
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

福岡県森林づくり活動公募事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

計画 実績 増減 計画 実績 増減

1 大入区 大入海岸線の松原再生と保全活動 松林の整備 糸島市 80 109 29 200,000 200,000 0

2 福岡県立四王寺県民の森協議会 四王寺県民の森における森林環境教育・木育活動 森林環境教育、木育 宇美町 110 158 48 300,000 300,000 0

3 四王寺こもれび会 四王寺の森に集い森林の大切さを学ぶ
植栽、森林環境教育、
木育

宇美町 55 100 45 200,000 200,000 0

4 奈多植林会 奈多浦松林保全活動事業 松林の整備 福岡市 250 314 64 294,000 294,000 0

5
特定非営利活動法人古都・大宰府の
風を育む会

太宰府市内の文化財保護地区内の荒廃里山整備活
動

竹林の整備 太宰府市 170 83 -87 300,000 284,000 -16,000

6 公益社団法人福岡県造園協会 薬王寺水辺公園植栽ボランティア 植栽、森林環境教育 古賀市 100 104 4 300,000 300,000 0

7
特定非営利活動法人はかた夢松原の
会

博多湾部における松林の整備・保全活動 松林の整備、森林環境教育 福岡市 320 217 -103 500,000 418,000 -82,000

8 宮司地区郷づくり推進協議会 宮司・浜の松原整備・保全活動 松林の整備 福津市 450 597 147 210,000 171,000 -39,000

9 なかがわ木育交流事業実行委員会 なかがわ木育交流事業 木育 那珂川市 98
-

【中止】
-98 198,000 - -198,000

10
一般社団法人福岡県木材組合連合
会

ウッドフェスタ2021 木育 福岡市 300
-

【中止】
-300 500,000 - -500,000

11 ＮＰＯ法人里まちサイクルコミュニティ
森を愛し、未来へいきいきとした森林を残そう
～里山の緑化維持活動と循環型社会を目指して～

竹林の整備、森林環境教育
糸島市、
福岡市

601 539 -62 653,000 587,000 -66,000

12 福間地域郷づくり推進協議会 ふくま海岸松林保全活動 松林の整備 福津市 1,275 1,505 230 830,000 584,000 -246,000

13 糸島市林業研究クラブ 糸島林業塾2021 林業実習 糸島市 120 117 -3 300,000 300,000 0

14 一般社団法人まほろば自然学校
森を科学する2021　自分たちの手で
～太宰府市民の森再生・保全活動～

森林環境教育 太宰府市 150 206 56 300,000 300,000 0

15 津屋崎地域郷づくり推進協議会
津屋崎地域海岸線の松林保全管理と住民と密着した
親しみやすい環境を創る会

松林の整備 福津市 270 691 421 300,000 275,000 -25,000

16 わきやま森林づくりボランティアの会
わきやま森林づくりボランティアの会
（森林の環境保全・調査研究・啓発）

下草刈り、植栽、除間伐、
森林環境教育

福岡市 120 73 -47 300,000 132,000 -168,000

17 北部九州里山再生プロジェクト ふくつ大峰山森づくりプロジェクト 竹林の整備、森林環境教育 福津市 290 291 1 500,000 500,000 0

18 Fukuokaちきゅうlovers わくわく植樹祭、森をつくろう・草刈り作業
下草刈り、植栽 福岡市、

糸島市
110 31 -79 217,000 129,000 -88,000

19
公益財団法人おおのじょう緑のトラスト
協会

森林整備活動・普及活動 森林環境教育 大野城市 140 129 -11 267,000 261,000 -6,000

20
グリーンウエイブ朝倉水源の森実行委
員会

第10回グリーンウェイブ朝倉水源の森づくり 植栽 朝倉市 150 117 -33 300,000 300,000 0

21 福岡県林業研究グループ連合会
①安全作業技術者養成講習会
②森林・林業学び塾
③Myはし作り

安全講習会、森林環境教育、
木育

久留米市 220
-

【中止】
-220 300,000 - -300,000

22
特定非営利活動法人三沢遺跡の森
を育む会

県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全及び森林環
境教育活動

下草刈り、植栽、
森林環境教育

小郡市 200 101 -99 299,000 156,000 -143,000

23
三里松原防風保安林保全対策協議
会

三里松原　松葉かき・松苗植樹及び維持管理 松林の整備 岡垣町 500 410 -90 1,000,000 926,000 -74,000

24 岡垣緑のまちづくりの会 岡垣町：放置竹林伐採・植樹プロジェクト 竹林の整備、植栽 岡垣町 300 312 12 480,000 432,000 -48,000

25 ふくおか森林インストラクター会 障がい者と高齢者への緑のプレゼント事業 森林環境教育
福岡市、
太宰府市、
大野城市

75 93 18 200,000 200,000 0

26
特定非営利活動法人北九州ビオトー
プ・ネットワーク研究会

里山保全活動 竹林の整備 北九州市 210 295 85 83,000 72,000 -11,000

27 NPO法人グリーンワーク 里山再生で豊かな森林を育てよう！活動 森林環境教育 北九州市 200 200 0 299,000 294,000 -5,000

28 福岡県木材青壮年連合会
親子で体験！木に触れて、作ってみよう！！
～木材のつながりを学ぶ木育ツアー～

木育 北九州市 50
-

【中止】
-50 200,000 - -200,000

29 一般社団法人森人未來ノ研究所 放置竹林問題の周知と整備及び竹材の有効活用 竹林の整備、森林環境教育 北九州市 560 11 -549 643,000 135,000 -508,000

30 社会福祉法人あゆみの森たけのこ会 みんなの遊び場 ― あゆみの森 竹林の整備 北九州市 290 266 -24 283,000 264,000 -19,000

事業実施団体

事業内容

令和３年度森林づくり活動公募事業実績一覧表

農林
事務所

番号

参加人数
（人）

補助金額
（円）

福岡

朝倉

八幡
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活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

計画 実績 増減 計画 実績 増減

事業実施団体

事業内容
農林

事務所
番号

参加人数
（人）

補助金額
（円）

31 福岡県環境緑化懇話会 笠城ダム公園植栽ボランティア 植栽、森林環境教育 飯塚市 100 125 25 300,000 300,000 0

32 筑豊博物研究会 自然観察会（森のはたらき、生き物を知ろう） 森林環境教育
嘉麻市、
福智町

100 78 -22 300,000 296,000 -4,000

33
特定非営利活動法人遠賀川流域住
民の会

源流の森再生応援団 竹林の整備、森林環境教育 嘉麻市 133 167 34 300,000 300,000 0

34 たんと「木育」ネットワーク 地域材利用と木育シンポジウム～木づかいたい～ 木育
福岡市、
添田町

350 650 300 500,000 500,000 0

35 龍王・山・里・川の会 森林のはたらきと林業 森林環境教育、木育 飯塚市 557 622 65 500,000 437,000 -63,000

36 特定非営利活動法人アートもん
そえだＤＥ木とあそぶ！まなぶ！ふれあう！「木もくま
つりＩＮそえだ」

木育 添田町 1,200 647 -553 975,000 925,000 -50,000

37
特定非営利活動法人体験教育研究
会ドングリ

「木育」はじめの一歩
～幼児の落ち葉プール・シイタケのコマ打ち～

森林環境教育、木育 飯塚市 50 30 -20 64,000 46,000 -18,000

38 地域美化づくり推進協議会 日田彦山線沿線の桜の管理及び美化活動 下草刈り 香春町 55 62 7 200,000 200,000 0

39 長光桜植樹会 長光地区円陣の滝周辺の整備・保全活動 下草刈り 香春町 54 77 23 200,000 200,000 0

40 味見さくら会 味見峠桜公園及び県道味見峠周辺の桜の植樹・管理 下草刈り 香春町 55 63 8 200,000 200,000 0

41 金明竹林を守る会
金明竹林の整備・保全及び普及活動
（タケノコ掘り体験）

竹林の整備、森林環境教育 香春町 54 60 6 200,000 166,000 -34,000

42 長光柿園の里を守る会 長光柿園の里及びオルレコースの景観整備 下草刈り 香春町 50 38 -12 200,000 200,000 0

43 金辺里山保存会 金辺里山の整備・保全（下草刈り、桜植栽） 下草刈り、植栽 香春町 55 50 -5 200,000 200,000 0

44 一般財団法人サンビレッジ茜 竹林を竹炭と地域の活性化に 竹林の整備、森林環境教育 飯塚市 114 76 -38 300,000 295,000 -5,000

45 のおがたまちなかワンチーム 木育・森林環境学習・普及活動 木育

直方市、
北九州市、
福岡市、
飯塚市

500 661 161 500,000 500,000 0

46 福岡県竹林サミット実行委員会 第15回福岡県竹林サミットin飯塚 森林環境教育 飯塚市 300
-

【中止】
-300 430,000 - -430,000

47
一般社団法人嘉麻市観光まちづくり
協会

森林と親しみ森林を知ろう！ 森林環境教育 嘉麻市 120 23 -97 300,000 89,000 -211,000

48 特定非営利活動法人風治さつきの会 彦山川　里山・河川環境保全啓発事業 除間伐、森林環境教育
田川市、
添田町

117 102 -15 300,000 300,000 0

49 倉永山林保全の会 甘木山の整備・保全活動 下草刈り、除間伐 大牟田市 100 103 3 300,000 300,000 0

50 福岡有明海漁業協同組合連合会 有明海再生のためのボランティア活動 下草刈り 八女市 55
-

【中止】
-55 76,000 - -76,000

51 おおむた環境ネットワーク ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業 森林環境教育、竹林の整備 大牟田市 310 255 -55 500,000 411,000 -89,000

52 森花会 森林ボランティア＆インストラクター養成 森林環境教育
大牟田市、
みやま市、

689 588 -101 833,000 767,000 -66,000

53 つながるツリーハウス つながるツリーハウス事業 森林環境教育、木育
大牟田市、
八女市

300
-

【中止】
-300 500,000 - -500,000

54 ＮＰＯ法人がんばりよるよ星野村 麻生地区（池の山）周辺の森林整備・里山保全活動 下草刈り、植栽、除間伐 八女市 160 395 235 300,000 300,000 0

55 京都森林研究グループ 伊良原ダム周辺の広葉樹植樹活動 植栽、森林環境教育 みやこ町 60 15 -45 196,000 190,000 -6,000

56 里山復帰 里山林の再生活動 竹林の整備 行橋市 125 198 73 300,000 300,000 0

57 ハローグリーンけいちく 京築地区森林整備活動 竹林の整備
苅田町、
上毛町

60 36 -24 182,000 138,000 -44,000

58 宇留津自治会 宇留津地区海岸林の整備活動 松林の整備 築上町 142 143 1 243,000 240,000 -3,000

59 東高塚共有林組合 松林の整備活動 松林の整備 築上町 50 64 14 161,000 161,000 0

60 農事組合法人今津の里 松林の整備活動 松林の整備 築上町 50 55 5 200,000 162,000 -38,000

13,829 12,452 -1,377 20,516,000 16,137,000 -4,379,000
Ｒ３団体数実績：５３団体
（採択６０団体の内、７団体事業中止）

飯塚

筑後

行橋

-2-



状況写真

R3.11.21 松林の整備（倒木撤去、下草刈り、ごみ拾い）参加者37人

R3.12.12 松林の整備（雑木の伐採、下草刈り、ごみ拾い）参加者32人

R4.2.20 松林の整備（松苗、マテバシイ苗の植樹）参加者40人

活動の目的
　自然環境に恵まれた松原を住民全体で守り森林保全の意識を高める。
　森林（もり）の大切さを伝え、松原を次の世代に引き継いでいくことを
目的とする。

参加者数 109人

活動実施日 主な活動実績

活動名称 大入海岸線の松原再生と保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 １

活動区分 森林の整備・保全

団体名 大入区

活動場所 糸島市 補助金額 200,000 円

草刈り作業の打合せ 松苗の植え方の指導

子供たちと松苗の植樹 松苗植樹後の記念写真
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活動名称 四王寺県民の森における森林環境教育・木育活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ２

活動区分 森林・林業の普及

団体名 福岡県立四王寺県民の森協議会

活動場所 宇美町 補助金額 300,000 円

活動の目的

　森林を学ぶフィールドとして最適な「県民の森」において、森の木々、
水、様々な動植物、枝葉を使ったクラフトなど森林や林産物等にふれあ
い、森林の大切さ、人と森林との関わり、そして森林がもたらす様々な恵
みや役割を学んでもらうことにより、森林を貴重な財産として守り育てる
気持ちを広めていく。

参加者数 158人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.6.27
　～R3.11.17
全５回

樹木や動植物の観察、自然素材工作。参加者158人

幼木観察
苔玉製作

水辺の生きもの観察 四王寺山お散歩ツアー
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状況写真

R.10.2
R3.10.24
R3.11.23

森林環境教育・木育（自然観察・木工）参加者78人

森林の整備・保全（植栽）参加者22人R3.11.6

活動の目的

　四王寺の森に集い、木や木の実を使ったクラフト作りを通じて森林を身
近に感じ親しむこと、川の源流域の生きものを知ることで森林の働きを学
ぶこと、植樹を通じて森に関わる喜びを知り未来の環境について考えるこ
と、森散策を通じて森林の大切さを学ぶ。

参加者数 100人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 四王寺こもれび会

活動場所 宇美町 補助金額 200,000 円

活動名称 四王寺の森に集い森林の大切さを学ぶ

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ３

親子で工作

参加者みんなで植樹

工作材料を選びます参加者集合

かわいい作品が完成
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活動の目的

　奈多海岸は白砂青松の自然環境に恵まれた地域であったが、近年松くい
虫による松枯れ、雑木の繁茂が著しく、白砂青松が消滅しつつある。この
ため、美しい松林を再生し保全するため、会創設以来植林してきた松林の
下草刈り、除伐などの活動を行う。

参加者数 314人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.7.11
　～R4.3.2
全５回

松林の整備・保全。参加者314人

活動区分 森林の整備・保全

団体名 奈多植林会

活動場所 福岡市 補助金額 294,000 円

活動名称 奈多浦松林保全活動事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ４

下草刈り 林内整備

開会式 下草刈り作業打合せ
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活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　文化財保護地域の荒廃（主に竹林）した森林を保護する活動を行い、市
民が親しめるような里山にすることが目的。

活動場所

 特定非営利活動法人古都・大宰府の風を育む会

太宰府市 補助金額

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 ５番号令和３年度

太宰府市内の文化財保護地区内の荒廃里山整備活動

参加者数 83人

284,000 円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.4.24
　～R4.3.12
全７回

文化財保護区（史跡地）指定区域内での、下草刈り、竹林伐採等を実施。
参加者83人

参加者集合

竹林の整備

竹林の整備 竹林の整備
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状況写真

R3.11.24
小学校児童を含む参加者による薬王寺水辺公園植栽ボランティア活動及び
環境教育を実施。参加者104人

活動の目的

　県民に対する環境緑化に係る意識の向上を図るためには、継続した環境
緑化に係るボランティアを実施する必要があると考え、本年は薬王寺水辺
公園をフィールドとした活動を行うことにより、森林の整備・保全、森
林・林業の普及等を推進する。

参加者数 104人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名  公益社団法人福岡県造園協会

活動場所 古賀市 補助金額 300,000 円

活動名称 薬王寺水辺公園植栽ボランティア

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ６

ヒラドツツジの植栽

森林環境教育 植栽について説明

集合写真

-8-



活動名称 博多湾部における松林の整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ７

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名  特定非営利活動法人はかた夢松原の会

活動場所 福岡市 補助金額 418,000 円

活動の目的
　当会では1987年より市民の手で博多湾沿岸において、5万4千本の植樹活
動を継続してきた。松も大きく成長したため、森林の保全活動と松林拡張
のため、又、市民の環境保全や緑化活動への参加意識向上を図る。

参加者数 217人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.11.27
海の中道海浜公園の掲示ポスター、チラシ等により募った参加者により、
松林の間伐、清掃等を実施。参加者217人

作業の安全を確認 松林の整備

松林の整備 松林の清掃
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活動名称 宮司・浜の松原整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 ８

活動区分 森林の整備・保全

団体名 宮司地区郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 171,000 円

活動の目的

　福津市宮司地区の宮地浜海岸にあるクロマツ防風保安林を、地域住民が
主体的に下草刈りや枝葉の除去、耐性クロマツの植樹等による整備・保全
に努め、人々が自由に林内を散策できるようにし、あわせて「自然・歴史
に生きるまち、みやじ」のシンボルとして、住民全体でこの保安林を守り
育てていくことを目的とする。

参加者数 597人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.5.2
　～R4.3.17
全９回

宮司・浜の松林の下草刈り、松葉かき、松苗植樹等の整備・保全活動。
参加者597人

松林の整備 松林の整備

松林の整備 松林の整備
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状況写真

R3.6.24
　～R3.12.16
全12回
R3.10.2
　～R3.12.26
全12回

竹林整備。参加者75人

クリスマスリーフ等の自然クラフトの森林ふれあい教室。参加者464人

活動の目的
　未来の子供達に健全な森林を残すため、竹林の整備と森林環境教育を通
して自然保護、里山の果たす役割の大切さを知ってもらい、将来の担い手
を育成する。

参加者数 539人

活動実施日 主な活動実績

活動名称
森を愛し、未来へいきいきとした森林を残そう
～里山の緑化維持活動と循環型社会を目指して～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 11

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名  NPO法人里まちサイクルコミュニティ

活動場所 糸島市、福岡市 補助金額 587,000 円

開会式

竹のパン作り

竹を切る作業を体験

竹のおもちゃで遊びました
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活動名称 ふくま海岸松林保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 12

活動区分 森林の整備・保全

団体名 福間地域郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 584,000 円

活動の目的

　福津市花見地区及び西福間地区の海岸にある防風保安林を、地域住民が
主体的に整備・保全するもの。具体的には、松葉掻き・下草刈り・枝葉や
倒木の除去、マツクイ被害倒木後の松苗木の植樹などを実施し、地域住民
が白砂青松の松林を散策出来るようにする。

参加者数 1,505人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.4.21
　～R4.3.19
全35回

福間海岸松林の下草刈り、松葉かき、松苗植樹等の整備・保全活動。
参加者1,505人

作業の安全を確認

松林の整備

松林の整備

松林の整備
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活動名称 糸島林業塾2021

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 13

活動区分 森林・林業の普及

団体名 糸島市林業研究クラブ

活動場所 糸島市 補助金額 300,000 円

活動の目的
　森林・林業に関心のある人を対象に、チェンソーの使い方から実践的な
間伐や集材のすすめ方、材の活用方法まで実習中心の研修（林業塾）を実
施することで、自伐林業や副業的な林業に関心のある人々を育成する。

参加者数 117人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R3.11.6
　～R3.12.4
全4回

林業に関心がある人を対象に、チェンソーの使い方から実践的な間伐や集
材のすすめ方、材の活用方法等の研修（糸島林業塾）を実施。参加者117人

簡易な集材方法を学ぶ

簡易な集材方法を学ぶ

簡易な集材方法を学ぶ 参加者全員で集合写真
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活動区分 森林・林業の普及

団体名 一般社団法人まほろば自然学校

活動場所 太宰府市 補助金額 300,000 円

参加者数 206人

活動の目的
　森林環境教育を実施し、自然を五感で感じ、楽しみながら森に関する知
識を身に付けることで、生物多様性の保全、森林保全・再生の大切さにつ
いて考える。

活動実施日 主な活動実績

活動名称
森を科学する2021　自分たちの手で
～太宰府市民の森再生・保全活動～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 14

状況写真

植物観察、森に生きるいきものウォークラリーなどを実施。参加者206人
R3.11.27
　～R3.12.18
全4回

気になる植物を採集

気になる植物を観察

講師から説明

採集した植物で工作
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状況写真

活動の目的

　津屋崎地域海岸に位置する森林（通称新浜山国有保安林）で、地域住民
で雑木の伐採枝葉の整理、松の補植などの森林の整備を行うことで、住民
が入りやすく、親しみのある森林を形成し、保安林機能の回復を図る。併
せて地域の連携が深まるとともに森林保全の意識高揚を目的とする。

参加者数 691人

活動実施日 主な活動実績

協議会会員による松苗植樹。参加者23人

中学校課外授業による松林の整備・保全活動。参加者150人

新浜山国有林の下草刈り、松葉かき等の整備・保全活動。参加者518人

R4.3.5

R3.11.12

R3.4.24
　～R4.2.26
全22回

活動名称
津屋崎地域海岸線の松林保全管理と住民と密着した親しみやすい環境を創
る会

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 15

活動区分 森林の整備・保全

団体名 津屋崎地域郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 275,000 円

参加者全員で集合写真

松林の整備

松林の整備

作業の安全を確認
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R4.3.11 ワサビ苗植付け。参加者13人

状況写真

R3.7.30

R3.11.5
　～R4.2.25
全３回

林内整備・計画検討。参加者12人

登山道整備・案内板設置。参加者25人

R3.12.17 森林環境学習会。参加者23人

活動の目的

　最近は山林所有者の高齢化や、材価の低迷などから山林の荒廃化が進み、
森林機能の低下と水害の要因となっている。そこで脇山の恵まれた自然環境
を守り、次世代にこれを継承するため、環境保全活動を行うと共に、林産物
の再生産に向けた調査・実験を行い、広く住民に森林機能の再認識をしても
らう事を目的とする。

参加者数 73人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 わきやま森林づくりボランティアの会

活動場所 福岡市 補助金額 132,000 円

活動名称 わきやま森林づくりボランティアの会（森林の環境保全・調査研究・啓発）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 16

ワサビ田植付け

登山道整備計画・検討

森林環境学習会
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R3.5.10
　～R4.3.17
全14回

情報発信のワークショップ及び意見交換会。参加者94人

状況写真

竹林の伐採、撤去等の森林の再生活動及び環境教育。参加者187人

竹林内の植生・光環境等の自然環境モニタリングを実施。参加者10人

R3.6.26
　～R4.3.19
全18回

R3.10.2
　～R3.10.30
全３回

活動の目的

　里地里山の生物多様性を保全しながら持続可能な地域づくりを実現する
には、地域の人々が関わりながら森づくりを進めていく必要がある。地域
住民、大学、行政の協働による里山環境の森づくりに取り組んでいる。多
様な主体の協働による大峰山の森づくり、資源循環の仕組みづくりを行う
ことを目的とする。

参加者数 291人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 北部九州里山再生プロジェクト

活動場所 福津市 補助金額 500,000 円

活動名称 ふくつ大峰山森づくりプロジェクト

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 17

参加者で集合写真

自然環境モニタリング

自然環境モニタリング

作業前の安全確認
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状況写真

草刈り作業。参加者11人

植樹活動。参加者20人

R3.11.14

R3.10.24

活動の目的
　環境保全のため。たくさんの方が森づくりに参加することで、環境への
意識を高めると同時に、活動や参加者の交流を楽しんでもらう。

参加者数 31人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 Fukuokaちきゅうlovers

活動場所 福岡市、糸島市 補助金額 129,000 円

活動名称 わくわく植樹祭、森をつくろう・草刈り作業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 18

参加者集合 植栽について説明

植栽作業の様子 植栽作業の様子
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R3.7.3
参加者により、市内「トラストの森」において、下草刈り等による整備を
実施。参加者13人

状況写真

参加者数 129人

活動実施日 主な活動実績

講師引率のもと、市内「共生の森」を散策し、生き物探し、自然クラフト
による森林環境教育を実施。参加者46人

参加者により市内公園の花壇に野草等の植栽による緑化活動を実施。参加
者70人

R3.6.26、
R3.11.13

R3.7.8
　～R4.3.10
全７回

活動場所 大野城市 補助金額 261,000 円

活動の目的

　地域の方やボランティア会員の皆さんと共に、里山の活用及び生きもの
の保全を図るため、市内５カ所の里山をその自然資源や特徴を活かした整
備を継続的に行う。地域における緑化運動のリーダーを育て、市内全域の
緑化推進を図る事を目的とする。

活動名称 森林整備活動・普及活動

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名  公益財団法人おおのじょう緑のトラスト協会

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 19

講師による講評生き物を探してスケッチ

参加者集合 指導のもと整備活動
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状況写真

R4.3.20
サクラ類130本の植樹と管理作業。
参加者117人(企業、団体、オイスカ研修生、中学生、高校生)

活動の目的 国連の｢生物多様性条約｣の趣旨に賛同し、ふるさと朝倉の自然を守る

参加者数 117人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 グリーンウエイブ朝倉水源の森実行委員会

活動場所 朝倉市 補助金額 300,000円

活動名称 第10回グリーンウエイブ朝倉水源の森づくり

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 20

作業の説明 苗木の植え付け

最後に集合写真苗木の前で記念撮影

苗木の植え付け

苗木の植え付け
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状況写真

R3.6～R4.3
三沢遺跡の森全体を整備・下草刈、樹木に絡みついている蔦の除去、樹木の植樹
作業などを行った。参加者80人

秋の樹木と山野草について、福岡県保健環境研究所の須田先生による研修会を開
催した。参加者21人

R3.10.17

活動の目的

　福岡県指定史跡「三沢遺跡」にある約12ｈａの森林と九州歴史資料館の
まわりにある森林（合わせて仮称：三沢遺跡の森という）において、県・
地域住民による枝葉の整理や下草刈り等の整備・保全をする。また、自然
豊かな森林を「環境教育」のフィールドとし、私たち人間にとって自然と
の共生がいかに大切かを理解する。あわせて、地域のシンボルとして「三
沢遺跡の森」を位置づけ、県・地域住民でこの森を作り、育てることで、
地域住民が入りやすい親しみのある憩の森にすることを目的とする。

参加者数 101人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人三沢遺跡の森を育む会

活動場所 小郡市 補助金額 156,000円

活動名称 県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全再生活動及び森林環境教育活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 22

森の手入れ 草刈り

秋の樹木と山野草を楽しむ会

樹木の植栽
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926,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 23番号令和３年度

三里松原　松葉かき・松苗植樹及び維持管理

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　町のシンボルである「三里松原」を継ぐ次世代のために、地域住民な
どから広く参加を募り、松原を整備・再生しながら親しみを持ってもら
うことで、「三里松原」を町の宝として再認識してもらう。

活動場所

三里松原防風保安林保全対策協議会

岡垣町 補助金額

参加者数 410人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.12.12

R3.5月上旬～
R4.3月下旬

(松葉かき)　三里松原において、協議会が募った参加者により、松林内
の松葉かきと集積所への運搬を行った。参加者150人
(松林植樹と下草刈)　植樹は1回、下刈りは複数回。協議会が募った地域
の管理団体による抵抗性クロマツの植樹と下刈りを実施。参加者260人

下草刈り 松葉かき

松葉かき 松葉かき
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参加者数 312人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.5.2
　～4.3.12
全19回

R4.3.19

（放置竹林伐採）一丁溜池周辺にて、地域の御年配者を中心に竹の伐採
と草刈りを毎月実施。刈払機を使用。参加者298人

（植樹）毎月の活動で整備した土地にて、地域の参加者を中心に梅・み
つまた・ドウダンツツジ等120本の苗木を植樹。参加者14人

団体名

活動の目的
　地域住民による放置竹林伐採活動を月に一回実施し、毎年３月に、整
備した土地での地域ぐるみでの植樹祭を実施することで、地域の連携が
深まるとともに、後世に残したい緑地保全の意識の継続を目的とする。

活動場所

岡垣町緑のまちづくりの会

岡垣町 補助金額 432,000円

活動区分 森林の整備・保全

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 24番号令和３年度

岡垣町：放置竹林伐採・植樹プロジェクト

植栽木の手入れ

梅・ミツマタ・ドウダンツツジを植樹します！

植栽木の手入れ
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200，000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 25番号令和３年度

障がい者と高齢者への緑のプレゼント事業

R3.12.2

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　森を訪れることが難しい障がい者・高齢者施設を訪問し、ドングリ等
の木の実を用いたクラフト体験を実施。クラフトの合間に、荒廃森林再
生の取り組みや自然災害と森林の話を交え、森の大切さへの理解を目指
す。

活動場所

ふくおか森林インストラクター会

福岡市、太宰府市、大野城市 補助金額

参加者数 93人

デイサービスつどい処せんだんにおいて、クリスマスツリーを主体とし
たテーダマツのネイチャークラフトを実施。参加者55人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.7.17

R3.11.29

障がい者施設花の花において、ネイチャークラフト（自由工作）を実
施。参加者11人
デイサービス施設北谷において、クリスマスツリーを主体としたテーダ
マツのネイチャークラフトを実施。参加者27人

テーダマツのクリスマスツリーづくり

森のはたらきについて説明 森で拾える木の実の紹介
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72,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 26番号令和３年度

里山保全活動

R3.12.18
R4.1.8

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　竹林の整備を通して里山整備を指導できる人材へと市民を育成し、各
地で見られる竹林問題への解決の糸口を探りながら竹林の価値を高めよ
うとするもの。

活動場所

特定非営利活動法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

北九州市 補助金額

参加者数 295人

(エコ門松づくり)ひびきの市民センターにて、環境に配慮した門松を制
作。地域の竹林で間伐した竹を利用。参加者31人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.5.8
　～4.3.12
全７回

R3.5.12
R3.10.20

(平成竹取伝説)ひびきの南公園で定期的に実施。事前に市民に募った参
加者は、手鋸で散策路を整備しながら竹林内を間伐。参加者231人

(青竹踏みの制作活動)伐り出した竹から同工学部内で青竹踏みを制作。
旧古河工業ビルで竹踏み健康づくり講座を実施。参加者33人

竹踏み講座

竹林整備

竹を加工中…

門松 完成！

竹材の搬出

門松づくり
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R4.2.26
山田緑地において、事前に地域住民に募った参加者により、間伐材を焚
き火に利用する為、手鋸等で整理と搬出を行った。参加者40人

294，000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 27番号令和３年度

里山再生で豊かな森林を育てよう！活動

R4.3.19

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　「森の仕組みを学び、かつての里山を再生する」ことを目的とし、森
資源の再利用と生態系を補う森林管理を通じて、里山再生について学ぶ
機会を参加者に提供する。

活動場所

NPO法人グリーンワーク

北九州市 補助金額

参加者数 200人

山田緑地において、事前に地域住民に募った参加者により、間伐材を利
用して焚き火体験を実施した。参加者60人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.12.18

R4.1.22

山田緑地において、事前に地域住民に募った参加者により、間伐体験を
実施した。参加者50人
山田緑地において、事前に地域住民に募った参加者により、間伐材を利
用してカントリーヘッジを制作した。参加者50人

間伐体験に挑戦！

間伐材を整理

間伐材を薪サイズに

焚き火体験！
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参加者数 11人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.7.5
春吉の山において、事前に募った高校生や関係団体の参加者により、放
置竹林の現状調査と伐採を実施した。参加者11人

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　地域住民を中心に、森林の荒廃を防ぐための管理放置竹林整備を行
い、これらの活動をボランティアや補助金等に頼った一過性のものにす
ることがないよう、得られた竹材を利用して地域の振興と活性化を進め
る。

活動場所

一般社団法人森人未來ノ研究所

北九州市 補助金額 135，000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 29番号令和３年度

放置竹林問題の周知と整備及び竹材の有効活用

放置竹林の現状調査 放置竹林間伐

放置竹林の現状調査
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R3.12.27
（門松作り）園内の竹を活用し制作。地域から募った参加者の子供たち
は、保育園に飾る門松と家に持ち帰るミニ門松を制作。参加者105人

参加者数 266人

（竹林整備と花木植栽）園内にて、地域の御年配者や保護者を中心に実
施。伐採した竹は粉砕機でチップ化し花木植栽時に散布。参加者32人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.7.10

R3.8.11

（草刈り）保育園の裏山にて、地域の御年配者や保護者を中心に草刈り
を実施。刈払機や鎌を使用。参加者31人
（竹食器作り）園内で伐り出した竹を活用して制作。子供たちが刃物を
使うときは必ず大人が補助。参加者98人

R4.1.22

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　あゆみの森共同保育園の遊び場には、北九州市の河頭山公園とつなが
る竹林があり、子供たちの安全な遊び場を守るため、定期的に草刈りや
間伐を行う。
また、伐り出した竹を活用した体験活動を通して、子供たちが自然の中
で遊びながら学ぶ機会を設ける。

活動場所

社会福祉法人あゆみの森たけのこ会

北九州市 補助金額 264,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 30番号令和３年度

みんなの遊び場　―　あゆみの森

門松づくり

粉砕機でチップ化
竹食器づくりに挑戦！
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参加者数 125人

300,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.11.16
頴田小学校において森林環境教育実施後、笠城ダム公園にヒラドツツジ
を植栽。参加者125人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 31番号令和３年度

笠城ダム公園植栽ボランティア

活動区分

団体名

活動の目的
　平成26年から飯塚市内の公園にて植栽ボランティアを行っており、こ
の活動を通じて、地域全体の自然環境の保全への取組みと地域活動の広
がりを期待する。

活動場所

福岡県環境緑化懇話会

飯塚市 補助金額

森林の整備・保全、森林・林業の普及

しっかり植えることができました！ヒラドツツジ植栽作業

小学校での森林環境教育 笠城ダム公園にて植栽作業の説明
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状況写真

R3.4.25
古処山（嘉麻市）において一般の方を対象に森林環境教育・自然観察会
を実施。参加者19人

R3.7.25
鷹取山（直方市）において一般の方を対象に森林環境教育・自然観察会
を実施。参加者33人

R3.10.10
大法山（嘉麻市）において一般の方を対象に森林環境教育・自然観察会
を実施。参加者26人

活動の目的
　森林の構造やはたらきについて、自然観察会の体験を通じて学ばせる
とともに、観察会の成果を展示会と会誌により報告する。

参加者数 78人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 筑豊博物研究会

活動場所 嘉麻市、福智町 補助金額 296,000円

活動名称 自然観察会（森のはたらき、生き物を知ろう）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 32

どんな生物に会えるかな？鷹取山山頂にて

自然観察コース・観察の要点説明 ここから古処山へ登ります！
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状況写真

R3.10.13
　～R3.11.26
全10回

高校生を対象とした体験型森林環境教育（竹炭づくり）及び会員による
里山の森整備を実施。参加者167人

活動の目的
　学生等に広く参加を呼びかけ、竹林の整備や副産物となる竹炭による
河川の浄化等の活動を通じて、森林保全の重要性や河川環境の大切さを
認識してもらう。

参加者数 167人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人遠賀川流域住民の会

活動場所 嘉麻市 補助金額 300,000円

活動名称 源流の森再生応援団

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 33

できた竹炭は河川浄化に役立てます！竹の節落とし作業

竹の伐採・事前搬出 竹の搬出

-31-



状況写真

R4.2.23 天神チクモクビルにおいて木育シンポジウムを実施。参加者50人

R4.3.12
　～R4.3.13

木育イベント「木もくまつりINそえだ」に参加し、ワークショップ及び
木工体験コーナーを実施。参加者600人

活動の目的

　筑豊の森林資源を木育を通じて、「触れる活動」「造る活動」「知る
活動」といった体験的かつ段階的な学びにより、木材を使うことが豊か
な森林整備と適切な維持管理につながり、ひいては地球温暖化などの環
境対策にも誰もが貢献できることを子供達に伝えることを目的とする。

参加者数 650人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 たんと「木育」ネットワーク

活動場所 福岡市、添田町 補助金額 500,000円

活動名称 地域材利用と木育シンポジウム～木づかいたい～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 34

木育イベントでのワークショップ

「セルフビルド！山小屋を作ろう！」

木育シンポジウム
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状況写真

R3.11.11
　～R4.2.15
全３回

飯塚市内の小中学校において森林環境教育及び紙やすり体験を実施。参
加者622人

活動の目的
　体験型森林活動の次世代のリーダーとなる子供達に対し、指導的役割
を身に着けてもらうための支援を行うとともに、里山保全と河川水質浄
化活動を通じて、ユニバーサル社会の実現に寄与する。

参加者数 622人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 龍王・山・里・川の会

活動場所 飯塚市 補助金額 437,000円

活動名称 森林のはたらきと林業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 35

紙やすり体験

森林環境教育
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状況写真

R4.3.12
～R4.3.13

福岡県立英彦山青年の家において木育イベントを開催し、ワークショッ
プ、体験コーナー、パネル展示等を実施。参加者647人

活動の目的
　添田町内で木を身近に感じてもらえるように「木もくまつりINそえ
だ」を企画し、木工体験等のイベントを通して、森林の大切さや環境と
のつながりを図る。

参加者数 647人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人アートもん

活動場所 添田町 補助金額 925,000円

活動名称 そえだDE木とあそぶ！まなぶ！ふれあう！「木もくまつりINそえだ」

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 36

丸太切り体験チェーンソーカービング実演

木の遊具 木製ホッケー
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状況写真

R4.3.18
幼稚園児を対象に森林環境教育及びシイタケ駒打ち体験を実施。参加者
30人

活動の目的
　児童や園児の体験活動の対象として、木を意識した活動メニューを選
定し、活動の積み重ねによって木材に親しむ教育活動を促進する。

参加者数 30人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリ

活動場所 飯塚市 補助金額 46,000円

活動名称 「木育」はじめの一歩～幼児の落ち葉プール・シイタケのコマ打ち～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 37

シイタケ収穫体験シイタケ駒打ち体験

シイタケ駒打ち体験 事前説明 森林環境教育
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状況写真

R3.6.25 日田彦山線沿線の桜等植栽地において草刈りを実施。参加者15人

R3.10.15 草刈りを実施。参加者27人

R4.2.25 桜の施肥を実施。参加者20人

活動の目的
　平成27年度からの活動であり、日田彦山線沿線における樹木や花の植
栽等による環境美化に取り組み、地域住民や鉄道利用者の目を楽しませ
ることを目的とする。

参加者数 62人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 地域美化づくり推進協議会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

活動名称 日田彦山線沿線の桜の管理及び美化活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 38

施肥作業

活動場所は日田彦山線沿線作業前の安全ミーティング

草刈り作業
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状況写真

R3.5.9
　～R3.10.3
全３回

円陣の滝周辺の桜植栽地において下草刈りを実施。参加者77人

活動の目的

　地元長光地区の町道沿線美化のため植栽した桜や梅などの樹木を引き
続き整備・管理することにより、地域住民の連帯感を築くとともに、
木々の花々を楽しみに訪れる観光客と住民との交流を深めることを目的
とする。

参加者数 77人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 長光桜植樹会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

活動名称 長光地区円陣の滝周辺の整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 39

草刈り機での草刈り作業

作業お疲れ様でした！
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状況写真

R3.7.2 味見峠桜公園及び味見峠において下草刈りを実施。参加者21人

R3.11.19 下草刈り、剪定等を実施。参加者23人

R4.2.25 下草刈り、剪定等を実施。参加者19人

活動の目的

　味見峠桜公園一帯は、香春町の桜の人所であり、障子ヶ岳登山客や地
域住民の憩いの場となっている。
　この森を引き続き地元住民で整備・管理することにより、里山を保全
するとともに地域住民間の連携を図る。

参加者数 63人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 味見さくら会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

活動名称 味見峠桜公園及び県道味見峠周辺の桜の植樹・管理

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 40

枯枝の剪定作業枯れた桜の除去作業

草刈り作業作業前の安全ミーティング
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状況写真

R3.4.21
金明竹林の里において、保育園児を対象としたタケノコ掘り体験を実
施。参加者33人

R3.10.7
　～R4.2.21
全４回

金明竹林の里において、竹林の除間伐・林内の草刈りを実施。参加者27
人

活動の目的
　全国的にも珍しい孟宗金明竹林の群生地である採銅所地区において、
今後も整備を実施していくとともに、次世代を担う幼稚園児や小学生を
対象とした体験学習を通じて担い手の育成を行うこと目的とする。

参加者数 60人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 金明竹林を守る会

活動場所 香春町 補助金額 166,000円

活動名称 金明竹林の整備・保全及び普及活動（タケノコ掘り体験）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 41

竹林の草刈り作業タケノコ掘り体験

金明竹林の里にて タケノコ掘り体験 事前説明
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状況写真

R3.4.26
～R3.10.14
全５回

長光柿園の里において園内の草刈りを実施。参加者38人

活動の目的

　平成24年度から耕作放棄地に柿を植樹し、地元住民を中心に除草等を
行ってきており、現在ではその景観から九州オルレコースの一部にも
なっている。地域の特産品である干柿のＰＲを行うとともに、ボラン
ティア参加者に里山保全の大切さを伝えることを目的とする。

参加者数 38人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 長光柿園の里を守る会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

活動名称 長光柿園の里及びオルレコースの景観整備

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 42

ハンマーナイフモアでの草刈り作業草刈り機での草刈り作業

長光柿園の里にて

美しい景観を守ります！
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状況写真

R3.8.7 向山において下草刈りを実施。参加者15人

R3.11.14 下草刈りを実施。参加者16人

R4.1.16 桜の植樹を実施。参加者19人

活動の目的

　地域全体を眺望でき、春の山野草が豊富な向山において、山焼き廃止
以降次第に荒廃が進んでいることから、これを防ぐため、桜の植樹と管
理を行い、地元住民並びに近隣の方々に楽しんでもらえる地域交流の場
となるよう、里山の保全に努める。

参加者数 50人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 金辺里山保存会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

活動名称 金辺里山の整備・保全（下草刈り、桜植栽）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 43

桜の植樹後、支柱立込み作業植樹した桜の管理

作業前の安全ミーティング 下草刈り作業
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状況写真

R3.10.26
　～R4.2.28
全３回

サンビレッジ茜内里山林・竹林において間伐、竹炭づくりを実施。参加
者18人

R3.10.31
周辺地域の小学生を対象に森林環境教育及び自然散策を実施。参加者24
人

R3.11.21
周辺地域の小学生を対象に森林環境教育、竹炭クッキーづくりを実施。
参加者34人

活動の目的

　森林所有者の高齢化等により荒廃している里山が存在している中で、
侵入竹を間伐したり、その間伐で発生した木竹を炭にしたりする一連の
活動を通して、里山保全の必要性や自然環境維持への関心を高める機運
を醸成する。

参加者数 76人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 一般財団法人サンビレッジ茜

活動場所 飯塚市 補助金額 295,000円

活動名称 竹林を竹炭と地域の活性化に

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 44

竹炭クッキーづくり自然散策

竹林の間伐作業 伐採した竹で竹炭づくり
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状況写真

R3.6.8
　～R3.12.5
全４回

地元商店街内スペースを拠点として、大学生・高校生による間伐材利用
に関するワークショップや糸鋸教室を実施。加者132人

R3.10.16
　～R3.11.21
全３回

遠賀川河川敷（直方市）や山田緑地（北九州市）でのイベントに参加
し、糸鋸教室や「木育おもちゃ広場」を実施。参加者250人

R4.1.6
　～R4.2.27
全３回

福岡市内の児童館や飯塚市内の小学校等において、木育講座、糸鋸教
室、森林環境教育、「木育おもちゃ広場」等を実施。参加者279人

活動の目的

　まちなかの木質化空間での学習会や木のおもちゃで遊ぶ木育体験イベ
ントの開催により、地域住民・学生の杜林環境への意識を高め、木のぬ
くもり、自然への感謝の心をはぐくむとともに、糸鋸教室の開催により
高齢者に活躍の場を、また、子供達に体験の場を創出する。

参加者数 661人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 のおがたまちなかワンチーム

活動場所 直方市、北九州市、福岡市、飯塚市 補助金額 500,000円

活動名称 木育・森林環境学習・普及活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 45

小学校での森林環境教育木育おもちゃ広場＠福岡市

大学生・高校生によるワークショップ 糸鋸教室＠山田緑地

地域の交流スペースを木質化しました！
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状況写真

R4.2.19
「夢サイトかほ」において一般の方を対象に森づくりに関する講演及び
樹木のアロマオイル蒸留体験を実施。参加者21人

R4.3.7
地域の公民館へ間伐材で製作された「森の木将棋セット」を寄贈。参加
者2人

活動の目的

　森林の放置によりイノシシやシカが地域に出没する現象が各地で発生
していることから、これを防ぐため、森林関連アクティビティ等の森林
内に人を呼び込む活動を通して、森林への関心・興味を持たせ、森林の
大切さ・楽しさ等を実感させることにより、里山づくりの第一歩とす
る。

参加者数 23人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 一般社団法人嘉麻市観光まちづくり協会

活動場所 嘉麻市 補助金額 89,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 47

活動名称 森林と親しみ森林を知ろう！

森の木将棋セット地域の公民館への寄贈

森づくりに関する講演 樹木のアロマオイル蒸留体験
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状況写真

R3.12.31
風治八幡宮（田川市）において地域住民を対象にパンフレットを配布
し、里山保全や河川環境改善についての啓発を実施。参加者15人

R4.2.12 添田町内の竹林にて、間伐作業を実施。参加者7人

R4.3.11
地元小学生を対象に勉強会を開催し、彦山川河川敷において里山保全や
河川環境改善についての講義・啓発を実施。参加者80人

活動の目的
　田川地域の中央を流れる彦山川において、上流域では荒れた竹林の整
備、中下流域では小中学生を中心とした河川環境保全の啓発活動を行
い、里山整備による河川環境の向上を図る。

参加者数 102人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人風治さつきの会

活動場所 田川市、添田町 補助金額 300,000円

活動名称 彦山川　里山・河川環境保全啓発事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和３年度 番号 48

竹林の間伐作業添田町内の竹林にて

風治八幡宮での啓発活動 田川市内の小学校での勉強会
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参加者数 103人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.10.24

R3.11.28

甘木山公園周辺において、募集した地域住民及び誠修高校の先生および
生徒の協力で、整備活動を実施。参加者33人
甘木山公園周辺において、募集した地域住民及びありあけ新世高校の先
生および生徒の協力で、整備活動を実施。参加者70人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　整備が行き届いていない身近な山林を、地域住民や関係団体と協力し
て整備を行うこと。

活動場所

倉永山林保全の会

大牟田市 補助金額 300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 49番号令和３年度

甘木山の整備・保全活動

動力機で刈った草の集積作業 除草作業と枯れた木の枝を除去

道路に落ちた草や枝の除去作業
集めた草や木を指定場所へ運搬

-46-



参加者数 255人

三池山の森や自然体験の森の整備活動、森づくり活動を行った。参加者
12人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.6.26
　～R3.12.11
全３回
R3.10.17
　～R4.2.20
全５回

森の整備活動や自然体験等を通した指導者育成のための「森の自然体験
指導者養成講座」を行った。参加者88人

整備した森林を「自然体験の森」において、「森に親しむ自然体験教
室」を開催し、子どもと親などを対象に、森の中での自然体験、森林整
備、クッキング、自然クラフト等の活動を行った。参加者155人

R3.6.26
　～R3.11.13
全４回

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　大牟田の放置された荒廃森林を子供や高齢者、地域住民などが参加
し、世代間交流を通して森の整備を進めるとともに、整備した森を自然
体験学習の活動や交流の場になる「自然楽校・ふれあいの森」として活
用を図り、さらに整備活動や自然体験などの指導者の育成を図る。
　この活動を通して、子供たちなど参加者が、森に親しみ、森の役割・
必要性などの森林を理解し、森の手入れの大切さや整備方法を学び、整
備や自然体験活動により森の魅力や楽しみを実感し、森林保全の意識を
高め、地域全体で森を守り育てる気運の向上を図るとともに、次世代に
繋いでいくことを目的とする。

活動場所

おおむた環境ネットワーク

大牟田市 補助金額 411,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 51番号令和３年度

ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業

森の学習会・整備講習

自然体験 森の中クッキング

クラフト体験

森の仕組み、整備方法な
どを学ぶ

森の生き物・スズメバチや蛇
の危険性

親子で体験 巣箱つくり

親子でいろいろな体験実施（森で材料集め・クリスマス
リースつくり）

手打ちそばつくり
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767,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 52番号令和３年度

森林ボランティア＆インストラクター養成

R3.12.28

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　昨年令和２年は一年間をコロナ渦の中で過ごし、社会は激変している。
離れて付き合う、マスクによる表情が見えないという新しい社会生活が当
たり前となり、コミュニケーションが大切とされてきた我々の社会はまだ
試行錯誤である。新型コロナも自然環境の一つである。自然災害が多発す
る時期もまためぐってくる。自然から遠ざかってしまった人の生活を、自
然と共に生活する意識へ変えていく必要が強くなっている。
　まず自然を知り、自然と付き合っていく術を身に着ける。そして森林ボ
ランティアを増やし、人々に自然を案内できる森林インストラクターの養
成を行う。　また、指導者の下、子ども達を自然の中に連れて行き、土、
菌、虫、動物、木、葉、花を探し遊ぶ体験を行う。また、ネイチャークラ
フトを通して大人にも子どもにも自然物に興味を持たせ、身の回りの自然
に気づく楽しみをいざなう。そして、自然と共存できる生活を共に考え
る。

活動場所

森花会

大牟田市、みやま市 補助金額

参加者数 588人

ミニ門松作り。子ども達が、甘木山の竹、松を使って良い年が来るように
願いながら門松を作成。参加者76人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.4.25

R3.11.5

延命公園にて春の観察会を実施。参加者からは、「よく見る植物なのに名
前を知らないものが多い。」等の感想。参加者10人

みやま市東山中学1年生に校区内清水山の植物観察会を実施。植物ビンゴ
をしながら植物を探し、植物の特徴や植生を学習。参加者47人

春の自然観察会

森林インストラクターによる植物観察会

学童ミニ門松づくり
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ボラタ森整備

憩いの森整備

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 54番号令和３年度

麻生地区（池の山）森林整備・里山保全活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的

　星のふるさと公園を含む麻生地区に隣接する「通称　ボラタ森」は果
樹や紅葉狩りが楽しめる森林づくりを目指す。「通称　憩いの森」は、
森林を整備して、東屋の建設や伐採した木を薪ストーブの薪などに利用
する等の森林づくりを行い、麻生丘陵全体の山林保全活動を実施するこ
とで自然とのふれあい体験や森林への興味を持ってもらう。

活動場所

NPO法人がんばりよるよ星野村

八女市 補助金額 300,000円

参加者数 395人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.4.24
　～R3.11.21
全19回
R3.9.23
　～R4.2.26
全11回

ボラタ森整備活動。草刈り機、鎌、鍬などを用いて草刈り。ショベル
カー、スコップなどで遊歩道整備。果樹の採集、剪定、施肥等を実施。
268人

憩いの森整備活動。チェーンソーで杉、檜、雑木の伐採、玉切り、造材
等。草刈り機で草刈り。遊歩道の整備などを実施。127人

草刈り機で草刈

大学生がアジサイエリアの整備

伐採した木を整理
薪ストーブの薪に利用

伐採した栗の木を運び出して
シイタケの原木に利用
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190,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 55番号令和３年度

伊良原ダム周辺の広葉樹植樹活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　伊良原ダム周辺の遊休地等への荒廃（雑草化）防止のため、広葉樹の
植栽活動を行うことを目的とする。

活動場所

京都森林研究グループ

みやこ町 補助金額

参加者数 15人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.11.7

R4.2.20

みやこ伊良原学園横において、当団体会員により、草刈り機での草刈り
と草刈り後の整理を行った。参加者4人
みやこ伊良原学園横において、当団体会員により、イロハモミジの植栽
を行った。参加者11人

作業内容、安全対策打合せ 穴掘り作業中

植栽中 植栽完了
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参加者数 198人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.4.30
　～R4.3.15
全20回

下稗田の山林において、一般募集によって募った参加者を含め、チェン
ソーと草刈り機等での草刈りや不要木の伐採搬出等に加え、椎茸コマ打
ち・竹炭作り・薪割り体験等を行った。参加者198人

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　侵入竹により荒廃した里山を整備し、竹の有効利用活動や復旧した森
林内での林業体験学習を通じた一般市民との交流を図り、地域住民が親
しめる竹林（里山林）へ再生させることを目的とする。

活動場所

里山復帰

行橋市 補助金額 300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 56番号令和３年度

里山林の再生活動

安全装備

作業開始

侵入竹の搬出状況 薪割り体験後の切り口は！
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138,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 57番号令和３年度

京築地区森林整備活動

R3.12.4

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　京築地域において森林林業活動に興味を持つ人と協力し、効果的な林
業体験活動を行うことで、地域森林の重要性への理解と林業への高い関
心を得ることを目的とする。

活動場所

ハローグリーン・けいちく

苅田町、上毛町 補助金額

参加者数 36人

上毛町大字東上の私有林において、当団体会員により、チェンソーと手
鋸でのスギ・ヒノキ林の間伐と枝打ちを行った。参加者11人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.6.26

R3.10.9

苅田町大字上片島の苅田幼稚園周辺において、当団体会員により、草刈
り機と手鋸での草刈り・モウソウ竹の伐採整理等を行った。参加者12人
苅田町大字上片島の戸早学園周辺において、当団体会員により、草刈り
機での里山林の草刈りを行った。参加者13人

安全講和（ミーティング）

草刈り作業中

枝打ち作業中

モウソウ竹の整理完了！
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参加者数 143人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.7.4

R3.8.28

宇留津区有林において、当団体会員により、草刈り機と手鋸での下草刈
り及び除伐を行い、あわせて草や枝葉等の整理も行った。参加者128人
宇留津区有林において、当団体会員により、草刈り機と手鋸での下草刈
り及び除伐を行い、あわせて草や枝葉等の整理も行った。参加者15人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　宇留津地区の住民が、周防灘に面した宇留津地区海岸林の森林整備活
動を行うことにより、多くの住民が入りやすく親しみのある地域づくり
を目指すことを目的とする。

活動場所

宇留津自治会

築上町 補助金額 240,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 58番号令和３年度

宇留津地区海岸林の整備活動

税事業の説明及び安全点検

作業開始前

作業中 作業中
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参加者数 64人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.8.1

R3.10.24

東高塚共有林において、当団体会員により、草刈り機と手鋸での下草刈
り及び除伐を行い、あわせて草や枝葉等の整理も行った。参加者32人
東高塚共有林において、当団体会員により、草刈り機と手鋸での下草刈
り及び除伐を行い、あわせて草や枝葉等の整理も行った。参加者32人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　高塚地区の住民が、綱敷天満宮周辺の海岸林の森林整備活動を行うこ
とにより、多くの住民が入りやすく親しみのある海岸林に整備すること
を目的とする。

活動場所

東高塚共有林組合

築上町 補助金額 161,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 59番号令和３年度

松林の整備活動

地域に大切な松林 作業中

作業中

海岸沿線の整備
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参加者数 55人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R4.1.15
　～R4.1.19
全５回

今津海岸林において、当団体会員により、チェンソーと手鋸での除伐
（枝払いを含む）を行い、あわせて枝葉等の整理も行った。参加者55人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　今津地区の住民が、周防灘に面した今津海岸林の森林整備活動を行う
ことにより、多くの住民が入りやすく親しみのある海岸林に整備するこ
とを目的とする。

活動場所

農事組合法人今津の里

築上町 補助金額 162,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 60番号令和３年度

松林の整備活動

作業開始前 作業開始

除伐作業中 枝切り作業中
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