事に使用する機械は、対象外となります。

３ 補助の内容

(１)

(２)

 借受料が基準額を下回る場合は、借受料の1/2以内の金額を森林･緑整備基金が負担します。

(３) 貸し出しは、１か月単位とします。借受者の都合で短縮する場合も、１か月単位とします。

※ 高性能林業機械等借受事業は、１回につき１台･１ヶ月間を年２回まで利用できます。

そして２回をまとめて次のような利用もできます。　

　①1台の機械を２ヶ月間借りる。

　②２機種を各１ヶ月借りる。

提携リース会社一覧 （令和5年4月1日現在）

業　　者　　名 問い合わせ電話番号 貸出機械

本　社 027-251-0511

北進重機株式会社 本　社 0279-25-0815

前橋営業所 027-287-1200

高崎営業所 027-310-2681

太田営業所 0276-30-9090

前橋営業所 027-243-9141

富岡営業所 027-243-9141

渋川営業所 0279-60-5522

高崎営業所 027-330-3411

吾妻営業所 0279-67-2291

太田営業所 0276-47-1410
伊勢崎営業所 0270-26-4145

前橋営業所 027-263-8511

沼田営業所 0278-24-1682

西尾レントオール株式会社　 太田営業所 0276-57-4240
前橋センター 027-288-2333

高崎営業所 027-347-0309

太田営業所 0276-31-1823

桐生営業所 0277-32-5572

沼田営業所 0278-24-5118

吾妻営業所 0279-68-4132
長野原営業所 0279-82-2525

富岡営業所 0274-63-5124

藤岡営業所 0274-24-6034
神流町営業所 0274-57-2316

有限会社渡重機工業 本　社 0279-67-2311

計 8 社 26 箇所

事務担当：(一財)群馬県森林･緑整備基金　総務・担い手支援課

電　話　027-386-5901　　ＦＡＸ　027-386-5902

 基準額は、月極レンタル料（補償料込み）の最高額(万円止め)です。クラスの大小に比例しません。

　この事業は、森林･緑整備基金が、借受者の希望業者から貸付機械一覧に掲載された機械を借り受けて、基金が、
借受者にその機械を貸し出す契約で実施するものです。　希望する機械を業者に予約したうえで、事業担当者に連
絡していただき、借受申請書を提出してください。

令和５年度森林整備機械推進事業(高性能林業機械借用補助)の概要

　高性能林業機械＋作業道＋団地化を組み合わせた効率的作業システムの普及を通じ、林業事業体の経営
改善、若い林業者の定着、地域林業の振興へつながる林業の循環を目指しています。

機械の回送料、ウインチロープ等の付属消耗品は、助成対象外経費となりますので直接、リース会社へお支払
いください。

 森林･緑整備基金は、支援基準額(基準額の1/2)を上限に借受料(消費税を除く機械レンタル料)の1/2以内の
金額を負担します。(レンタル料、補償内容は、業者により異なりますので、各営業所にご確認願います。)

別表「取扱機
種一覧」のと
おり

株式会社レンタルのニッケン

株式会社アクティオ

日立建機日本株式会社

コーエィ株式会社　

三山工業株式会社



(一財)群馬県森林・緑整備基金　

取扱企業（略称）８社　三：三山工業㈱　 北：北進重機㈱　 ニ：㈱レンタルのニッケン　 ア：㈱アクティオ　 

　　　　　　 　　　　　　　 日：日立建機日本㈱　 西：西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ(太田)　 コ：㈱コーエイ　 渡：㈲渡重機工業

2023/4/1 単位：円

機　　　械　　　名 取　扱　企　業 基  準  額

機　　　　　種 クラス (略　称) (万円止め)

プロセッサ 0.25㎥ 三・ニ・ア・日・渡 510,000

プロセッサ 0.45㎥ 三・北・ニ・ア・日・西 700,000

ハーベスタ 0.20㎥ 日 330,000

ハーベスタ 0.25㎥ 三・ニ・ア・日 530,000

ハーベスタ 0.45㎥ 三・ニ・ア・日 860,000

フォワーダ(2.8-3.0t) 3.0t 三・北・ニ・ア・日 400,000

フォワーダ(4.8-5.0t) 4.0t 三・ニ・ア・日・渡 440,000

フォワーダ(4.8-5.0t) 5.0ｔ ニ・ア・西 450,000

フォワーダ(5.5-6.0t) 6.0t ニ・渡 430,000 　

フォワーダ 7.0t ア 550,000

フォワーダ　グラップル付(3.0-3.5t) 3.0t 三・北・ニ・ア・日 420,000

フォワーダ　グラップル付(4.0-4.3t) 4.0t 三・ニ・ア・日・コ 490,000

フォワーダ　グラップル付(4.5-5.0t) 5.0ｔ 三・ニ・日 580,000 　

フォワーダ　グラップル付 6.0t ニ 650,000

ザウルスロボ（ｳｲﾝﾁ有・無） 0.25㎥ 三・ア・日 320,000

ザウルスロボ（ｳｲﾝﾁ有・無） 0.45㎥ 三・ア・日 390,000

ザウルスロボフェラーバンチャ（ｳｲﾝﾁ有・無） 0.25㎥ 三・ニ・ア・日・西 390,000

ザウルスロボフェラーバンチャ（ｳｲﾝﾁ有・無） 0.45㎥ 三・ニ・ア・日・西 460,000

ザウルスロボフェラーバンチャ（ｳｲﾝﾁ有・無） 0.70㎥ 三・日 570,000

スイングヤーダ 0.25㎥ 三・ニ・ア・日 560,000

スイングヤーダ 0.45㎥ 三・ニ・ア・日 720,000

グラップルバックホウ(0.12-0.2㎥) 0.20㎥ 三・北・ア・日・コ・渡 360,000

グラップルバックホウ(0.14-0.22㎥) 0.25㎥ 三・北・ニ・日・コ・渡 460,000

グラップルバックホウ 0.45㎥ 三・北・ニ・日・西・コ・渡 540,000 　

グラップルバックホウ  　  ウインチ付 0.20㎥ 三・ニ・ア・日・西 270,000 　

グラップルバックホウ  　  ウインチ付 0.25㎥ 三・北・ニ・ア・日・西・コ 520,000

グラップルバックホウ  　  ウインチ付 0.45㎥ 三・北・ニ・ア・日・西・コ 600,000

グラップルソー 0.25㎥ ニ 470,000

グラップルソー 0.45㎥ ニ 510,000

グラップルソーバックホウ( ｳｲﾝﾁ有・無） 0.45㎥ 三・ア・日・西 520,000

バックホウ 0.20㎥ 三・北・ニ・ア・日・西・コ・渡 140,000

バックホウ 0.25㎥ 三・北・ニ・ア・日・コ・渡 160,000

バックホウ 0.45㎥ 三・北・ニ・ア・日・コ・渡 200,000

バックホウ 0.70㎥ ニ 200,000

バックホウ　ブレーカー付 0.20㎥ 三・日・コ・渡 270,000

バックホウ　ブレーカー付 0.25㎥ 三・北・ニ・日・コ・渡 460,000

バックホウ　ブレーカー付 0.45㎥ 三・北・日・コ・渡 540,000

バックホウ　ロングアーム 0.45㎥ 北 700,000

ロングアームグラップル 0.25㎥ ニ 540,000

ロングアームグラップル 0.45㎥ ニ 660,000

グラップルバックホウロング/テレスコアーム/ウインチ付0.45㎥ ア 470,000

林業用車両(2-4t) 2-4ｔ ニ・ア・西 270,000
樹木破砕機 2.4t ニ・西 500,000

地拵え機（やまもっとジョージ） 2.4t ニ 660,000

木材破砕機(マルチャー） 0.25㎥ 西 660,000 　

木材破砕機(マルチャー） 0.45㎥ ア・西 900,000

グリップカッター 0.25㎥ 西 350,000 新規

グリップカッター 0.45㎥ 西 390,000 新規

 

注1）　基準額は、各機種補助対象経費（税抜）の上限額です。助成額は、リース料金（税抜）と基準額を比較し、

　　　低い方の額に補助率（１／２）を乗じた額とします。

令和５年度　支援額(基金負担)基準

備考


