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平成２１年度森林環境税による事業の実施状況について

１ 荒廃森林再生事業
（１）事業内容

①荒廃森林の調査

長期間手入れがなされていない森林の中から荒廃森林を特定する調査

②荒廃森林の再生

ア 森林の整備

荒廃した人工林の間伐、枝落し、除伐及びそれ

らに必要な作業路の開設

イ 森林の造成

伐採後、植林されていない林地への広葉樹の植

栽、下刈及びそれらに必要な作業路の開設

ウ 荒廃森林の公的取得

公益的機能を高度に発揮させる必要がある荒廃

森林で、やむを得ず公的管理が必要な場合に取得

（２）事業主体

市町村

（３）実施見込み

①事業量

荒廃森林 荒廃森林の再生

区 分 の調査 森林の整備 森林の造成 荒廃森林の 計 作業路

公的取得

ha ha ha ha ha ㎞

県 計 ８,９３１ ２,６０６ ７ ７ ２,６２０ １２

②交付金額

１，２４０百万円

２ 森林づくり活動公募事業
も り

（１）事業内容

県民自らが企画立案し実行する森林の整備・保全、

里山の保全、森林環境教育等の森林づくり活動
も り

（２）事業主体

ボランティア団体、ＮＰＯ等

（３）実施見込み

①活動件数 ４２件 ボランティアによる森林の整備(下草刈り)

②補助金額 １９百万円

森林の整備（間伐）

資料１
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（参考）実施状況写真

１ 荒廃森林再生事業

○間伐（スギ）

○間伐（ヒノキ）

○除伐（侵入竹の伐採）

（施行前）

（施行前）

（間伐実施後）

（間伐実施後）

（竹の伐採後）（施行前）
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○広葉樹の植栽 ○作業路

２ 森林づくり活動公募事業
も り

○森林の整備・保全活動

○里山の保全活動 ○森林環境教育活動 ○その他の活動

（開設状況）（ケヤキの植栽状況）

住民参加による新たな森づくり

（大川市）

地域住民による松林の保全

（岡垣町）

侵入竹伐採による

里山の保全

（嘉麻市）

子どもたちとの

間伐材を使った木工教室

（久留米市）

森林をテーマにした

シンポジウム

（福岡市）



番号 団体名 事業名 実施場所 活動内容
1 那珂川町林業研究会 森林の協働整備事業 グリンピア那珂川ほか（那珂川町） 児童に対する森林環境教育、森林ボランティアに対する間伐体験・安全講習

2 ボランティアグループ　「天山ふれあい会」 天山山の保全と環境教育 宮路岳（筑紫野市） 雑木林での除伐、間伐、山道の整備、自然観察会

3 飯盛山を愛する会 飯盛山新登山路開設事業 飯盛山（福岡市西区） 新登山路の開設

4 ふくおか森づくりネットワーク 森林の働き、暮らしとのつながりを学ぶ　ミニシンポジウム・リレー
福岡市立婦人会館ほか
（福岡市中央区、矢部川上流地域）

ミニシンポジウム、視察ツアー

5 鐘崎漁業協同組合 豊かな玄海づくり 深松松林（宗像市） 松食い虫被害地への松植樹。

6 (社)福岡県造園業協会 五ヶ山ダム植栽ボランティア 五ヶ山ダム（那珂川町） 五ヶ山ダム建設用地内への植栽、下刈り、施肥

7 福岡市林業研究グループ 背振の自然に学ぼう 背振キャンプ場（福岡市早良区）
市内下流域の小学生を対象としたキャンプ及び林業体験・植物観察・木工クラ
フト

8 二丈町ふるさとの森林づくり 浮嶽周辺森林の整備活動 浮嶽周辺（糸島市二丈町） 大モミジ周辺の除伐、下草刈り及びチェンソー技術講習・間伐

9 まほろば自然学校 森林ウォークラリー　in　太宰府の市民の森 太宰府市民の森（太宰府市） 森林ウォークラリー、講義

10 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・保全活動 国営海の中道海浜公園（福岡市東区） 環境講話、松の植樹、松林の間伐

11 特定非営利活動法人九州海外協力協会 森と私たち 四王寺県民の森（宇美町） 森林散策、ネイチャーゲーム、サマーキャンプ、森林調査

12 森と海の再生交流事業実行委員会 森と海の再生交流事業 椎原地区（福岡市早良区） 植樹

13 NPO法人宗像里山の会 市民参加による放置竹林の伐採跡地への植栽による里山保全事業 福岡教育大学キャンパス（宗像市） 植樹、講義

14 福岡グリーンヘルパーの会 九大伊都キャンパス　生物多様性保全ゾーンF区間　　里山の保全・整備活動 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区） 竹林整備

15 財団法人おおのじょう緑のトラスト協会 環境教育（間伐）～間伐を知り、間伐材を利用しよう！～ 牛頸山山麓（大野城市） 間伐体験学習、見学会、木工教室

16 火山里山保全交流会 火山の里山環境図鑑づくり 稲留地区（糸島市志摩町） 自然観察、図鑑作成

17 笹丘おやじ会 親子で森林に学ぼう 音成野外活動センター（篠栗町） 森林環境教育

18 福岡市水源林ボランティアの会 水源かん養林の保全 曲渕地区（福岡市早良区） 伐竹、下草刈り

19 特定非営利活動法人森のめぐみ 竹林整備活動 本地区ほか（糸島市前原） 竹林整備、たけのこ堀

20 福岡県竹林サミット実行委員会 第3回福岡県竹林サミットin糸島～竹林整備と竹の利活用～ 志摩町立中央公民館（糸島市志摩町） 県内各地域で活躍する団体による視察、講演会

21 筑前新宮に白砂青松を取り戻す会 新宮海岸「楯の松原」癒しの森づくり 楯の松原国有林（新宮町） 「盾の松原」松林の除間伐、中学生に対する森林環境教育

22 ものづくり福岡 森林（もり）のものづくり教室 田隈小学校ふれあいルーム（福岡市南区） 森林環境教育、木工

23 みのう森林の会 みのう森林の会 福岡県ふれあいの家北筑後ほか（久留米市）
小学生を対象とした森林環境教育、地域イベントでの木工、森林の働きに関す
る講演会

24 福岡東部子ども劇場 子ども達の環境教育と森林・林業体験学習 元の目山（朝倉市） 植樹、椎茸植菌

25 グリーンフォレスト福岡 耳納連山の森　森林整備体験～筑後川の森を豊かに～
盗人馬場地区（八女市星野村）
宝月迫地区（うきは市）

枝打ち、植樹、林業家による講演

26 久留米ちとせライオンズクラブ 環境創生事業（植樹・植栽） 久留米市有林（久留米市） 植樹

27 甘木林業後継者クラブ あまぎ水源の森づくり 佐田地区（朝倉市） 下刈り

28 福岡県環境緑化懇話会 さくら再生ボランティア（発心公園） 発心公園（久留米市） サクラの手入れ、講演会、記念植樹

29 三里松原防風保安林保全対策協議会 三里松原　松葉かき・間伐 三里松原（岡垣町） 松林での除伐・間伐・松葉かき

30 永犬丸西まちづくり協議会 「森のがっこう」事業整備活動 切塞市有林（北九州市八幡西区） 作業道整備、除伐、使用の整理、荒れ地の植栽

31 洞山保存会
「子や孫に残したい！みんなで救おう洞山を緑豊かな山に」「樹木

の子供たち1,000本育てよう。緑豊かな海岸線を目指して」
洞山（芦屋町） 林内整備、下刈り、清掃、育苗作業

32 NPO法人こすみんず エコ工房森づくりの会 嘉飯山地区 森林の除伐、除伐木の除去

33 遠賀川源流の森づくり推進会議 遠賀川源流の森づくり活動事業 嘉麻市 間伐・枝打ち・木工の体験活動、間伐材を使用したグッズの研究

34 福岡県有明海海苔共販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 北矢部地区（八女市矢部村） 下草刈り、植樹

35 山村塾 プロが教える山仕事講座 黒木町 森林ボランティア活動を行う人に対する安全講習会

36 おおむた環境ネットワーク 三池の森・里山再生、竹利活用事業 三池山（大牟田市） 森林、里山再生の為の講演会・講習会、竹林整備・竹炭製造、竹活用イベント

37 有明・里山を守る会 森林・里山整備インストラクター養成講座 稲荷山（大牟田市） 森林・里山整備インストラクター養成講座

38 手鎌歴史と里山の会 おおむたハイツ周辺の森林整備・旧アスレチック施設周辺の森林整備活動 甘木山（大牟田市） 除伐活動、植樹

39 ふくおか森林インストラクター会 森林と遊ぼう　2009夏休み 甘木山公園（大牟田市） 里山整備、森林環境教育

40 特定非営利活動法人有明会 （矢部川源流）里山森林下刈り及び植栽 笠原地区（八女市黒木町）ほか 下草刈り、植栽

41 大川木材青壮年会 木こりの森プロジェクト 大川市水処理センター（大川市） 植樹

42 ハローグリーン・けいちく 京築地区森林整備活動「ハローグリーンけいちく」 苅田町、上毛町、築上町（国見国有林） 里山整備、下草刈り、枝打ち・間伐、講演会・安全講習
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