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企画番号 団体名 活動の名称 活動の区分 ページ

福1 ふくおか森林インストラクター会 森林と遊ぼう　2008年　秋 森林環境教育 2

福2 飯盛山を愛する会 飯盛山もみじ植樹活動 里山の保全 3

福3 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Ｇ区画の里山の保全・整備活動 里山の保全 4

福4 那珂川町林業研究会 那珂川町ボランティアリーダー育成事業 森林の整備・保全 5

福5 奈多植林会 奈多浦松林保全事業 森林の整備・保全 6

福6 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
森林の整備保全
＆森林環境教育

7

福7 (財)おおのじょう緑のトラスト協会 トラストの森整備作業 森林の整備・保全 8

福8 笹丘おやじ会 笹丘小学校の裏山を親子で整備して、里山にする事業
里山の保全＆森
林環境教育

9

福9 ものづくり福岡 森林のものづくり教室 森林環境教育 10

福10 宗像市森林組合 池田地区放置竹林整備活動 里山の保全 11

福11 特定非営利活動法人　九州海外協力協会 国際視野で考えよう！地域とつながる森林づくり・入門編
森林の整備保全
＆その他

12

福12 ふくおか森づくりネットワーク 森林の働き、暮らしとつながりを学ぶミニシンポジウム・リレー その他 13

福13 前原市林業研究クラブ 森林ボランティアリーダー育成事業と子供たちの森林・林業体験学習
森林の整備保全
＆森林環境教育

14

福14 福岡市林業研究グループ 背振の自然を楽しもう
森林の整備保全
＆森林環境教育

15

福15 こうのす里山くらぶ 広葉樹伐採技術講習会 その他 16

福16 古賀市森林組合 谷山地区放置竹林整備活動 里山の保全 17

福17 篠栗町森林組合 篠栗地区放置竹林整備活動 里山の保全 18

福18 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 森林の整備・保全 19

福19 火山里山保全交流会 竹藪から里山更新 森林の整備・保全 20

福20 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松林の整備・保全活動 森林の整備・保全 21

福21 鐘崎漁業協同組合 豊かな玄海づくり 森林の整備・保全 22

朝2 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 23

朝3 福岡東部子ども劇場 朝倉森林保全体験
森林の整備保全
＆森林環境教育

24

八2 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 竹林の保全及び利活用プロジェクト 里山の保全 25

八3 永犬丸西まちづくり協議会 「森のがっこう」事業整備活動 里山の保全 26

八4 三里松原防風保安林保全対策協議会 三里松原保全活動 森林の整備・保全 27

八5 北九州市林業研究グループ きこり塾連続講座 森林の整備・保全 28

八6 北九州里山トラスト会議 北九州里山トラスト会議里山・里地整備事業
里山の保全＆そ
の他

29

八7 長野遊び場実行委員会 長野遊び場の森整備活動 里山の保全 30

八8 NPO法人北九環浄研 森林侵食竹材の伐採、利活用と憩いの森の復元 森林の整備・保全 31

飯1 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
森林環境教育＆
その他

32

飯3 ＮＰＯ法人こすみんず ＮＰＯ法人こすみんず森林づくりの会 森林の整備・保全 33

筑1 山村塾 森林ボランティアリーダー育成事業 その他 34

筑2 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 森林環境教育 35

筑3 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 森林の整備・保全 36

筑4 福岡県竹林サミット実行委員会 第2回福岡県竹林サミットin大牟田～竹林整備と竹の利活用～
里山の保全＆そ
の他

37

筑5 大川木材青壮年会 木こりの森プロジェクト
森林の整備保全
＆その他

38

筑6 特定非営利活動法人グラウンドワーク福岡 山を知ろう！体験しよう！～奥八女・山の体験活動
森林の整備保全
＆森林環境教育

39

筑7 特定非営利活動法人有明会 森林下刈りin櫨・藪椿植栽２００８ 里山の保全 40

筑8 童男山・犬尾城址保存会 童男山と犬尾城趾の森づくり事業
森林の整備保全
＆森林環境教育

41
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福１ 

活動の名称 森林と遊ぼう 2008 年秋 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 福岡森林インストラクター会 

活動場所 宇美町（四王寺県民の森） 補助金額 473,000 円 

活動の目的 
樹木や野草・動物・昆虫など自然に触れ親しみ、その面白さや大切

さを理解し深める。 

参加者数        60 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.10.26 

周辺地域の小学校に自作のパンフレットを配布し、小学生 48 名及

び保護者等 10 数名の参加があった。 

 当日はあいにく少雨で肌寒かったため、野外での活動を若干縮小

し、ピロティでの活動を多めに変更し実施された。 

活動内容：樹木観察、樹木クイズ、ネイチャーゲーム、ネイチャーク

ラフト他 

 

状況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ネイチャーゲーム 樹木観察会

木工ｸﾗﾌﾄの作品品評会樹種当てクイズ回答中 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 2 

活動の名称 飯盛山もみじ植樹活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 飯盛山を愛する会 

活動場所 福岡市西区飯盛山散策路一帯 補助金額 496,000 円 

活動の目的 

飯盛山散策路にモミジを植栽し、都市近郊住民が登山等により楽し

める地域の憩いの里山とする。この活動を通して、地域おける里山を

整備する輪を広げることを目的とする。 

参加者数        21 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.8 

「飯盛山を愛する会」が、一般市民を対象に参加者を募集し事業をお

こなった。 

一般参加者に作業指導を行いながら、飯盛山散策路一帯に、モミジ

苗木 50 本の植栽を行った。 

 

状況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

作業開始前の説明・指導 モミジの大苗を植栽

しっかり育て！と願いを込めて 作業終了！ 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 3 

活動の名称 
九大伊都キャンパス生物多様性保存ゾーン G区画 

里山の保全・整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 福岡グリーンヘルパーの会 

活動場所 九大伊都キャンパス（福岡市西区元岡） 補助金額 318,000 円 

活動の目的 

この事業で「楽しく」「学びながら」をモットーに、自然環境保全

の推進と次世代を担う人材の育成を図り、「未来に美しい豊かな自然

と森を残し育てる」ことを目的にする。 

参加者数        238 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.12～ 

H21.2.6 

九大伊都キャンパス生物多様性保全ゾーン（約１２ha）を１２区画

に分けたうちの、G区画に散策路の整備を行った。 

活動内容：散策路の整備、周辺侵入竹の伐採・チッパーによる粉砕、

竹チップの処理、樹木の名札設置など。 

 

状況写真 

 

 

事業前の説明会 伐採前の状況

竹伐採中 伐竹した竹材の整理
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 4 

活動の名称 那珂川町ボランティアリーダー育成事業 

活動の区分 森林の整備・保全                     ） 

団体名 那珂川町林業研究会 

活動場所 那珂川町大字梶原 補助金額 231,000 円 

活動の目的 

森林ボランティアリーダーとなる人材を育成し、リーダーとして自立

化させることにより、森林整備の面的拡大を促し、森林の持つ水源涵

養機能や土砂流出防備機能などの公益的機能の維持・増進を図ること

を目的とする。 

参加者数        33 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.2.14 

上梶原地区の山林において、地元および隣接する地域住民に参加を

呼びかけ、林内の保育間伐を中心に、森林整備の必要性や、林業機械

の使用方法、安全作業の講習・指導を行った。 

 

状況写真 

 
 

 

保育間伐の実習

実習前の安全講習

実習終了者 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 5 

活動の名称 奈多浦松林保全事業 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 奈多植林会 

活動場所 福岡市東区奈多（中裏付国有林内） 補助金額 133,000 円 

活動の目的 

奈多海岸は自然環境に恵まれた地域であったが、松枯れ等により白砂

青松が失われつつある。そこで、地域住民に呼びかけ、松苗の植樹を

実施し、松林の保全育成をはかる。併せて、地域住民の啓発と連帯意

識の向上をはかる。 

参加者数        110 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.3.15 

松食い虫の被害に強い、「筑前スーパー黒松」の苗 400 本の植樹を

行った。 

肥料、補助支柱等設置の準備作業も適切に行われ、非常に円滑に植

栽作業が行われた。 

 

状況写真 

 

 

筑前スーパー黒松の植樹 親子で植樹作業中 

美しい松林を目指して 植え付け終了 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 6 

活動の名称 新宮海岸「楯の松原」癒しの森づくり 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 筑前新宮に白砂青松を取り戻す会 

活動場所 楯の松原・新宮中学校（新宮市） 補助金額 509,000 円 

活動の目的 「盾の松原」の再生・保全及び次世代への継承のための森林環境教育

参加者数        616 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.8.3 

～ 

H20.11.2 

除伐、間伐、林内整理 のべ 46 名 

新宮中学クリーン作戦講演 270 名 

新宮中学間伐・チップ作業 300 名 

 

状況写真 

 

 

中学生による松の除伐作業 

会員による間伐作業
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 7 

活動の名称 トラストの森整備作業 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 財団法人 おおのじょう緑のトラスト協会 

活動場所 トラストの森（大野城市牛頸） 補助金額 289,000 円 

活動の目的 

下草刈りやつる切り等森林整備作業を通して、多くの方に「自然は

人の手で守られてきれいに維持されていることを伝え、森林保護活動

の気運を高めることを目的とする。 

参加者数        36 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.20 
会員及び協会報、市報等による公募に応じた一般市民等３６名によ

り、刈払機、手鎌を用いて下刈り、つる切り等を実施した。 

 

状況写真 

 

 

刈り払い機を使った下刈り作業 安全のため黄色いベストを着用 

作業のための安全確認中 残暑厳しい中、下草刈り 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 8 

活動の名称 笹丘小学校の裏山を親子で整備して、里山にする事業 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名 笹丘おやじ会 

活動場所 
福岡市中央区笹丘 

（福岡市立笹丘小学校裏山） 
補助金額 329,000 円 

活動の目的 

小学校 PTA、子供会及び小学校と協賛・連帯を図りながら、「笹丘小

学校の裏山」の環境を整備し、身近な里山として整備することで「里

山の保全」と「森林環境」の重要性を認識させることを目的とする。

参加者数        102 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11．9 

下草刈り、落ち葉かき、蔓払い、もやかき・間伐・枝払いを行った。

もやかき・間伐した木から、しいたけ栽培に使える原木を確保した。

購入した完熟ほだ木を、林内に立てた。 

H21.2.15 
小学校の裏山の整備と、しいたけ原木の玉切り・搬出を行った。原

木は、菌を接種し、整備した林内に伏せ込んだ。 

 

状況写真 

 

 

クヌギ原木にドリルで穴空け 種駒を金槌で打ち込んでます 

クヌギ原木の玉切り みんなで玉切り作業 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 9 

活動の名称 森林のものづくり教室 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 ものづくり福岡 

活動場所 
西油山散策及び田隈小学校ふれあい

ルーム（福岡市早良区） 
補助金額 440,000 円 

活動の目的 

人が植えた木を私たちの生活に使うにはどのように加工しなけれ

ばならないか、それとともに森林に自然に自生している木も加工しな

がら、森林の役割を学ぶ 

参加者数        110 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.7  
午前：講師を迎えて森の仕組みを学ぶ「第 1回森の散策」 

午後：桜の枝とケヤキの小枝を使い「森の昆虫作り」 

H20.12．7  
午前：森の生態系を題材とした「第 2回森の散策」 

午後：間伐材を利用した「森林の椅子作り」 

H21.3. 1 
午前：野草や野鳥、昆虫を題材とした「第 3回森の散策」 

午後：竹と間伐材の板で「飾り棚作り」 

 

状況写真 

 

 

作品を持って記念撮影 

森林環境教育のお話し

「森の散策」にむけた先生のお話し

親子で材料作り 飾棚作成中 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 10 

活動の名称 池田地区放置竹林整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 宗像市森林組合 

活動場所 宗像市池田 補助金額 475,000 円 

活動の目的 

放置され荒廃した竹林を地域住民や一般市民で伐採・整備する。 

この活動を通して、竹林の現状や侵入竹による森林への被害など地域

の森林の状況を参加者が認識することにより、地域における荒廃した

里山を整備する輪を広げてゆくことを目的とする。 

参加者数        52 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11．9  

竹林の整備地域住民及び一般市民を対象に参加者を募集し、タケノ

コ生産に適する本数までノコで伐竹を行った。伐採した竹はイノシシ

よけの柵に利用、また破砕機でチップに処理し林内に散布を行った。

 

状況写真 

 

 

腰鋸での伐竹方法の指導 伐倒後の処理方法を指導中 

作業前の放置竹林 放置竹林の状況を学習 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 11 

活動の名称 国際的視野で考えよう！地域とつながる森林づくり・入門編 

活動の区分 森林の整備・保全、その他 

団体名 特定非営利活動法人九州海外協力協会 

活動場所 
福岡市博多区「さざんぴあ博多」 

福岡市南区「油山自然観察の森」 補助金額 137,000 円 

活動の目的 

幅広い層の人々が出会い、つながる場を提供し、県民が一丸となっ

て主体的に森林づくりに取り組む気運の向上、森林保全等の環境活動

に関して積極的に取り組む地域のネットワーク構築 

参加者数        51 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.22 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝでは①「あなたにとって森とは？」②「誰のために森を守るの？」

という二つの議題について参加者同士で、それぞれの意見を共有し、整理を行った。

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝではそれぞれのﾌｨｰﾙﾄﾞの現状や、日頃環境活動をしている中で感じ

ていること、森林や干潟の保全活動に取り組んでいる理由、活動への情熱、またﾐｬ

ﾝﾏｰを中心とした海外の森林事情について語った。 

H20.11.29 

2 ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれ、森林散策とｸﾗﾌﾄ体験を行った。森林散策の道中では、食感、

触感、匂いなど五感をフルに使ったﾚﾝｼﾞｬｰからのﾚｸﾁｬｰを受け、新しい発見や学びに

盛り上がった。 

ｸﾗﾌﾄづくりでは最初に材料収集に出かけていき、自分で集めた材料とﾚﾝｼﾞｬｰが事

前に用意してくれていた木の輪切り、木の実等を用い、思い思いのｸﾗﾌﾄを作成した。

 

状況写真 

 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの様子 森林散策でﾚﾝｼﾞｬｰからのﾚｸﾁｬｰ 

木工ｸﾗﾌﾄ作成中 
意見はまとめて見える化！ 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 12 

活動の名称 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 

活動の区分 その他（ シンポジウム・現地視察 ） 

団体名 ふくおか森づくりネットワーク 

活動場所 福岡市婦人会館（福岡市）他 補助金額 600,000 円 

活動の目的 
一般市民を対象に、水源かん養機能など森林の多面的機能について

普及啓発し、暮らしと森のつながりを考えることを目的とする。 

参加者数        259 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.10.30 

～ 

H21．2.14 

○ミニシンポジウム第 1回「木を使う人/木挽き棟梁が語る、森林（も

り）の向こう側」 

○第 2回「木を育てる人/時を超える森・林業の今・森を守る思い」

○第 3回「森を見る人/森の働き・私たちの暮らしとの結びつき」 

○現地（視察）ツアー「ふるさとツアー/九州の林業・山の暮らし」

 

状況写真 

 

 

ミニシンポジウムの様子 

ミニシンポジウムの様子 現地視察ツアー 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 13 

活動の名称 森林ボランティアリーダー育成事業と子ども達の森林・林業体験学習

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 前原市林研クラブ 

活動場所 前原市大字高祖 補助金額 298,000 円 

活動の目的 
森林は県民共有の財産であるという意識を高め、「みんなで守り育

てる」という気運を向上させることを目的とする。 

参加者数        228 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.27  
森林の整備・保全： 

参加者に対し森林整備の必要性等を指導し、間伐作業を実施した。 

H21.1.21 

～ 

H21.2.6 

森林環境教育： 

小学校５年生を対象に森林学習会、林業体験（枝打ち、間伐）を行っ

た。 

 

状況写真 

 

 

森林環境教育：間伐材の玉切り体験 

森林の整備：間伐

森林環境教育：枝打ち体験
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 14 

活動の名称 背振の自然を楽しもう 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育、 

団体名 福岡市林業研究グループ 

活動場所 
福岡市早良区 

（背振キャンプ場） 
補助金額 474,000 円 

活動の目的 
福岡市森林組合背振キャンプ場を拠点にして、下流域の小学生を対

象に背振の自然に触れ、森林の中で新たな発見をしてもらう。 

参加者数        166 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.8.21 

地元 3地区の消防少年団員を対象に以下の活動を実施 

・クヌギ林の下草刈り体験 

・木材・竹材を利用したクラフト作成 

・丸太切り競争 

H20.8.22 
・植物観察会（背振山系トレッキング） 

 

 

状況写真 

 

 

木工クラフト作品 クヌギ林の下草刈り 

植物観察をしながら散策 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 15 

活動の名称 広葉樹伐採技術講習会 

活動の区分 その他（森林ボランティアの人材育成） 

団体名 こうのす里山くらぶ 

活動場所 
福岡市南区長丘 

（長丘公民館・鴻巣山） 
補助金額 330,000 円 

活動の目的 

ボランティアによる広葉樹伐採の安全性向上：広葉樹に特化した作

業技術を学ぶことで、里山保全作業の安全性向上を図る。 

初心者や一般会員への安全意識の啓発：オブザーバー参加を認める

ことで、初心者や一般会員の参加を促し、安全意識の啓発を図る。 

団体間の交流と波及効果：他団体にも参加を呼びかけ、交流を行う

と共に安全意識拡大の波及効果が望める。 

参加者数        31 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.1.24～ 

H21.1.25 

「森づくり安全技術・技能習得制度全国推進協議会」より講師を招

聘し、シイ・カシ林での技術講習を行い、翌日、上記講師による、安

全な作業技術に関する講義・広葉樹の伐木実習を行った。 

 

状況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全作業講習会の様子

広葉樹伐木実習 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 16 

活動の名称 谷山地区放置竹林整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 古賀市森林組合 

活動場所 古賀市谷山地区 補助金額 440,000 円 

活動の目的 
谷山地区の放置され荒廃した竹林の整備を行い、地域における荒廃

した里山の整備について啓発していくことを目的とする 

参加者数        59 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.2.22 

地域住民および一般市民を対象に参加者を募集し、森林インストラ

クターによる、「・竹林整備の方法について・安全作業について」講

習会を行った。 

H21.3.5  
竹林利活用アドバイザー等の指導の下、放置竹林の整備・伐竹、伐

倒した竹材の整理を行った。 

 

状況写真 

 

 

公民館で安全作業講習会

放置竹林での伐竹作業

作業前の準備運動

安全作業のため休憩中
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 17 

活動の名称 篠栗地区放置竹林整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 篠栗町森林組合 

活動場所 篠栗町篠栗地区 補助金額 493,000 円 

活動の目的 

放置され荒廃した竹林による環境悪化の改善策として地域住民の

参加で、竹の伐採や整備を行うことにより竹林の現状や侵入竹による

森林への被害などを参加者に理解させ、地域における荒廃した里山整

備の推進を目的とする。 

参加者数        88 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.27～ 

H21.3．7 

地域住民に参加者を募集し、本数調整のための伐竹作業を実施し

た。伐採した竹は、リースした粉砕器でチップ化し、林内に散布した。

当初 12 月 6 日に予定していた作業は、積雪のため 3 月 7 日に延期

して実施した。 

 

状況写真 

 

 

全員で伐竹作業 

リースした粉砕器 枝葉の片付け

竹材の整理作業
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 18 

活動の名称 森と海の再生交流事業 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 森と海の再生交流事業実行委員会 

活動場所 
曲渕ループ橋下 

（福岡市早良区大字曲渕） 
補助金額 413,000 円 

活動の目的 

漁業関係者や市民ボランティア団体等が協働して植林作業を行い、

相互交流を図るとともに、水域全体としての環境保全を図ることを目

的とする。 

参加者数        120 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.12.7 

「実行委員会会員、関係団体員及び一般市民等、約 120 名により、 

スコップ、手鍬を用いて広葉樹苗の植栽を実施した。 

コナラ、クヌギ、ヤマザクラ等の広葉樹苗 720 本を、各団体毎に数

カ所のゾーンに分かれ植栽を行った。 

 

状況写真 

 

 

前日の雪が残るなか本部に集合

数年後には美しい森に 

広葉樹を植栽

手鍬なので植えるのも一苦労 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 19 

活動の名称 竹藪から里山更新 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 火山里山保存交流会 

活動場所 
糸島郡志摩町 

大字稲富 
補助金額 532,000 円 

活動の目的 

志摩町の火山(標高 244m)では、里山の竹林化が進み、景観、水源か

ん養、防災の各面で大きな問題が生じている。そこで、竹林を伐採し、

同地域において自然に生えてくる草木の芽生えを活かし、また一部に

花木を植栽して、里山の更新を行う。この活動が、竹林拡大対策の一

モデルとなることを目的とする。 

参加者数        73 人 

 

活動  

実施日 
主な活動実績 

H20.11.5 

～ 

H21.3.1 

会員に呼びかけ、11 月と 2月に侵入竹の伐竹作業を行った。伐採した竹

材は軽トラックで搬出し、竹炭用に集積した。 

3 月に、上記の事業で出来た伐採跡地に、ビワ、カキノキ、ヤマザクラ、

サクランボなどの苗、約 60 本を植栽した。 

 

状況写真 

 

会員で育てた山取の苗 広葉樹苗の植栽作業
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 20 

活動の名称 博多湾沿岸における松林の整備・保全活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 特定非営利活動法人はかた夢松原の会 

活動場所 
福岡市東区奈多 

（国営海の中道海浜公園内松林） 
補助金額 575,000 円 

活動の目的 

植樹活動に加え、市民の手で松林の保全活動を行い、市民の財産と

しての松林の意識や環境保全や緑化活動への参加意識を向上させ、住

環境及び地球環境の改善や保全に貢献することを目的とする 

参加者数        353 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.12.18  

～ 

H21.3.7 

12 月：植樹・間伐（除伐）予定地の調査 

2 月：作業用進入路開設のための伐採作業 

3 月：植樹・間伐事業実施 

植樹グループ・間伐グループに別れそれぞれ、作業説明・指導を受

けた後、松苗 800 本の植栽と 250m2 の 8 年生松林の間伐（除伐）作業

を行った。 

 

状況写真 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松苗の植栽作業 

植えられたクロマツ

8年生松林の間伐（除伐）
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 福 21 

活動の名称 豊かな玄海づくり 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 鐘崎漁業協同組合 

活動場所 
宗像市鐘崎 

（福岡県栽培漁業センター北側松林）
補助金額 440,000 円 

活動の目的 

松食い虫被害によって枯れた松林に抵抗性松の植栽を行い、森林の

豊かな働きによって豊かな漁場の創設につなげ、もって森林のすばら

しい働きを参加者とともに理解し合う。 

参加者数        80 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.3.7 

漁協青年部に参加を呼びかけ、松食い虫被害による松枯れが目立つ

地区の防風林内で、「筑前スーパー黒松」の苗の植栽と林内の整備を

行った。 

 

状況写真 

 

 

植栽された「筑前スーパー黒松」

植え穴に入れる赤土と肥料 大人数で、無事作業終了

松苗を植栽する漁協青年部
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 朝 2 

活動の名称 みのう森林の会 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 みのう森林の会 

活動場所 
久留米市田主丸町 

(福岡県緑化センター外) 
補助金額 492,000 円 

活動の目的 
地元小学校への森林環境教育、「耳納の市」会場での木工教室及びパ

ネル展示、森づくり活動講演会 

参加者数 72 人（その他「みのうの市」の推定参加者 2,000 人） 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.20 地元船越小学校児童を対象に森林環境・体験学習を行った。 

H20.11.1、2 
「みのうの市」会場での間伐材木工教室・森林環境に関するパネル、

パンフレット、ビデオ等によるＰＲを行った。 

H21.3.12 
田主丸複合文化施設「そよ風ホール」において、「木の時代、森の時

代」講演会 
 

状況写真 

 

 

間伐材木工教室 森林環境・体験学習 

みんなで枝を整理！ 「木の時代、森の時代」講演会 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 朝 3 

活動の名称 朝倉森林保全体験 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 福岡東部子ども劇場 

活動場所 朝倉市黒川（黒川山） 補助金額 532,000 円 

活動の目的 
子ども達に定期的・継続的な山の体験をさせることで自然の一部とし

ての自分を認識させ、日常的に自然を守ることを考えるよう促す。 

参加者数         59 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.3.14 

子どもと大人会員 59 名により、朝倉市黒川（通称 黒川山）にお

いて、朝倉森林組合の指導のもと植樹・シイタケの種ゴマ打ちを体験。

作業終了後にはシイタケの出来る仕組みや季節・気候との関係等につ

いても話を聞くことができ、自然の不思議さやおもしろさを理解でき

た。 

 

状況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

  

 

植樹体験 

シイタケの種駒打ち体験 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 2 

活動の名称 竹林の保全及び利活用プロジェクト 

活動の区分 里山の保全 

団体名 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 

活動場所 
北九州市若松区 

（ひびきの南公園）他 
補助金額 227,000 円 

活動の目的 

里山・都市近郊林での放置された森林、特に竹林での保全活動を通し

て、活動参加者を人材育成し指導者養成すること等から、竹林保全活

動参加者が里山保全の技術にとどまらず、各地で活躍することで里

山・竹林保全のネットワークを構築することを目的とする。 

参加者数 341 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.13～ 

H21.3．14 

（竹林の間伐）一般募集参加者による竹林の間伐作業実施。参加者が

指導者へ育成することも目的に実施している。 

H20.8.23 

H20.12.27 

（竹細工教室）夏休みには、地域年配者が講師の竹細工教室、12 月に

は手のひらサイズの門松づくり。 

H20.11.2～ 

H20.12.26 

（竹灯篭・巨大門松作成）竹灯篭や巨大門松を作成し、北九州市立大

学構内に設置、間伐竹の利用展示を行った。 

H21.2.25～27 
（バンブーデザインワークショップ）竹材を活用した竹屋根づくり工

法を検討し、地域住民と屋根づくりを行った。 

H20.10.8～10 

H21.3.7 

（活動パネルの展示）竹林、里山の保全活動やなど、研究会の取組み

概要の活動写真を展示した。 

 

状況写真 

 
伐竹作業 

パネル展示 竹燈篭づくり

竹細工教室 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 3 

活動の名称 「森のがっこう」事業整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 永犬丸西まちづくり協議会 

活動場所 
北九州市八幡西区 

（切塞市営林 他） 
補助金額 421,000 円 

活動の目的 
森林を整備し、地域住民や子供たちが入山しやすい親しみのある里山

を造成し、地域の連帯を深め、森林保全の意識を高める。 

参加者数       223 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.8.12～ 

H21.3.21 

（里山整備）全 18 回 

切塞市営林（北九州市八幡西区）の整備を目的に、枯れ松伐採、玉伐

り、及び除伐などの作業を行なった。 

また、切塞市営林に隣接する、永犬丸西小学校が行う屋外授業「森の

がっこう」の事前準備として歩道整備も行った。作業は主に永犬丸西

まちづくり協会の会員で行っている。 

H21.1.17 

（研修会の開催） 

八幡西区永犬丸市民センターにて、地元森林組職員を講師に里山整備

の重要性、今後の活動に向けての研修会を行った。 

H21.2.21  

（安全講習会の開催） 

八幡西区永犬丸市民センターにて、地元森林組職員を講師に「安全山

仕事講座」を行い、立木の伐採手順、長鎌の使い方などの安全作業に

関する研修会を行った。 

 

状況写真 

 

研修会

市営林整備 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 4 

活動の名称 三里松原保全活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 三里松原防風保安林保全対策協議会 

活動場所 
遠賀郡岡垣町 

（三里松原） 
補助金額 295,000 円 

活動の目的 
住民が近づきやすく、親しめる三里松原となるよう、地域住民などの

ボランティアで除伐、間伐や松葉かきなどの環境整備を行う。 

参加者数        250 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.12.7 
（松葉かき）岡垣町三里松原において、事前に募った地域住民、ボラ

ンティア等による松葉かきを行った。 

H21.2.1 

（除伐・間伐）岡垣町三里松原において、事前に募った地域住民、ボ

ランティア等により、手鋸での除伐、間伐及び除間伐後の集積作業を

行なった。集積された間伐材はチッパーにより処理。 

 

状況写真 

 

 

除 伐 除 伐 

松葉かき 松葉かき 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 5 

活動の名称 きこり塾連続講座 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 北九州市林業研究グループ 

活動場所 北九州市小倉南区大字合馬 補助金額 332,000 円 

活動の目的 
林業研究グループとしての長年の林業経験とボランティア要請実績

をもとに、さらに多くの森林ボランティアを養成する。 

参加者数        43 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.1 

（第１回きこり塾）事前に募った参加者に対して、安全講習会（チェ

ーンソー、刈り払い機等の操作及びメンテナンス、鉈、鎌の使用方法）

及び伐木、伐竹実習を行った。 

H21.2.14 
（第 2回きこり塾）事前に募った参加者に対して、安全講習会（間伐

作業における注意等）間伐計画の作成、現地での間伐実習を行った。

 

状況写真 

 

 

講習会の様子 現地実習 

間伐実習 メンテナンス実習 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 6 

活動の名称 北九州里山トラスト会議里山・里地整備事業 

活動の区分 里山の保全、その他（シンポジウム ） 

団体名 北九州里山トラスト会議 

活動場所 北九州市八幡東区河内 他 補助金額 499,000 円 

活動の目的 
北九州の身近な里山・里地の整備に、より多くの市民が積極的に関わ

るための啓発を目的とする。 

参加者数        131 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.8.24 

（里山整備の下刈り、侵入竹の伐採）八幡東区河内において、一般募

集参加者による、下刈り・侵入竹の伐採を行なった。作業は初心者も

多く大鎌、鋸を使用しての作業が主体となった。 

H20.10.13 

（里山シンポジウム）八幡東区イノベーションギャラリーにて基調講

演「里山 1 人と自然の新しい関係として」、パネルディスカッション

「北九州の里山とは？」を行った。 

H20.12.13、 

H21.2.21 

（里山整備 侵入竹の伐採）八幡東区河内（竹林オーナ制度実施地）

において、竹林オーナと、募集による参加者での伐竹作業、伐採竹を

利用したリース作り等を行った。 

H21.3.8 

（伐採竹の処理）八幡東区河内（竹林オーナ制実施地）において、こ

れまでの作業により集積された間伐竹を竹チッパーによる処理を行

い、併せて今後の整備活動の勉強会を行った。 

 

状況写真 

 

 

伐竹作業 作業終了後は道具の手入れ

シンポジウム 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 7 

活動の名称 長野遊び場の森整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 長野遊び場実行委員会 

活動場所 北九州市小倉南区長野 補助金額 219,000 円 

活動の目的 
子供たちに冒険的で身体全身を使って遊ぶことのできる里山を提供

するための里山再活用と保全 

参加者数        101 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.10.18 

（放置竹林の伐採）募集により集った参加者により、手鋸での伐竹、

潅木の伐採を行なった。子供たちが上れる階段設置も計画しており緩

傾斜地を中心に伐採を行った。 

H20.11.22 

（伐採竹の搬出、処理）募集により集った参加者により、前回伐採し

た竹の搬出、処理を行った。処理は近くでチップ化する活動を行って

いる団体に協力依頼し処理している。 

H21.2.21 
（階段組立）募集により集った参加者により、階段の組立、運搬の 2

グループにわけて作業を行なった。 

H21.2.22、 

H21.3.15 

（階段、手すりの設置）募集により集った参加者により、階段設置を

開始、傾斜の急な箇所には手すりを取り付ける作業を行った。 

 

状況写真 

 

 

伐竹作業 階段の設置 

階段の設置 階段の設置 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 八 8 

活動の名称 森林侵食竹材の伐採、利活用と憩いの森の復元 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 ＮＰＯ法人北九環浄研 

活動場所 北九州市小倉南区（長野緑地公園他） 補助金額 696,000 円 

活動の目的 
竹の伐採やその後のチップ化と活用により放置森林の整備の必要性、竹

資源の活用を市民にＰＲし、森林整備保全活動の参加者拡大を目指す。

参加者数 129 人（その他地域イベント等の推定参加者 660 人） 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.19～ 

H20.10.24 

（機械による放置竹林の伐採）長野緑地公園にて機械による伐採・

チップ化し、チップ化した竹の用途を検討した。 

H20.9.20～22 （竹チップの利活用）小倉南区長野の市民農園に、竹チップをマル

チング材として使用した。 

H20.9.28 （炭焼き説明会）長野緑地公園にて炭焼きの説明会を行った。併せ

て竹炭、竹チップを配布し竹材をＰＲした。 

H20.10.4、5 （環境イベントに参加）北九州市で行われたエコスタイルタウンで

侵入竹の現状等についてのパネル展示、竹炭、竹チップなど竹の利

活用のＰＲを行った。 

H20.10.15、 

H20.10．26、 

H20.11．28～30 

（竹チップの利活用ＰＲ）①若松区の松林内に雑草防止に竹チップ

を使用②若松区の白鳥展示館で侵入竹の現状等についてパネル展示

③長野縁日祭で侵入竹の現状等パネル展示、竹炭、竹チップを配布

し竹材をＰＲ。④福祉機器展で竹炭 PR。 

H20.11.3、23、24 

H20.12.7 

（炭焼き体験） 

小倉南区郷原、長野緑地公園にて炭焼き体験を行った。 
 

状況写真 

                  

 

伐竹作業 竹の粉砕

パネル展示 

31



福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 飯 1 

活動の名称 遠賀川源流の森づくり活動事業 

活動の区分 森林環境教育、その他 

団体名 遠賀川源流の森づくり推進会議 

活動場所 嘉麻市 補助金額 418,000 円 

活動の目的 

間伐・枝打ち体験活動や環境教育を通して、参加者に森林への親しみ

をもってもらう。また間伐材の有効利用を目的とした研究開発、グッ

ズの購入してもらうことで、植樹苗等にトレードし、森林整備への貢

献を実感してもらうことを目的とする 

参加者数        136 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.9.26 

H20.11.14 

H21.3.11 

間伐材を有効利用したグリーントレード商品を開発し、製品が新た

な苗木に交換できるようなシステムを作ることを目ざし、大学生に現

場や工場の見学を実施した。学生アイデアのプレゼンに対し審査を行

い、工房を借りて製作品を作成した。 

H20.12.20 

H21.2.20 

H21.3.14 

小学生を対象に山の現状と間伐のレクチャー、間伐体験、木工、ヤ

マザクラとアオダモの植栽を行った。 

 

状況写真 

 
 

 

学生アイデアの製品 

学生アイデアの製品 

間伐について講習 間伐体験 

みんなで力を合わせて！
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 飯 3 

活動の名称 ＮＰＯ法人こすみんず森林づくりの会 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 ＮＰＯ法人こすみんず 

活動場所 嘉飯山地区 補助金額 468，000 円 

活動の目的 自主独立した森林の整備・保全活動の維持と継続的な森林づくり 

参加者数        150 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.9 

～ 

H21.2.8 

嘉麻地区から整備して欲しい山林を公募し、嘉麻市にある侵入竹林

を選定し、この山林で、伐竹を 3回にわけ実施した。参加者も一般募

集。最終回には日もさすようになり、参加者から感激の声が上がった。

延べ参加者 150 人 

 

状況写真 

 
 

 

作業前ミーティング 

林内は竹でびっしり！ 

小さな作業も大きな力 

みんなで助け合いながらの作業です 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 1 

活動の名称 森林ボランティアリーダー育成事業 

活動の区分 その他（森林ボランティアリーダーの人材育成） 

団体名 山村塾 

活動場所 黒木町笠原地区 補助金額 1,000,000 円 

活動の目的 

森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に興味を持つ人を対象に経験豊かなプロによる山仕

事講座を複数回実施し、安全に森林整備に取り組むことのできる人材

の育成を目指す。 

参加者数        152 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.22 

～ 

H21.3.7 

 

一般公募と、会員から参加者を募集。林業家や専門の講師による講座

を実施し、安全な森林整備の技術習得を行った。 

プロが教える山仕事講座①手道具編。参加者 19 人 

プロが教える山仕事講座②ﾁｪｰﾝｿｰ基本編。参加者 19 人 

プロが教える山仕事講座③ﾁｪｰﾝｿｰ伐木編。参加者 22 人 

手道具練習会及び審査会。参加者 9人伐木練習会。参加者 7人 
 

状況写真 

 

 

チェンソー基本編 

チェンソー伐木編 

チェンソー伐木編 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 2 

活動の名称 森林・里山整備インストラクター養成講座 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 有明・里山を守る会 

活動場所 大牟田市三池山他 補助金額 377,000 円 

活動の目的 
森の整備に携わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや指導者の育成を図るｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの養成講座

を開催し、活動者や指導者の育成を図り、森林の整備を進める。 

参加者数 295 人（その他「竹林コンサート」推定参加者 140 名） 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.9.13 

～ 

H21．3．21 

全 13 回コースの森林・里山ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座。 

「環境問題と里山保全」に関する講演会、竹工作体験及び安全講習、

竹林整備実習、刈り払い機、ﾁｪｰﾝｿｰの整備実習及び竹伐採実習など。

 

状況写真 

 

 

竹林整備実習中 竹工作体験 

チェンソー整備実習 チッパー作業 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 3 

活動の名称 有明海再生のためのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 福岡県有明海海苔共販漁業協同組合連合会 

活動場所 矢部村大字北矢部 補助金額 290,000 円 

活動の目的 

矢部村地域の森を山と海が一体となって、この森を守り育てること

で、地域の連携を深めるとともに森林保全の意識が高まり、植林活動

を通じ漁業環境保全意識の向上を目的とする。 

参加者数        41 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.3.6 
共販漁連参加の漁協・生産者により、海苔漁場に注ぐ矢部川上流に当

たる矢部村北矢部に、クヌギ 800 本を植栽した。参加者 41 名。 

 

状況写真 

 

 

矢部川の森林を守るために活

動する漁業者 

クヌギの植林
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 4 

活動の名称 第 2回福岡県竹林サミット in 大牟田～竹林整備と竹の利活用～ 

活動の区分 里山の保全、その他 

団体名 福岡県竹林サミット実行委員会 

活動場所 大牟田市ﾘﾌﾚｽ大牟田 補助金額 508,000 円 

活動の目的 
県内各地の竹林整備・竹の利活用に取り組む市民団体が交流して、整

備や研究開発の機運を高める 

参加者数        360 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.3.14、15 
竹林サミット（基調講演及び事例発表）。（210 人） 

竹材利活用関連施設見学。79 名。講演会及び竹楽器演奏会（150 人）

 

状況写真 

 

 

基調講演 

現地視察 

バンブーオーケストラ（楽器はすべて竹材）
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 5 

活動の名称 木こりの森プロジェクト 

活動の区分 森林の整備・保全、その他 

団体名 大川木材青壮年会 

活動場所 大川市榎津中央公園 補助金額 645,000 円 

活動の目的 
植林を行い、身近に森林を感じることで、地域住民の森林整備への関

心を高める 

参加者数        141 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.12.14 
榎津中央公園におけるクヌギ、コナラなど、ドングリのなる木の植

樹活動。参加者は一般公募による。141 名 

 

状況写真 

 

 

多くの参加者が集った

ここが森林になる！ 

たくさんドングリが実るといいな
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 6 

活動の名称 山を知ろう！体験しよう！～奧八女・山の体験活動 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 特定非営利活動法人グランドワーク福岡 

活動場所 星野村金山他 補助金額 493,000 円 

活動の目的 

 実際に山に入り、体験を通じて森林や林業に対する理解を深め、 

愛着をもって県民共有の財産である森林保全の意識を醸成すること

を目的とする。 

参加者数        23 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.10.18 
林業家の方にガイドによる星野村などの山林視察、 

林業家を交えた座談会、参加者 13 人 

H20.11.15 
事前に林業家が選木をした森林で、手鋸により間伐。必要に応じて

フェリングレバーなども使用。参加者 10 人 
 

状況写真 

 

 
 

 

林業家に話を聞きながらの山林視察

林業家を交えた座談会

森林整備（間伐） 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 20 年度 企画番号 筑 7 

活動の名称 森林下刈り in 櫨・藪椿植栽 2008 

活動の区分 里山の保全 

団体名 特定非営利法人有明会 

活動場所 黒木町笠原他 補助金額 446,000 円 

活動の目的 
矢部川源流及び支流の星野川の自治体・住民と連携を図り、海と山の

交流を深めながら市民運動を行う。 

参加者数        130 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.8.9 

～ 

H21.3.29 

会員を中心に、黒木町の地域振興グループなども交えながら、下刈

り、植栽を行った。 

下刈り実習 2 回 68 人 

ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ及びﾊｾﾞﾉｷの植栽 2 回 62 人 

 

状況写真 

 

 

下刈り 下刈りを終えて 

植栽を終えて こんなに急傾斜でも！ 
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福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 20 年度 企画番号 筑 8 

活動の名称 童男山と犬尾城趾の森作り事業 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 童男山・犬尾城趾保存会 

活動場所 
八女市 

（童男山古墳他） 
補助金額 500,000 円 

活動の目的 

プロの指導のもとで森林整備と植栽を行うことで、地域住民や青少年

がもっと気楽に森林と触れ合える環境をつくり、併せて学習会を行う

ことで市民みんなで森を守る意識を高め、今後の里山保全活動を発展

させる。 

参加者数        120 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H20.11.30 

～ 

H21. 3.22 

会員を中心に、里山保全講演会、森林の整備などを実施した。 

クヌギ植樹。30 人 

里山保全講演会。30 人 

枝打ち、下刈り実習 2 回 30 人 

 

状況写真 

 

 

里山保全講習会 

クヌギ植樹 

植栽中 
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