
○令和４年度福岡県森林づくり活動公募事業の交付決定をした団体の活動内容と連絡先（団体の了解が得られた内容のみ）

※予定実施月から実際の活動日が変更となっている場合がありますので、参加してみたい活動がありましたら、各団体へお問い合わせください。

予定実施月
（実施順）

実施場所
（市町村）

団体名 活動名称 活動内容 TEL FAX E-mail ホームページ

4月～ 太宰府市
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 092-921-2359 - jonn.isibasi@hb.tp1.jp
https://dazaifu-
kazekai.org/

4月～9月 宇美町 四王寺こもれび会 楽しく学び未来につなげる森林活動 森林環境教育 080-6455-1954 - sansquare@jcom.zaq.ne.jp -

4月～10月

宮若市、
田川市、
添田町、
嘉麻市

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 0948-22-5552 0948-22-5770 info@iizuka-library.jp
http://www.light.ne.jp/~in
ouet

4月～2月 香春町 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 0947-32-5613 - - -

4月～3月 福津市 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 0940-52-1553 0940-52-1553 -
http://wagamachi.city.fuku
tsu.lg.jp

4月～3月 行橋市 里山復帰 里山林の再生・維持活動・普及活動 竹林の整備 090-3733-5051 0930-22-7383 shuichi@arimatsu.jp -

4月～3月 福津市 福間地域郷づくり推進協議会 福間海岸松林保全活動 松林の整備 0940-72-1085 0940-72-1085
sato-
fukuma@cd.wakwak.com

http://wagamachi.city.fuku
tsu.lg.jp

5月～9月 宇美町 福岡県立四王寺県民の森協議会
里山林の整備体験と森林環境教育・木育活
動

森林環境教育、木育 092-932-7373 092-932-7340
kenminnomori@rhythm.ocn
.ne.jp

http://shioujikenminnomor
i.org/

5月～9月 八女市 八女ファミリー林業塾 八女ファミリー林業塾2022 除間伐、作業道作り 090-1926-6184 - yamefamily121@gmail.com -

5月～11月 香春町 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 080-8669-6541 - - -

5月～11月 嘉麻市
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 0948-43-3680 0948-43-3854 info@e-kama.net https://www.e-kama.net

5月～12月
糸島市、
福岡市

NPO法人 里まちサイクルコミュニティ

森を愛し、未來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 092-980-1036 092-980-1036 smcc@sgr.bbiq.jp http://www1.bbiq.jp/smcc

5月～12月
八女市、
大牟田市

つながるツリーハウス つながるツリーハウス事業 下草刈り、森林環境教育 090-3014-9679 0942-70-4093
tsunagaru.treehouse@gmail
.com

-

5月～2月 福岡市 奈多植林会 奈多浦松林保全活動事業 松林の整備 092-608-1911 092-608-1488 - -
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予定実施月
（実施順）

実施場所
（市町村）

団体名 活動名称 活動内容 TEL FAX E-mail ホームページ

5月～2月 岡垣町 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
093-282-1211
（内線103）

093-282-3218 norin@town.okagaki.lg.jp -

5月～2月 香春町 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、植栽 0947-32-3521 0947-32-3521 matsuostubo@yahoo.co.jp -

5月～2月 大牟田市 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

竹林の整備、森林環境教育 0944-55-4799 0944-55-4799 - -

5月～2月 大野城市
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 092-558-1750 092-558-1785 info@green-onojo.jp http://www.green-onojo.jp

5月～2月
大牟田市、
みやま市

森花会 森林ボランティア 森林環境教育 090-8413-9889 - ypxxb480@yahoo.co.jp -

5月～2月 北九州市
特定非営利活動法人あそびとまなび
研究所

里山探検隊　竹取物語編 森林環境教育 070-5495-6543 093-616-9668 contact@asobitomanabi.org -

5月～2月 福岡市 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、森林環境教育 092-804-2418 - - -

5月～3月 岡垣町 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 093-282-7414 093-282-7414 t-kojima@san.bbiq.jp -

5月～3月
北九州市、
芦屋町

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 093-695-3245 093-330-4088 bart@kitakyu-u.ac.jp
https://www.facebook.com
/#!/kitakyu.biolab

5月～3月 小郡市
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 080-7726-9575 - one-hara.m@awa.bbiq.jp -

5月～3月 福津市 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 0940-52-0780 0940-52-0780
miyaji.satodukuri@gmail.co
m

http://wagamachi.city.fuku
tsu.lg.jp

5月～3月
福津市、
北九州市

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 093-884-3109 093-884-3109
omineyama@googlegroups.
com

-

6月～1月 香春町 金辺里山保存会 金辺里山の整備・保全 下草刈り
0947-32-3360
（090-8833-
8247）

0947-32-3360 - -

7月～8月 築上町 宇留津自治会 宇留津地区海岸林の整備活動 松林の整備 0930-56-2281 0930-56-2281 - -

7月～12月
太宰府市、
大野城市

ふくおか森林インストラクター会 障害者と高齢者への緑のプレゼント事業 森林環境教育 093-511-5713 093-511-5713
ｋako-
nomiyama@jcom.home.ne.j
p

http://www.forest-
instructor-fukuoka.com/
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予定実施月
（実施順）

実施場所
（市町村）

団体名 活動名称 活動内容 TEL FAX E-mail ホームページ

7月～1月 北九州市 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 093-645-3264 093-645-3265
takenoko@e-
ayumi.sakura.ne.jp

http://www.e-ayumi.com

7月～2月 香春町 地域美化づくり推進協議会
日田彦山線沿線の宮原地区における憩い
の森づくり（桜の管理及び美化活動）

下草刈り 090-2717-1364 - - -

7月～2月 直方市 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 090-4359-3200 -
annynookiniiri_team_hope@
yahoo.co.jp

-

9月 久留米市 公益社団法人福岡県造園協会 森林つつじ公園植栽ボランティア 植栽、森林環境教育 092-632-3282 092-632-3320
f-
kenzokyo@aioros.ocn.ne.jp

http://www.fkz.or.jp/

9月 添田町 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 090-5733-5997 0947-82-1503 artmon_koga@yahoo.co.jp -

9月～11月 飯塚市 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 0948-72-3331 0948-72-3335 qqre9mc9n@view.ocn.ne.jp
http://www.akane-ski-
fukuoka.com/

10月 飯塚市 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 092-632-3282 092-632-3320
f-
kenzokyo@aioros.ocn.ne.jp

-

10月 筑前町 福岡県木材青壮年連合会 筑後川流域の山林体験ツアー 森林環境教育、木育 0942-32-4735 0942-34-2205 mitsuse@galaxy.ocn.jp -

10月 うきは市 福岡県竹林サミット実行委員会 第16回福岡県竹林サミットinうきは 森林環境教育 080-1726-3289 0942-33-2125 ckgrtiyp@gmail.com -

10月～11月 久留米市 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

森林環境教育、安全講習会 0942-45-7868 0942-45-7901
santou-
y6109@pref.fukuoka.lg.jp

-

10月～11月 大牟田市 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 090-3075-2661 0944-58-1833 marusa08@yahoo.co.jp -

10月～11月 嘉麻市
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 090-4581-8649 0948-57-3773 yhnwc822@yahoo.co.jp http://ongagawa.jp/

10月～2月 飯塚市 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 090-1878-7930 0948-42-2594 - -

11月 東峰村 宝珠山百年の森づくり実行委員会 宝珠山百年の森づくり記念植樹 植栽 0946-72-2313 0946-72-2370 - -

11月～12月 糸島市 糸島市林業研究クラブ 糸島林業塾2022 林業実習 080-3992-1898 050-1196-7409 -
https://www.facebook.com
/itorinken
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予定実施月
（実施順）

実施場所
（市町村）

団体名 活動名称 活動内容 TEL FAX E-mail ホームページ

11月～12月 太宰府市 一般社団法人まほろば自然学校
森を科学する2022　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 092-922-1029 092-922-1029 s2_iwaiwa@csf.ne.jp
http://mahoroba2005.blog
50.fc2.com

11月～3月 福岡市
特定非営利活動法人はかた夢松原の
会

博多湾沿岸における森林の整備と保全活動 松林の整備、森林環境教育 092-406-2369 092-406-2379 yumematu@heart.ocn.ne.jp
http://www.yumematsu.co
m/cgi/mt/

1月 築上町 農事組合法人今津の里 松林の整備活動 松林の整備 0930-31-0273 - - -

1月 那珂川市 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 092-952-2022 092-952-2105
ishibashi-207@fwa-
forest.or.jp

-

1月～3月
みやこ町、
行橋市

一般社団法人　美夜古青年会議所 竹林の整備・普及活動 竹林の整備、森林環境教育 0930-22-9351 0930-25-5062 miyakojc@mx2.tiki.ne.jp -

3月 久留米市 新婦人・里山にどんぐりを植えよう会 どんぐり祭 森林環境教育 0942-38-0160 0942-38-0160 - -
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