
 
 
 
 

平成２１年度 
福岡県森林づくり活動公募事業の概要 



企画
番号

団体名 活動名称 活動区分 頁

福3 那珂川町林業研究会 森林の協働整備事業
森林の整備保全
森林環境教育

2

福4 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
里山の保全
森林環境教育

3

福5 飯盛山を愛する会 飯盛山新登山路開設事業 里山の保全 4

福6 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 その他 5

福7 鐘崎漁業協同組合 豊かな玄海づくり 森林の整備・保全 6

福8 (社)福岡県造園業協会 五ヶ山ダム植栽ボランティア
森林の整備保全
森林環境教育

7

福9 福岡市林業研究グループ 背振の自然に学ぼう 森林環境教育 8

福10 二丈町ふるさとの森林づくり 浮嶽周辺森林の整備活動 森林の整備・保全 9

福11 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 森林環境教育 10

福12 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
森林の整備保全
森林環境教育

11

福14 特定非営利活動法人九州海外協力協会 森と私たち 森林環境教育 12

福15 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 13

福18 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 里山の保全 14

福19 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

里山の保全 15

福20 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！～ 森林環境教育 16

福22 火山里山保全交流会 火山の里山環境図鑑づくり 森林環境教育 17

福23 笹丘おやじ会 親子で森林に学ぼう 森林環境教育 18

福24 福岡市水源林ボランティアの会 水源かん養林の保全 森林の整備・保全 19

福26 特定非営利活動法人森のめぐみ 竹林整備活動 里山の保全 20

福27 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～ その他 21

福29 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 22

福30 ものづくり福岡 森林（もり）のものづくり教室 森林環境教育 23

朝1 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 24

朝2 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
森林環境教育
森林の整備・保全

25

朝3 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～ 森林の整備・保全 26

朝4 久留米ちとせライオンズクラブ 環境創生事業（植樹・植栽） 森林の整備・保全 27

朝6 甘木林業後継者クラブ あまぎ水源の森づくり 森林の整備・保全 28

朝7 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）
里山の保全
森林環境教育

29

八2 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 森林の整備・保全 30

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 31

八4 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」

森林の整備・保全
里山の保全

32

飯2 NPO法人こすみんず エコ工房森づくりの会 森林の整備・保全 33

飯5 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

34

筑1 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 35

筑3 山村塾 プロが教える山仕事講座 その他 36

筑4 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 里山の保全 37

筑5 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 38

筑6 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 森林の整備・保全 39

筑7 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 森林環境教育 40

筑9 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 里山の保全 41

筑10 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 42

行1 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」
森林の整備・保全
里山の保全、その他

43
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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 21 年度 企画番号 福 3 

活動の名称 森林の協働整備事業 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 那珂川町林業研究会 

活動場所 那珂川町大字片縄、上梶原 補助金額 474,000 円 

活動の目的 

山村の林業後継者と地元住民や川下の児童たちが一緒に森林整備

や森林環境教育を行う事で、森林・林業に対する理解を深めるととも

に、森林ボランティアの育成を図る 

参加者数           298 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.2.9 
那珂川北中学校生徒及び岩戸財産管理組合の参加により、学校に隣

接する山林でのクヌギ植樹を実施した。 参加者数 278 人 

H22.2.13 
一般公募参加者により、「二酸化炭素と森林」の講義及び間伐体験

学習を実施した。 参加者数 20 人 

 

状況写真 

 

 

生徒による植樹 森林インストラクターによる講義 

間伐体験 安全第一！
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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 21 年度 企画番号 福 4 

活動の名称 天山山の保全と環境教育 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名  ボランティアグループ「天山ふれあい会」 

活動場所 筑紫野市宮地岳 補助金額 472,000 円 

活動の目的 

里山の整備を行うことによって住民の森林に対する関心を高め産

業廃棄物投棄等を防止すること及び児童との自然観察会によって里

山の保全の重要性を喚起することを目的とする 

参加者数            187 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.2 
地元小学校と連携して小学校生徒を対象に、森林の働き等森林

環境教育を実施した。  参加者数 100 人 

H21.11.15 
天山行政区民に参加者を募り、雑木林の間引き、スギの間伐を

実施した。 参加者数 32 人 

H22.1.17 

H22.2.14 

地元小学校によるサクラ植栽及び御笠地区住民による雑木林

の間引き及びスギの間伐を実施した。 参加者数 55 人 

 

状況写真 

 

 

地元小学生との森林環境教育 雑木林の間引き 

明るくなった森林 サクラの植樹 
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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 21 年度 企画番号 福 5 

活動の名称 飯盛山新登山路開設事業 

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 補助金額 500,000 円 

活動の目的 

福岡市の飯盛山の新登山路を開設することで、より市民が森林に親

しめる里山をつくり、作業によって周辺の森林の状況や今後目指すべ

き管理への理解を深め、周辺の森林所有者への整備意欲の向上を図る

参加者数            71 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.10.28～ 

H21.11.21 

（6 日間） 

ふくおか市政だよりで参加者を呼びかけ、新登山路となる箇所の下

刈り及び伐開した後、荒道を開設した。 

 また、登山の安全性を確保するために木段及び安全ロープを設置

し、モミジの大苗を植樹した。  参加者数 71 人 

 

状況写真 

 

 

作業前ミーティング 参加者は一般公募 

木段も手作り 

全員集合！ 
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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 21 年度 企画番号 福 6 

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（ミニシンポジウム、視察ツアー） 

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９階大会議室 

（福岡市）他 
補助金額 600,000 円 

活動の目的 
森林や林業の第一線で活躍する方々を講師に招き、森と関わりの薄い

都市市民に森林や林業との出会いの場を設定することを目的とする 

参加者数            207 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.10.14 

H21.10.28 

H21.12.4 

シンポジウム 

①「森林を作ろう」講師：佐藤和歌子、千代田健一 参加者数 77 人 

②「カーボンオフセットと森づくり」講師：水谷伸吉 参加者数 52 人

③「ムラに人が住むことにより森林は支えられる」 

講師：德野貞雄 参加者数 37 人 

H21.11.14 
現地（視察）ツアー 

「八女木材共販所、荒廃森林、台風被害林等」参加者数 41 人 
 

状況写真 

 

 

カーボンオフセットと森づくり 熱心な聴衆

現地ツアー ファシリテーションの活用
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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 21 年度 企画番号 福 7 

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 鐘﨑漁業協同組合 

活動場所 
宗像市鐘崎 

（福岡県栽培漁業センター周辺松林）
補助金額 506,000 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あう 

参加者数 70 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.3.8 

漁協役員及び青壮年部員 70 名が参加し、海岸マツ林内の要補植地

に松食い虫に抵抗性がある「筑前スーパー黒松」苗木の植栽活動を実

施した。 

 

状況写真 

 

 

参加者は漁業者 

苗木は「筑前スーパー黒松」 植栽完了！
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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 21 年度 企画番号 福 8 

活動の名称 五ケ山ダム植栽ボランティア 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

団体名 （社）福岡県造園業協会 

活動場所 
那珂川町大字五ケ山 

（県五ケ山ダム用地内） 
補助金額 507,000 円 

活動の目的 
植樹・育成を行うことで、森林の再生が温暖化防止や水源かん養

に役立つことをアピールすることを目的とする 

参加者数            93 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.6.4 

～H21.10.31 

（全 7回） 

前年のボランティア活動で植栽した樹木の下刈りと施肥を実施

した。また 11 月に植栽予定地の安全性及び効率性を確保するため

に整備活動を実施した。  参加者数 33 人 

H21.11.7 
那珂川町内の一般住民を対象に県五ケ山ダム用地内でボランテ

ィアによる植樹活動を実施した。 参加者数 60 人 

 

状況写真 

 

 

木の植え方を説明 参加者は一般公募

広葉樹 1,000本を植樹 全員集合！
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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 21 年度 企画番号 福 9 

活動の名称 背振の自然に学ぼう 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 福岡市林業研究グループ 

活動場所 福岡市森林組合背振キャンプ場 補助金額 481,000 円 

活動の目的 

市内下流域の小学生を対象に、樹木伐採やその木を利用したクラフ

ト及び植物観察等の森林体験学習を行うことにより森林の重要性を

認識してもらう。 

参加者数           166 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.8.20 

地元 3地区の消防少年団員を対象に以下の活動を実施 

・樹木の伐採体験 

・脊振山系における高山性の植物観察会 

・丸太切り競争    参加者数 83 人 

H21.8.21 ・木や竹を使用したクラフトづくり 参加者数 83 人 

 

状況写真 

 

 

参加者は消防少年団 森林環境教育

伐採体験 木や竹を使用したクラフトづくり
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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 21 年度 企画番号 福 10 

活動の名称 浮獄周辺森林の整備活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 二丈町ふるさとの森林づくり 

活動場所 糸島市二丈町（浮獄周辺山林） 補助金額 363,000 円 

活動の目的 
地域住民による森の保全を図るとともに、海に注ぐ川を守り、地域環

境の保全に意識が高ま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 

H21.5.16 
スギ、ヒノキ林の下刈り及び間伐 

間伐技術安全に関する研修会、下刈り及び間伐作業 参加者数 22 人 

H21.10.10 

水源かん養機能等森林の働きに関する講習 講師：西日本短大大石教授

手鋸による間伐の実習及びテェーンソーの基本とロープワークの講習 

参加者数 16 人 
 

状況写真 

  

 
 

 
 

作業前の説明会 チェーンソーでの伐倒実習・指導

安全伐倒のためのロープ設置作業 周辺の被圧木が無くなった大モミジ 
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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 21 年度 企画番号 福 11 

活動の名称 森林ウオークラリー in 太宰府市民の森 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 まほろば自然学校 

活動場所 
太宰府市観世音寺 

（太宰府市民の森ほか） 
補助金額 363,000 円 

活動の目的 

家族で楽しみながら森を歩くことによって森の現状を知ってもら

い、森の魅力の認識を高め、森林保全活動取り組みへの第一歩として

意識を高めることを目的とする。 

参加者数            71 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.15 

○太宰府市内の公共施設、各小学校及びホームページで参加を募り、ウ

オークラリーを実施した。その後、グループ分けをし、各グループ毎

に森に隠された問題を探し、解答してもらった。参加者数 71 名 

○市主催の環境フェスタ会場内でポスター展示を行った。 

 

状況写真 

 

 

ウォークラリーの様子 

何か見つかった？ 

正解だった！ 

ポスターの掲示 
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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 21 年度 企画番号 福 12 

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、森林環境教育 

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 504,000 円 

活動の目的 

植樹活動、松林の間伐等の保全活動を行うことで市民財産としての

松林の意識や環境保全、緑化活動への参加意識を向上させることを目

的とする 

参加者数           240 人 

 

活動  

実施日 
主な活動実績 

H22.3.6 

ＮＰＯ法人はかた夢松原の会員が中心となり、これまで植樹活動に参加

してきた人たちへ呼びかけ、東区奈多の国営「海の中道海浜公園」内の玄

界灘の海浜に松苗の植樹を行った。また、植樹後、数年経過した松の間伐・

枝打ち等の保全活動や海浜松原の役割等の環境講話を実施した。 

 

状況写真 

 

 

海に面した植樹地 一本ずつ心を込め、植樹中 

マツ林の間伐・枝打ち 実際の森林の中での環境講話 
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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 21 年度 企画番号 福 14 

活動の名称 森と私たち 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 特定非営利活動法人九州海外協力協会 

活動場所 
宇美町「県立四王寺県民の森」 

福岡市早良区「脊振少年自然の家」
補助金額 458,000 円 

活動の目的 
森林散策や森調査など様々な体験を通じて森林のすばらしさや雄

大さを実感し、森林保全の本質・必要性を理解する 

参加者数           140 人 

 

活動  

実施日 
主な活動実績 

H21. 5.30 
二つのグループに分かれ、ネイチャーゲームや森林散策、伝統的なケニア

の自然遊びを実施。参加者数 28 人 

H21.8.22

～8．23 

サマーキャンプを実施。マイはし作りや「ナイトウォーク」及び「早朝ウ

ォーク」、自然散策や竹細工づくりを行った。参加者数 78 人 

H21.11.21 
自然観察会及び「生物の多様性・文化の多様性」の講演会を実施した。 

参加者 34 人 

 

状況写真 

 

 

ネイチャーゲーム

自然観察

生物の多様性・文化の多様性 
竹細工づくりで作った竹とんぼ 
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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 21 年度 企画番号 福 15 

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 福岡市早良区大字椎原 補助金額 490,000 円 

活動の目的 
川上から川下の関係団体が共同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            215 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.21 

実行委員会会員、関係団体員及び一般市民等 215 人により、スコッ

プ、手鍬を用いて広葉樹苗の植樹を実施した。 

コナラ、クヌギ、ヤマザクラ等の広葉樹苗 2,000 本を、数カ所のゾ

ーンに分かれ植樹を行った。 

 

状況写真 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

作業前の説明 広葉樹 2,000本を植樹

道具はスコップ・手鍬 漁業者なども参加し、川上を守ります
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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 21 年度 企画番号 福 18 

活動の名称 
市民参加による放置竹林伐採跡地への植栽による里山保全

事業 

活動の区分 里山の保全 

団体名 ＮＰＯ法人 宗像里山の会 

活動場所 
宗像市文京町 

（福岡教育大学キャンパス内竹林伐採跡地）
補助金額 355,000 円

活動の目的 
 市民の参加を得て植樹を行うことにより里山再生・保全を進

めることを目的とする 

参加者数        97 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.2.21 植樹のための整地作業を会員中心で実施した。参加者数 23 人 

H22.3.6 
雨模様の悪天候のなか、一般市民 45 人を含む総勢 74 人で広葉樹

の植樹を実施した。 参加者数 74 人 
 

状況写真 

  

 

全員集合！ 広葉樹を植樹しました 

参加者は会員と一般市民 大きくなあれ！ 
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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 21 年度 企画番号 福 19 

活動の名称 
九大伊都キャンパス生物多様性保存ゾーンＦ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 福岡市西区元岡（九大伊都キャンパス） 補助金額 266,000 円 

活動の目的 
地元住民による未来に美しい豊かな自然や森を守り育てることで

地域住民の連携を深め、森林保全の意識が高まることを目的とする 

参加者数            64 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.5.31 

H21.6. 7 

H21.6.14 

九大伊都キャンパス生物多様性保全ゾーンＦ区画の「散策の森」の

整備を行った。 

活動内容：①竹林の伐倒及び土留め柵の設置 

     ②伐倒竹材の搬出及び粉砕処理 

 

状況写真 

 

 

伐採した竹を人力で運ぶ 粉砕処理 

土留め柵の設置 伐採した竹も有効活用 
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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 21 年度 企画番号 福 20 

活動の名称  環境教育（間伐）～間伐を知り、間伐材を利用しよう！～ 

活動の区分 森林環境教育                     

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 大野城市大字牛頸（トラストの森）ほか 補助金額 238,000 円 

活動の目的 

子供たちによる間伐の体験学習や、親子による間伐から製材までの

見学会を開催するとともに、森林環境税を財源とした荒廃森林再生事

業による間伐材を使った木工教室を開催することで、森林の働きと荒

廃森林再生の重要性を学習してもらうことを目的とする 

参加者数            21 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.28 

午前中は大野城市の「トラストの森」において親子グループと大人グ

ループに分かれて間伐及び玉切り、枝払いの体験実習を開催した。 

午後は、那珂川町にある福岡広域森林組合へ移動し、間伐された木材

の製材のされる現場を見学、その後間伐材のイスを制作した。 

 

状況写真 

 

  
 

  

 

間伐体験 年輪を数えてみよう！ 

製材所の見学 間伐材でイスづくり

16



福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 21 年度 企画番号 福 22 

活動の名称 火山の里山環境図鑑づくり 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 火山里山保全交流会 

活動場所 糸島市志摩町稲留（火山） 補助金額 480,000 円 

活動の目的 

里山の植生・鳥類・昆虫の自然観察会を行い、図鑑として記録する

ことで、地域の財産として、子供たちをはじめとする後世に残すこと

を目的とする 

参加者数            75 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.8.22 

～ 

H22.3.13 

（4 日間） 

子供会、会員等へ呼びかけ、春、夏、秋のシーズン毎の植物や昆虫の

アドバイザーを招き、自然観察会を４回実施した。 

最終回は、前３回実施した植物、昆虫の写真をプリントアウトし、勉

強会や自然観察の後、植物、昆虫のスケッチ大会を開催し、図鑑を作成

した。 
 

状況写真 

 
  

 

 

 
 

オリエンテーション 植物観察 

昆虫博士によるレクチャー スケッチ 
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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 21 年度 企画番号 福 23 

活動の名称 親子で森林に学ぼう  

活動の区分 森林環境教育 

団体名 笹丘おやじ会 

活動場所 
糸島市前原瑞梅寺 

（瑞梅寺山の家） 
補助金額 206,000 円 

活動の目的 
椎茸生産者との交流を元に、児童を中心にキャンプを行い森林で

働く人たちと都市住民の協力・連帯をつくっていく。 

参加者数          21 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22.3.20～3.21 

小学生 14 名、会員・父兄 7名によりシイタケ植菌体験や前原林業

研究グループとマイ箸づくりを実施した。 

森林インストラクターの指導による子供樹木博士やネイチャーゲ

ームを実施し、日頃森林との関わりが少ない近隣の自然を満喫でき

た。 
 

状況写真 

    

  

 

My箸づくり
椎茸植菌

ネイチャーゲーム 樹木観察

18



福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 21 年度 企画番号 福 24 

活動の名称 水源かん養林の保全 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 福岡市水源林ボランティアの会 

活動場所 
福岡市早良区曲渕 

（竹取の森ほか） 
補助金額 469,000 円 

活動の目的 

私たちの暮らしに水の恩恵を施す水源かん養林を守るため、水

を育む森林の大切さを理解し、保全活動を行うこと、及び持続的

な活動の基礎となる人材を育成する事を目的とする 

参加者数          51 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.5.23 

竹の森林への侵入を防ぐため、林内の竹の除伐作業を実施した。

併せて市民の憩いの場として「竹取の森」の散策路を整備した。

参加者数 28 人 

H21.8.22 

雨のなか、平成２１年３月に植樹した苗木の生育を促すため下

草刈りを行った。植栽木を誤伐しないように通常の前面刈りでな

く、植栽木の周辺のみを刈る「つぼ刈り」を行った。 

参加者 23 人 

 

状況写真 

 

下草刈り 誤伐に注意

道具は手鎌 雨にもマケズ、草にもマケズ 
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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 21 年度 企画番号 福 26 

活動の名称 竹林整備活動 

活動の区分 里山の保全 

団体名 特定非営利活動法人 森のめぐみ 

活動場所 糸島市前原宮地獄 ほか 補助金額 380,000 円 

活動の目的 
人々が今少し竹林に接することを提案し、これ以上の竹林の荒廃防

止を目的とする 

参加者数            86 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.4.25 

～ 

H21.6.13 

（６日間） 

森のめぐみで参加者を呼びかけ、竹林整備の必要性、竹の性質等に

関する講習及び伐竹時のチェーンソ取り扱いについて安全講習を実

施した。これらの講習に基づき不要な竹の伐採と整理及び地下茎の除

去を実施した。 

また、タケノコ堀り及び釜ゆで作業も併せて楽しんだ。 
 

状況写真 

 

 

竹の特性について 伐竹作業

伐竹作業 実施地には看板設置
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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 21 年度 企画番号 福 27 

活動の名称 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～ 

活動の区分 その他（放置竹林の整備と竹の利活用に関するサミット） 

団体名 福岡県竹林サミット実行委員会 

活動場所 
糸島市志摩 

（志摩中央公民館）ほか 
補助金額 518,000 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事を目的とする 

参加者数            135 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.10.24 

竹利用事例発表 

・ 竹炭の性能評価と水質浄化 ・九大伊都キャンパスの竹林管理手法

・ 竹材の高次元利用    参加者数 92 人 

H21.10.25 

７団体、３企業によるブース展示及び発表 

 ・竹炭、竹堆肥づくり     ・竹灯籠による地域振興 

 ・竹林を舞台としたコンサート等  参加者数 43 人 
 

状況写真 

 

 

竹利用事例発表

7団体による展示、事例発表
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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 21 年度 企画番号 福 29 

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 

団体名 筑前新宮に白砂青松を取り戻す会 

活動場所 
糟屋郡新宮町 

（楯の松原・新宮中学校ほか） 
補助金額 378,000 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

育を目的とする 

参加者数         890 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.4.29 

～ 

H22. 2.4 

（１７日間） 

月１回～5回程度の森林整備を実施。また秋には地元新宮中学校と

連携して枝おとし、除・間伐を指導した。 

 更に、緑ケ浜松林においては、マツの植栽活動も実施した。 

 

状況写真 

 

作業説明 除伐した松をみんなで運ぶ 

除伐した松は粉砕 除伐は手鋸で
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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 21 年度 企画番号 福 30 

活動の名称 森林（もり）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 
福岡市早良区 

（西油山、田隈小学校ふれあいルーム）
補助金額 293,000 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

ばならないかを考え、それとともに森林に自生している木も手入れを

しながら、子どもたちと森林が上手に向き合う契機をつくる 

参加者数            90 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.5.17 
環境教育あと、田隈小学校ふれあいルームにおいて親子による巣箱づ

くりを実施した。 参加者数 33 人 

H21.8.2 
 夏場に山に入る時の注意点を説明したあと、田隈小学校ふれあいルー

ムにおいて「森の家」づくりを実施した。 参加者数 24 人 

H21.12.6 
 西油山で、森林の散策しながら植物観察会のあと、スギの板にクヌギ

等の小枝で止まり木（キーボード）を製作した。 参加者数 33 人 
 

状況写真 

 

 

植物観察 

上手にノコが挽けるかな？ 

親子で一緒に！ 完成！
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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 21 年度 企画番号 朝 1 

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 
久留米市草野町吉木 

（「久留米市ふれあい農業公園」外２箇所）
補助金額 431,000 円 

活動の目的 

「みのう連山」にある森林の働きや森林の現状がどうなっているかを

幅広い市民年齢層へ「郷土の森」へ関心を高め、温暖化問題や治山治

水に果たしている森林の役割を認識できる市民層の拡大を目的とす

る 

参加者数    1,078 人（その他「みのうの市」の推定参加者 1,000 人） 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.10.18 
小学生を対象に木工教室をはじめとした森林環境教育 

参加者数 240 人 

H21.11.7 

～11．8 

地域住民を対象に地域イベントに参画、木工教室の実施及び森林の働

く等のパネルを掲示 参加者数 800 人 

H22.2.23 
一般住民に対し、「森林の現状と課題」について、講演会を開催 

参加者数 38 人 
 

状況写真 

 

 

児童への木工教室 地域イベントでの木工教室 

地域イベントでのパネル展示 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 21 年度 企画番号 朝 2 

活動の名称 子ども達の環境教育と森林・林業体験学習 

活動の区分 森林環境教育、森林の整備・保全 

団体名 福岡東部子ども劇場 

活動場所 朝倉市大字黒川（清流館） 補助金額 514,000 円 

活動の目的 

定期的に継続した山の体験を行い、「山について」の講義を聴くこ

とにより、自然の一部としての自分を意識し、日常的に自然を守るこ

とを考えるように促す 

参加者数            40 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.3.20 
子ども劇場メンバー40 名によるヤマザクラ植樹、シイタケ駒打ち等

の森林体験および森林組合職員による森林環境教育の実施。 

 

状況写真 

 

 

シイタケ駒打ち 

植樹：穴を掘るのも大変だ！

みんなで植えればあっという間！ 
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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 21 年度 企画番号 朝 3 

活動の名称 耳納連山の森 森林整備体験 ～筑後川の森を豊かに～ 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 グリーンフォレスト福岡 

活動場所 八女市星野村盗人馬場 外１箇所 補助金額 471,000 円 

活動の目的 
人工林の枝うち体験・植林活動を行うことで、参加者に山の手入れ

の大切さや将来に向けての森づくりの必要性を感じ取ってもらう 

参加者数           50 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.8.23 
一般参加者による枝うち作業を実施。また、森林組合職員による森

林環境教育の実施。 参加者数 23 人 

H22.2.11 一般参加者によるスギ植樹を実施。 参加者 27 人 
 

状況写真 

 

 

スギ植樹

枝打ち体験 

手つきがいい！ ヘルメットも勇ましく 

雨にも負けず植樹活動 お疲れ様でした！ 
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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 21 年度 企画番号 朝 4 

活動の名称 環境創生事業（植樹・植栽） 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 久留米ちとせライオンズクラブ 

活動場所 久留米市御井町（久留米市有林） 補助金額 256,000 円 

活動の目的 
荒廃した森林を再生し、未来の子ども達に「おいしい水と空気」を

残すことを目的とする 

参加者数            90 人 

 

活動   

実施日 
主な活動実績 

H22.2.21 一般参加者 90 名によるヤマザクラ、ヤマモミジ 1,000 本を植樹 

 

状況写真 

 

 

大きくなあれ！

お疲れ様でした！
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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 21 年度 企画番号 朝 6 

活動の名称 あまぎ水源の森づくり 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 甘木林業後継者クラブ 

活動場所 朝倉市佐田字大城 補助金額 458,000 円 

活動の目的 
山村の林業後継者クラブと都市住民が協働して森林の整備や下刈

り等の活動を行い、水源林・林業に対する理解を深める 

参加者数 70 人 

 

活動  

実施日 
主な活動実績 

H21.9.5 
平成２１年２月に林業後継者クラブ員と共に現地を植栽した都市住民

70 名による育林（下刈）作業体験 

 

状況写真 

 

 

広くても、力を合わせて 

いい汗かきました！ 
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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 21 年度 企画番号 朝 7 

活動の名称 サクラ再生ボランティア（発心公園） 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名 福岡県環境緑化懇話会 

活動場所 
久留米市 

（久留米ふれあい農業公園）外１箇所
補助金額 382,000 円 

活動の目的 

日本を代表する樹木であるソメイヨシノ（サクラ）をボランティア

により再生、また児童・生徒に対する「森林再生」等の講演を行うこ

とで、森林の大切さの教育を行う 

参加者数           89 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.12.5 会員ボランティアによる植栽時事前整備 参加者数 15 人 

H21.12.8 
福岡県緑化懇話会７団体会員35人を対象にサクラ再生の講演を実

施。また、草野小学校児童 39 人による記念植樹を実施。 
 

状況写真 

 

 

サクラ再生の講演 児童による植樹

植樹した公園で記念撮影 
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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 21 年度 企画番号 八 2 

活動の名称 三里松原 松葉かき・間伐 

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 岡垣町三里松原 補助金額 426,000 円 

活動の目的 

町のシンボルとなっている三里松原において地域住民などのボラ

ンティアで除伐・間伐や松葉かきを行い、住民が近づきやすく親しめ

る三里松原となるように環境を整備する 

参加者数 360 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.29 三里松原において松葉かきを実施。参加者数 180 人 

H22. 2.07 
一般参加者による手ノコ班と町森林組合を中心としたチェーンソ

ー班に分かれて、マツ林内の雑木を伐採。参加者数 180 人 

 

状況写真 

 

 

松葉かき：地域住民が参加

除伐・間伐：地元中学生を含む地域住民が参加 
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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 21 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 補助金額 338,000 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 471 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21. 5. 2 

～ 

H22. 3.20 

（全 52 回） 

地域住民で組織する永西グリーンガード隊が、永犬丸西小学校に隣

接するふれあいの森（北九州市有林）において、森林環境教育、下草

刈り、つる切り、除伐、柵整備、遊歩道の補修などを実施。 

 

状況写真 

 

 

里山見学ツアー 里山の働きについて学ぶ

下草刈り 作業を終えて、集合！
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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 21 年度 企画番号 八 4 

活動の名称 
「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」 

活動の区分 森林の整備・保全、里山の保全 

団体名 洞山保存会 

活動場所 芦屋町山鹿柏原地区 補助金額 459,000 円 

活動の目的 
芦屋町のシンボルといわれる洞山の林内環境の整備を行い、緑豊かな

洞山の環境保全と魚付き林としての役割を促進する 

参加者数 150 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21. 4.18 
洞山林内で下草刈り、樹木の枝払い、周辺の清掃活動を実施。 

参加者数 90 人 

H21.12. 6 
樹木医さんの話を聞きながら林内に自生するスダジイなどの種を採集。

参加者数 30 人 

H22. 1.23 
採集した種をポットに植え込み。 

参加者数 30 人 

 

状況写真 

 

 

下草刈り 周辺の清掃活動

種拾い 全員集合！
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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 21 年度 企画番号 飯 2 

活動の名称 エコ工房森づくりの会 

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 飯塚市蓮台寺 補助金額 440,000 円 

活動の目的 
森林の整備・保全の自主活動の組織作り及び福岡県森林環境税の周知

を目的とする。 

参加者数           232 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.10.28～ 

H22.3.7 

（６日間） 

嘉麻市にある侵入竹林で、４回にわたって伐竹作業を実施。参加者

は一般公募により募った。伐採した竹は粉砕機によって一部粉砕。最

終回には日も差すようになり、参加者から感激の声が上がった。 

延べ参加者数 232 人 

 

状況写真 

   
 

   

 
 

事前準備運動 

粉砕器も活躍 

伐った竹を人力で運び出す

伐竹の様子
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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 21 年度 企画番号 飯 5 

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 479,000 円 

活動の目的 

間伐・枝打ち体験活動や環境教育を通じて、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を行

い、グッズの購入が植樹苗等にトレードされる販売方法の提起により

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 275 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.6.12 

～ 

H22.11.13 

（４日間） 

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指し、大学生によ

る現場や製材工場の見学を実施した。学生のアイディアのプレゼンに

対し審査を行った。参加者数 105 人 

H22.2.6～7 

H22．3．14 

小学生を対象にフィールドワーク体験として、山の現状と間伐レク

チャー、間伐体験、木工、アオダモとイチョウの植栽を行った。 

参加者数 170 人 
 

状況写真 

 

 

大学生による森林見学 

大学生による製材工場見学

小学生への間伐レクチャー 

植樹活動
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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 21 年度 企画番号 筑 1 

活動の名称 有明海再生のためのボランティア活動 

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 八女市矢部村 補助金額 263,000 円 

活動の目的 

矢部村地域の森と山と海が一体となって、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

漁場環境保全意識の向上を目的とする 

参加者数            68 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.7.17 
福岡県有明海海苔共販漁連傘下漁協及び生産者に呼びかけ、北矢部

字田ノ本において、下刈りを行った。参加者数 41人 

H22.3.2 
福岡県有明海海苔共販漁連傘下漁協及び生産者に呼びかけ、北矢部

字イゴノクチにおいて、クヌギの植栽を行った。参加者数 27名 
 

状況写真 

 

 
 

 

 

雨の中集合 草刈は人力で

豊かな森林と豊かな漁場のために 全員集合！
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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 21 年度 企画番号 筑 3 

活動の名称 プロが教える山仕事講座 

活動の区分 その他（森林ボランティアリーダーの育成） 

団体名  山村塾 

活動場所 八女市黒木町 補助金額 821,000 円 

活動の目的 

森林ボランティア活動を行う人を対象に、伐木やチェンソーの安全

な作業を身につける機会を提供し、安全な作業を行うことの出来る森

林ボランティアリーダーの育成を目指す 

参加者数            67 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.22 

～11.23 

えがおの森近くのスギ林で、ノコ、ナタでの伐木・造材作業、ナタ

の手入れ方法、ロープ・クサビを使用した伐木方法などの講座を行っ

た。参加者数 23 人 

H21.12.19 

～12.20 

四季菜館にて、チェンソーの基礎講座を行った。チェンソーの仕組

みと基本操作、整備、目立て、丸太を使った造材実習を行った。 

参加者数 22 人 

H22.1.23 

～1.24 

高峰西共有林にて、チェンソーによる伐木講座を行った。40 年生の

スギ・ヒノキの伐採、枝払い、玉切りなどを行った。参加者数 22 人 

 

状況写真 

 

 

チェンソー基礎講座 伐木講座：スギの伐採

伐木講座：枝払い 全員集合！
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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 21 年度 企画番号 筑 4 

活動の名称 三池の森・里山再生、竹利活用事業 

活動の区分 里山の保全 

団体名 おおむた環境ネットワーク 

活動場所 大牟田市（三池山） 補助金額 500,000 円 

活動の目的 

放置竹林などで荒れた三池山の現状を知り、里山整備や伐採した

竹などの利活用の研究・実践を地域住民等のボランティアで行い、

森林・里山の保全を図る 

参加者数 延べ 946 人（イベント見学者 5,200 人） 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.9.5 

H21.9.13 

H21.9.12～11.14 

H21.10.12～11.19 

 

H21.11.21～22 

H22.2.13～20 

H22.3.21 

森林保全講演会 参加者数 25 人 

安全講習会 参加者数 16 人 

森林整備・竹伐採作業 参加者数延べ 189 人 

竹灯篭イベント準備等作業（竹の利活用作業、竹灯篭５０００

本作成他）参加者数延べ 288 人 

啓発イベント龍神伝説「三池光竹」の開催 参加者数 318 人 

森林整備作業 参加者数延べ 85 人 

啓発イベント竹林コンサートの開催 参加者数 25 人 
 

状況写真 

  
 
 

 

竹林の整備活動 竹灯篭イベント準備等作業 

啓発イベント龍神伝説

「三池光竹」の開催 森の大切さと竹林整備の必要性を訴える。

三池山の自然材料の工作体験

パネル展・めずらしい生き物の展示 

｢失われる三池山の植物・生き物たち｣

啓発イベント竹林コンサートの開催

竹灯篭イベント会場準備 
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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 21 年度 企画番号 筑 5 

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 大牟田市上内稲荷山 補助金額 415,000 円 

活動の目的 

森林の整備に携わるボ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 272 人 (その他地域イベント見学者 150 名) 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.8.29 
講演会：「環境問題と里山の大切さ」講師：九大・朝廣和夫准教授

 参加者数：30 人 

H21.9.12 講義：「竹の特性と利活用」講師：野中重之氏   参加者数：25 人 

H21.9.25 見学会：久留米森林林業技術センター  参加者数：16 人 

H21.10.10 

～ 

H22.3.13 

森林・竹林整備実習。安全教育、刈払い機、チェーンソー実習、粉

砕機操作実習等 （９回） 参加者数：延べ 145 人 

H21.12.26 ミニ門松作り。こども体験学習 参加者数：34 人 

H22.3.21 閉講式（竹林コンサートに協働）参加者数：22 人  

 

状況写真 

 

 

森林・竹林整備実習：竹林伐採 森林・竹林整備実習：粉砕機操作

森林・竹林整備実習：刈払い機 ミニ門松
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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 21 年度 企画番号 筑 6 

活動の名称 
おおむたハイツ周辺の森林整備活動・旧アスレチック施設周辺の森

林整備活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 手鎌歴史と里山の会 

活動場所 大牟田市（甘木山） 補助金額 505,000 円 

活動の目的 

地域住民やボランティアグループの協力を得て、甘木山を植生豊か

な健全な森林として守り、未来の子供たちに残してゆくことを目的と

する 

参加者数           245 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H21.11.22 
甘木山において、地元の人々により、「夫婦岩」を中心に、除伐を行

い、手作業でその刈り取った草木を集積した。参加者数 102 人 

H22.2.14 

旧アスレチック施設周辺の除伐を行い、その後に手作業でその刈り取

った草木を集積した。刈り取った雑木を今回は粉砕機で処理した。 

参加者数 36 人 

H22.3.14 
整備された夫婦岩周辺での宝探しゲーム等の行った。その後植樹を行

った。参加者数 74 人 
 

状況写真 

 

 

植樹。おじいちゃんとがんばる！ 終了後のみんなの笑顔です

除伐後の整理には高校生も大活躍！

植樹無事終了！
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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 21 年度 企画番号 筑７ 

活動の名称 森林と遊ぼう 2009 夏休み 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 ふくおか森林インストラクター会 

活動場所 大牟田市 補助金額 504,000 円 

活動の目的 

大牟田市甘木山公園およびその周辺の森林や施設での除伐等によ

る里山再生、除伐した樹木や木の実を利用したクラフト・林内での自

然観察やネイチャーゲームの実施により森林の面白さや大切さを周

知する 

参加者数           81 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.8.23 

 甘木山公園にて、侵入竹の伐採と除伐を実施。参加者数 27 人 

 その後、親子参加者により、樹木博士（樹木観察）、ネイチャーゲ

ーム、ツリークライミング、木工クラフトを実施。参加者数 54 人 
 

状況写真 

 

 

除伐作業 

樹木観察中！ 

ツリークライミング 
すばらしい作品達！
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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 21 年 企画番号 筑９ 

活動の名称 （矢部川源流）里山森林下刈り及び植栽 

活動の区分 里山の保全 

団体名 特定非営利活動法人 有明会 

活動場所 八女市黒木町・八女市星野村 補助金額 525,000 円 

活動の目的 
 植栽活動を通じ、参加者・地域住民の輪を広げ、「命の水」の大切さ

を共有する 

参加者数            79 人 
 

活動  

実施日 
主な活動実績 

H21.5.23 八女郡黒木町笠原にて草刈機と鎌で下草刈り作業。参加者数 12人 

H21.9.6 八女郡星野村（十籠）にて草刈機と鎌で下草を刈る。参加者数 30人 
H21.9.27 八女郡黒木町笠原にて草刈機と鎌で下草を刈る。参加者数 22人 

H22.2.6 
八女市黒木町笠原にて植樹事業。炭焼き見学や植樹方法の座学も行った。

参加者数 15 人 
 

状況写真 

 

 

下草刈り：大鎌が格好いい！ 

下草刈り：いい汗かいて、全員集合！

植樹事業：斜面でも、観張ります！ 植樹事業：美しい森林になる日を願って 
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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 21 年度 企画番号 筑 10 

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 

団体名 大川木材青壮年会 

活動場所 大川市小保（水処理センター） 補助金額 360,000 円 

活動の目的 
植樹を行い、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 155 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.9.13 

大川木材青壮年会が市報・チラシ等で参加者を呼びかけ、155 名の

応募があった。また、地元自治会、企業、大川市内の各青年団体等の

ボランティア約 20 名の協力を得て行われた。作業は、班に分かれ班

毎に指定された場所へ苗木を親子で植樹した。 

 

状況写真 

 

 

晴天に恵まれ多くの人が集う 

親子連れも多数参加！
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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 21 年度 企画番号 行 1 

活動の名称 京築地区森林整備活動「ハローグリーンけいちく」 

活動の区分 森林の整備・保全、里山の保全、その他 

団体名 ハローグリーンけいちく 

活動場所 京都郡苅田町大字上片島 ほか 補助金額 432,000 円 

活動の目的 

 森林林業活動に興味を持つ人により、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 

参加者数 87 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H21.6.27 
「苅田幼稚園」に隣接する里山の遊歩道の草刈り等を行った。 

参加者数 13 人。 

H21.7.18 会で植樹してきた森林で下草刈りを行った。参加者数 15 人 

H21.11.7 

～11.8 

私有林 0.93ha で間伐・枝打ちを実施後、森林ボランティアの役割に

ついて、森林インストラクターの講演を聞いた。参加者数 38 人 

H22.2.20 

ボランティアリーダー育成のため、座学と実技を行った。 

救命救急講習等を実施後、チェーンソー、鉈など山仕事の道具の使い

方、手入れの方法などの講義を実施。その後、間伐木を使ったチェー

ンソー操作の実技研修を行った。参加者数 21 人 

 

状況写真 

  
  
 

 

遊歩道の草刈り 植樹地の草刈り

安全講習会 チェンソー操作の実技
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