
 
 
 
 

平成２２年度 
福岡県森林づくり活動公募事業の概要 

資料５



企画
番号

団体名 活動名称 活動区分 頁

福1 まほろば自然学校 自分たちの手で～太宰府市民の森再生・保全活動 里山の保全 2

福2 奈多植林会 奈多浦松林保全事業 森林の整備・保全 3

福4 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 4

福6 二丈町ふるさとの森林づくり
浮嶽周辺森林の整備活動として、間伐に伴う手鋸・チェンソー技術研修会
実施

森林の整備
里山の保全

5

福7 NPO法人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内の植栽地整備活動 森林の整備・保全 6

福8 福岡県竹林サミット実行委員会 第４回福岡県竹林サミットin宗像～里山保全と竹の利活用～ その他 7

福9 特定非営利活動法人九州海外協力協会 森と私たち　２０１０ 森林環境教育 8

福11 （社）福岡県造園業協会 五ケ山ダム植栽ボランティア 森林の整備・保全 9

福12 ふくおか森づくりネットワーク
森林の暮らしとのつながりを考える ミニシンポジウム・リレーとワーク
ショップ

その他 10

福14 特定非営利活動法人里まちサイクルコミュニティ
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森林ふれあ
い教室

里山の保全
森林環境教育

11

福15 いとの森守り会 いとの森　間伐、搬出と間伐材で木工体験（箸づくり、宝箱作り） 森林環境教育 12

福16 井原竹林を愛する会 竹林の保全及び資源の利活用 森林の整備・保全 13

福17 火山里山保全交流会 火山の里山散策マップづくり 森林環境教育 14

福18 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 15

福19 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 里山の保全 16

福20 特定非営利活動法人いとひとねっと いとしま森の学校 森林環境教育 17

福22 那珂川町林業研究会 クヌギ植栽ボランティア事業・那珂川森林ボランティアリーダー育成事業
森林の整備保全
森林環境教育

18

福24 福岡市林業研究グループ 脊振自然体験２０１０ 森林環境教育 19

福25 飯盛山を愛する会 飯盛山植樹事業 里山の保全 20

福26 財団法人おおのじょう緑のトラスト協会 植樹地をきれいに保とう！～福岡県植樹祭植樹地整備作業～ 森林の整備・保全 21

朝1 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 22

朝4 花立山を楽しむ会 花立山の里山保全整備活動
里山の保全
森林環境教育

23

朝6 福岡東部子ども劇場 朝倉森林保全活動ー枝打ち、間伐ー
森林の整備保全
森林環境教育

24

朝7 福岡県林業研究グループ連合会
森林環境教育・安全作業技術者養成講習会「集まれ！森林のなかまたち
Ｍｙはし作り＆森林林業学び塾」

森林環境教育
その他

25

八1 ふくおか森林インストラクター会 みどりと遊ぼう！２０１０夏休み 森林環境教育 26

八2 北九州グリーンヘルパーの会 小倉南区合馬里山保全（竹林整備）事業
里山の保全
森林環境教育

27

八3 福岡県環境緑化懇話会 サクラ再生ボランティア
森林環境教育
里山の保全

28

八4 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
森林環境教育

29

八5 NPO法人グリーンワーク 子ども森レンジャー 森林環境教育 30

八6 隆守山を守る会 隆守山の整備活動 森林の整備・保全 31

八7 北九州里山トラスト会議 河内・奥田里山活用プロジェクト
里山の保全
森林環境教育

32

八9 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 33

飯1 NPO法人遠賀川流域住民の会 竹林間伐・整備事業
森林の整備保全
森林環境教育,その他

34

飯4 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
森林の整備・保全
森林環境教育,その他

35

飯5 ふる里森づくりの会 ふる里森づくりの会 森林の整備・保全 36

飯7 NPO法人こすみんず 「森林の荒廃」現地体験学習と講演会 その他 37

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 38

筑2 大川木材青壮年会 木こりの森プロジェクト２０１０ 森林の整備・保全 39

筑3 手鎌歴史と里山の会 里山整備・保全啓発活動
森林の整備保全
森林環境教育

40

筑4 特定非営利活動法人有明会 （矢部川源流）里山森林下草刈りと植栽および間伐 里山の保全 41

筑5 山村塾 プロが教える山仕事講座 その他 42

筑6 有明・里山を守る会 森林・里山保全基礎講座 森林環境教育 43

筑7 おおむた環境ネットワーク 三池の森・里山を守ろう「龍神伝説　三池光竹」 里山の保全 44

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」
森林整備・保全、里山
の保全、その他

45

目　　　　次

1



 

福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 22 年度 企画番号 福１ 

活動の名称 自分たちの手で～太宰府市民の森再生・保全活動～ 

活動の区分 里山の保全 

団体名 まほろば自然学校 

活動場所 太宰府市（市民の森） 補助金額 507,000 円 

活動の目的 
森を健全な姿に戻し、より多くの生き物が住みよい場所となるよう

再生・保全活動を行う 

参加者数        86 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.10.9  森の環境区分分け、カルテ作り、自然観察 

H22.11.6  侵入竹伐採、竹を利用した遊具作り 

 

状況写真 
    

 

 

 

    

 

侵入竹伐採・搬出 完成した竹材利用の遊具

さあ、出発！

里山観察

里山観察のまとめ
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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 22 年度 企画番号 福２ 

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（奈多浦ふれあいの森） 補助金額 410,000 円 

活動の目的 美しい松林の再生･保全する 

参加者数        507 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.30 

～ 

H22.12.18 

（全４回） 

松林内の下刈り、除伐、歩道整備 参加者 267 人 

H22.6.20 

H22.9.26 
環境緑化講習会     2 回    参加者 85 人 

H23. 2.27 抵抗性松の植栽          参加者 155 人 

 

状況写真 

 
 

 

集合！ 

松林内の除伐・歩道の整備 

松植樹についての説明 

松の植樹
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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 22 年度 企画番号 福４ 

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 森と海の交流事業実行委員会 

活動場所 
福岡市南区 

（油山市民の森） 
補助金額 500,000 円 

活動の目的 
森林保全を漁業者と関係団体が協働して植林活動を行い、相互交流

を図るとともに、水域全体の環境保全を図る。 

参加者数      270 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.12.4 ヤマモミジ、コナラ、クヌギ等 約 2,000 本を植樹 

 

状況写真 

 
 
 

 
 
 

 

植樹風景 開会式 

約 2,000 本を植えました 

家族で植樹
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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 22 年度 企画番号 福６ 

活動の名称 
浮嶽周辺森林の整備活動として、間伐に伴う手鋸・チェンソー技術研

修会実施 

活動の区分 森林の整備、里山の保全 

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（浮嶽周辺） 補助金額 442,000 円 

活動の目的 浮嶽・二丈嶽周辺の森林において間伐を通じ「山仕事」を考える 

参加者数      176  人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.22 

H22.10.23-24 
チェンソーと手鋸の技術研修会 参加者のべ 90 人 

H23.1.22-23 しいたけ植菌および大紅葉周辺の除伐 

 

状況写真 

 

 

実習前の講義 手鋸での伐採実習 

皆さん真剣に聞いています 保全をすすめている大紅葉 

5



福岡県森林づくり活動公募事業の概要 
年度 平成 22 年度 企画番号 福 7 

活動の名称 九大伊都キャンパス生物多様性保存ゾーン内の植栽地整備活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 NPO 法人福岡グリーンヘルパーの会 

活動場所 
福岡市西区 

（九大伊都キャンパス） 
補助金額 285,000 円 

活動の目的 

住民が入りやすく未来に美しい豊かな自然や森を守り育てること

で、地域住民との連携を深めるとともに、森林保全の意識が高まるこ

とを目的とする 

参加者数        84 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7.7 

～ 

H22.8.8 

（全５回） 

九大伊都キャンパス生物多様性保全ゾーンにおいて、竹林整備や

下草刈りを実施 

 

状況写真 

 

 

手鋸で頑張ります

重たいですねー

去年植えた樹が見えません！

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 22 年度 企画番号 福８ 

活動の名称 第４回福岡県竹林サミット in 宗像 ～里山保全と竹の利活用～ 

 

活動の区分 

その他（里山保全のため、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 宗像市（県立少年自然の家） 補助金額 491,000 円 

活動の目的 
県内各地の里山・竹林保全、竹の利活用に取り組む市民団体が交流

して竹林整備や研究開発の気運を高める。 

参加者数        242 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.10.2 

基調講演：「里山における竹林管理から宗像市における事例」、活動発

表会：12 団体・企業による里山竹林保全活動及び竹材利活用の事例発

表、竹細工教室、パネルディスカッション 参加者 170 名 

H22.10.3 
現地見学会（竹林オーナー制度実施地、製紙用紙チップ工場） 

参加者 72 名 

 

状況写真 

 
 
 
 
 

 

基調講演

竹細工会場

各団体の活動発表

現地見学会
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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 22 年度 企画番号 福９ 

活動の名称 森と私たち ２０１０ 

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 
糸島市、前原市 

（井原山、瑞梅寺山の家） 
補助金額 473,000 円 

活動の目的 

さまざまな森や自然とのつながりに焦点をあて、先祖代々受け継が

れてきた森の豊かな文化や生きる知恵、自然との共生の仕方について

考察を深める 

参加者数        165 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22. 5.29 
9 カ国の在福外福人を含めた参加者による井原山の環境学習会 

参加者 41 人 

H22.8.21-22 

13 名の在福外福人を含めた参加者によるサマーキャンプ。 

1 日の自然の変化に着目し、朝・昼・夜の森林散策を実施。 

参加者のべ 82 人 

H22.11.20 
10 カ国の在福外福人を含めた参加者による「秋の環境学習会（草木初

め）」参加者 36 人 

 

状況写真 

 
 
 
 

 

森林散策に向かいます！ 井原山の自然に触れました！

草木染めの材料を集めました 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 22 年度 企画番号 福 11 

活動の名称 五ヶ山ダム植栽ボランティア 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 社団法人福岡県造園業協会 

活動場所 那珂川町 補助金額 450,000 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        83 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.10.30 会員による植栽予定地整備   参加者 13 人 

H22.11.6 

会員及び一般参加者による植樹。アラカシ、スダジイ、タブノキなど

13 種類、1000 本を県営五ヶ山ダムサイトに植樹した。 

参加者 70 人 

 

状況写真 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

植樹風景 大きくなれよ！

鍬が重くても頑張るぞ！ 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 22 年度 企画番号 福 12 

活動の名称 
森林の暮らしとのつながりを考える ミニシンポジウム・リレーとワ

ークショップ 

活動の区分 その他（ミニシンポジウム・ワークショップ） 

団体名 ふくおか森づくりネットワーク 

活動場所 
福岡市中央区（「西日本新聞会館」・

「あいれふ」） 
補助金額 540,000 円 

活動の目的 

森林や林業に関心のある一般市民やボランティア、行政職員等が対等

な場で話し合うことで、意見交換による「学びの深化」と今後の展開

に向けた「つながりづくり」を行う 

参加者数   232 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.9.28 
「山里の声を聞く」をテーマにシンポジウムを開催。 

講師澁澤寿一氏 参加者 63 人 

H22.10.15 
「野生動物と共存できるか？」をテーマにシンポジウムを開催。 

講師 高槻成紀氏 参加者 58 人 

H22.11. 3 

「日本の森、九州の森の声を聞く～森の持つ力～」をテーマにシンポ

ジウムとワークショップを開催。 

講師 濱田久美子氏、栗屋克範氏 参加者 111 人 
 

状況写真 

 

 

澁澤氏 高槻氏 

濱田氏 栗屋氏

熱心な聴衆 

会場は満員

ワールドカフェの手法を取り入れたワークショップ 
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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 22 年度 企画番号 福 14 

活動の名称 
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森林

ふれあい教室 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名 特定非営利活動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 515,000 円 

活動の目的 
竹林の整備と森林とのふれあいを通して、里山の大切さを認識さ

せ、将来の里山保全の担い手を育成する。 

参加者数        289 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22. 5.18～ 

H22.11.30 
ボランティアと会員による竹林の整備 13 回 参加者 157 人 

H23. 2.26 「森林ふれあい教室」森林についての講話､椎茸植菌体験 96 人  

H23. 3.19 「森林ふれあい教室」森林環境税の概要説明､ﾀｹﾉｺ掘り 36 人 

 

状況写真 

 

 

竹の伐採について安全講習 竹を伐採、伐採後は粉砕 

「森林ふれあい教室」

たけのこ堀り

シイタケ植菌体験
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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 22 年度 企画番号 福 15 

活動の名称 いとの森 間伐、搬出と間伐材で木工体験（箸づくり、宝箱作り） 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 いとの森守り会 

活動場所 糸島市（とんかち館）、福岡市 補助金額 363,000 円 

活動の目的 

実際の森林を間伐し、その材を搬出、木工まで行うことで、人と森林

とのかかわりを認識し、木材が循環する資源であり、使うことが森林

整備に繋がるという意識の向上を図る 

参加者数    311 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.23 

H22.6.27 

H22.7.25 

糸島市「とんかち館」において森についての講話、間伐材利用による

木工体験（My はし、箸置き作り）。参加者 77 人 

H22.9.26 

H23.1.22 

森についてとチェンソーの安全な操作についての講話、チェンソーを

使った間伐実習。参加者 30 人 

H22.10.10-11
福岡市で開催された「ウッドフェスタ」において、来場者による「My

はしつくり」を体験。参加者 204 人 
 

状況写真 

 
 
 
 
 
 

 

Myはしつくり 

Myはしつくりのカンナセット 

Myはし、箸置き、完成！ 

チェンソーの操作について講話

間伐実習 

ウッドフェスタに参加
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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 22 年度 企画番号 福 16 

活動の名称 竹林の保全及び資源の利活用 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 井原竹林を愛する会 

活動場所 糸島市 補助金額 344,000 円 

活動の目的 竹林を整備することにより、地域振興に結びつけ、地域の環境保全を図る

参加者数        42 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7 .19 ～

H23.3.12

(全３回）

地域住民を中心に一般募集し、会員とともに竹林整備、伐採、竹チップ化

を実施。参加者 42 人 

 

状況写真 

 

 

集合、ミーティング 竹伐採

伐採した竹は粉砕します
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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 22 年度 企画番号 福 17 

活動の名称 火山の里山散策マップづくり 

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（火山地区） 補助金額 510,000 円 

活動の目的 
里山の魅力を広く伝え、市民をはじめとする多くの人々が里山に触

れ、その現状と課題を知る 

参加者数        116 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.1～  

H23.3.7 

（全 4回） 

地域の子供会等に呼びかけ、火山の里山散策調査を実施した。 

参加者 116 人 

この結果を火山散策マップとして作成し、火山入り口に看板として設

置した。 

 

状況写真 

 
 

 
 

 

火山の里山散策調査 

里山の現状も知りました 

みんなの調査が活かされた火山散策マップ

ここに設置されてます！ 
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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 22 年度 企画番号 福 18 

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（海の中道海浜公園） 補助金額 551,000 円 

活動の目的 
都市景観に潤いを与え、市民の憩いやレジャーの場として親しまれて

いる松林の拡張とさらなる成長を図る 

参加者数    327 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.13 

参加者を一般募集し、企業、団体、個人が参加。 

松林の枝打ちと間伐実施、子ども達は松葉かきを実施。 

参加者 77 人 

H23. 3. 5 
参加者を一般募集し、企業、団体、個人が参加。 

1,876 本の松の植樹を行った。参加者 250 人 
 

状況写真 

 

 

間伐作業 間伐した松がこんなに！

子どもたちは松葉かき 松を植樹
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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 22 年度 企画番号 福 19 

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 里山の保全 

団体名 筑前新宮に白砂青松を取り戻す会 

活動場所 新宮町（楯の松原） 補助金額 466,000 円 

活動の目的 
「楯の松原」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  575 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.4.29～ 

H23.1.24 
会員及び地域住民による松林の除間伐等全 12 回  参加者 70 人 

H22.9.9 新宮中学生徒に対するまちづくり講演会  参加者 232 人 

H22.10.5 新宮中学白砂青松タイム 松林の除間伐  参加者 230 人 

H22.11.13 勤マルの日 松林の除間伐 参加者 43 人 

 

状況写真 

 
 
 
 

 

新宮中学白砂青松タイム みんなで力を合わせて、松を間伐！

伐った松はチッパーで粉砕

勤マルの日 企業から多くの参加者がありました！
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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 22 年度 企画番号 福 20 

活動の名称 いとしま森の学校 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 特定非営利活動法人いとひとねっと 

活動場所 糸島市（瑞梅寺地区） 補助金額 417,000 円 

活動の目的 

地元の大学生に山仕事・山の保全プログラムを体験させる課程で、森

の恵みを実感し、次の世代へ豊かな森を残そうとする思いを育て、地

元の林業と大学生という新しい関わりを構築する 

参加者数   81 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H23.2.5 

環境 NPO のネットワークや大学生を中心に参加者を一般募集。 

午前、林分調査の体験として、プロットの設置や胸高直径および樹高

の測定などを実施。 

午後、チェンソーワークについて研修後、間伐体験。 

その後、講演「森の声を聞く」の実施。参加者 43 人 

H23.2.6 
木材利用の研修として、間伐材の製材・皮剥の実習後、丸太のベンチ

を作成。参加者 43 人 
 

状況写真 

 

 

樹高の測定 

チェンソーワーク 講演「森の声を聞く」

丸太ベンチの作成 
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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 22 年度 企画番号 福 22 

活動の名称 
クヌギ植樹ボランティア事業・那珂川森林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、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 補助金額 402,000 円 

活動の目的 

中学生による植栽体験や地域住民による自立した森林ボランティ

アの育成をはかることにより、一般市民に森林や林業の理解を深め、

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

機能等の公益的機能の維持・増進を図る 

参加者数    184 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H23.2. 8 
那珂川北中学校生徒 2学年生の参加による植樹を実施。 

参加者 175 人 

H23.2.19 

一般参加者を募集し、森林ボランティアのリーダー育成のための講習

会を開催。 

森林インストラクターによる「森林の働きについて」の講義の後、現

地にて間伐体験を実施。参加者９人 

 

状況写真 

 

 

クヌギ 300 本を植えました バッチリ植えられました！ 

森林インストラクターによる講義 間伐体験 
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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 22 年度 企画番号 福 24 

活動の名称 脊振自然体験２０１０ 

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 福岡市早良区 補助金額 487,000 円 

活動の目的 

脊振山系の大自然を通じて、市内下流域の小学生を対象に自然の材料

を利用した木工クラフトや森林の手入れ、植物観察を行い、改めて森

林の大切さを認識してもらう 

参加者数   210 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.19 

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 105 人 

H22.8.20 ・木や竹を使用したクラフトづくり 参加者数 105 人 

 

状況写真 

 

 

消防少年団を対象に活動 林業体験：上手く伐れるかな？？ 

樹木観察 木工クラフト 
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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 22 年度 企画番号 福 25 

活動の名称 飯盛山植樹事業 

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 

登山道周辺の森林整備、植樹などを実施することにより、森林環境へ

の理解と周辺森林所有者への意識の働きかけを行い、もって飯盛山全

体の森林整備につなげることを目的とする 

参加者数      70  人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.10.24～ 

H22.11.14 

（全４回） 

市政だよりや公民館だより及び新聞等により一般参加者を募集。会

員とともに、植樹現地の整備及び植樹を行った。 

 

状況写真 

 

 

地拵え作業中 地拵え完了！ 

広葉樹を植えました 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 22 年度 企画番号 福 16 

活動の名称 植樹地をきれいに保とう～福岡県植樹祭植樹地整備作業～ 

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 大野城市 補助金額 192,000 円 

活動の目的 

福岡県植樹祭で植樹された木々の成長を見ていただくと共に、植え

た後も皆さんに大切に育てていただくことで、森林が人間と共生しな

がら育成されることを体感してもらう 

参加者数        65 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.9.4 福岡県植樹祭植樹地及び隣接地の下刈り 65 人 

 

状況写真 

 
 
 
 

 

集合、作業説明 手作業で頑張ります

おそろいのウェアで安全も確保 みなさん、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 22 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（久留米市ふれあい農業公

園外３箇所） 
補助金額 515,000 円 

活動の目的 
身近な「みのう連山」の森林の働きや現状を周知し「郷土の森」への

関心を高め、森林の役割等を確認できる市民層の拡大を図る。 

参加者数    1,549 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.7 親子 37 組 96 人を対象に木工教室及び森林環境教育の実施。 

H22.10.24 親子 60 組 140 人を対象に木工教室及び森林環境教育の実施。 

H22.11.6-7 
地域住民 1,200 人を対象とした地域イベントに参画、木工教室開催と

ともに森林の働き等のパネルを掲示 

H23.2.22 
川会小学校６年生 22 名を対象に「人と森林の関わり」について、指導

するとともに、木工教室を実施。 

H23.2.26 
水縄小学校児童及び父兄 80 名を対象に植栽、木工教室を実施すると

ともに、森林環境教育を実施。 
 

状況写真 

 

 

森林環境教育（木工教室） 森林環境教育 

植樹後の集合写真 
植樹体験 
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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 22 年度 企画番号 朝４ 

活動の名称 花立山の里山保全整備活動 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名 花立山を楽しむ会 

活動場所 小郡市干潟（通称：花立山） 補助金額 694,000 円 

活動の目的 
小郡市唯一の里山である花立山での活動を通じて、自然・景観などを

再認識し、里山保全の意識の向上を図る。 

参加者数 105 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7.18 一般参加者 25 名による下刈、枝打ちを実施。 

H22.10.17 一般参加者 15 名を対象に花立山の自然観察会を実施。 

H22.11.3 
地域イベント「花立山秋の収穫祭」と併催で、先着 25 名を対象に木工

教室（巣箱）を実施。 

H23.3.13 一般参加者 40 名によるサクラ等８品種、100 本を植樹。 

 

状況写真 

 

  

植樹 植樹 

木工教室：巣箱づくり 下刈、枝打ち 
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年度 平成 22 年度 企画番号 朝６ 

活動の名称 朝倉森林保全活動－枝打ち、間伐－ 

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 補助金額 260,000 円 

活動の目的 

水源での森林保全活動を子どもたちとともに体験することにより、水

や自然の大切さを学び、日常的に環境について意識することを目的と

する。 

参加者数 42 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.12.4 
大人から子供までの総員 42 名による枝打ち作業を実施。その中で、「森

林の大切さ」について、森林組合職員による森林環境教育を実施。 

 

状況写真 

    福岡県森林づくり活動公募事業の概要

集合状況 枝打ち現場 

枝打ち 森林環境教育 
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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 22 年度 企画番号 朝７ 

活動の名称 
森林環境教育・安全作業技術者養成講習会 

「集まれ！森林のなかまたち Ｍｙはし作り＆森林・林業学び塾」 

活動の区分 森林環境教育、その他（ 安全講習  ） 

団体名 福岡県林業研究グループ連合会 

活動場所 久留米市 補助金額 508,000 円 

活動の目的 

森林を社会全体で守り育てる機運が高まり、一般県民の森林内活動が

広がる中、一般県民の森林内活動を安全に指導できる人材を育成し、

これらの人材により木工体験などをすることにより、森林の働きや木

材利用等の必要性を伝える。 

参加者数 208 人  

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.21 

サイエンスマンスとの併催で、森林環境教育の「Ｍｙはし作り」及び

「林業学び塾（安全な林業生産活動 伐木等）」を開催 

参加者 174 人 

H23.1.27 
森林環境教育の指導者（県林研会員等）を対象に安全な林業生産の基

本（チェンソー作業）の講習会を実施。参加者 34 人 
 

状況写真 

 

 

My はしづくり
カンナが上手に引けるかなー チェンソー体験：すごい迫力！

安全な林業生産の基本
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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 22 年度 企画番号 八１ 

活動の名称 みどりと遊ぼう！２０１０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 北九州市小倉北区（山田緑地） 補助金額 504,000 円 

活動の目的 
樹木の学習やネイチャーゲーム、自然素材でのクラフト等を通じ、自

然の大切さを学び、自然との関わり方を考え、実践してもらう 

参加者数 84 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.8 

小倉北区の山田緑地において、小学生を対象とした森林環境学習を実

施。子ども樹木博士、ネイチャーゲーム、火おこし体験、ネイチャー

クラフト、スタードーム組み立てなど。 

 

状況写真 

 

 

子ども樹木博士：いろんな樹と友達になろう！ 

ネイチャークラフト：力作揃い！ 

みんなで組み立てたスタードームの中に

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 22 年度 企画番号 八２ 

活動の名称 小倉南区合馬里山保全（竹林整備）事業 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

団体名 北九州グリーンヘルパーの会 

活動場所 北九州市小倉南区（合馬ほか） 補助金額 230,000 円 

活動の目的 荒廃した竹林を全伐竹して雑木林へと復活させ、里山の保全を図る 

参加者数 742 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.9～

H23.3.13 

（37 回） 

小倉南区合馬で、荒廃した竹林の整備を、年間を通して実施。伐竹

材を活用した竹炭づくりや、竹細工教室にも取り組んだ。 

 

状況写真 

 

 

鬱蒼とした竹林も地道に整備！ 

伐竹安全講習会 

竹炭を焼きます！ 

竹細工教室：ミニ門松づくり 
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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 22 年度 企画番号 八３ 

活動の名称 サクラ再生ボランティア 

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 北九州市小倉南区（ます渕ダム） 補助金額 504,000 円 

活動の目的 
サクラの名所といわれる里山を再生し「憩い」と「潤いの場」とし、

里山再生や森林再生の重要性を啓発す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 

H22.11.20 会員による植樹現地整備  参加者 10 人 

H22.12.4 

小倉南区ます渕ダムにおいて、地元小学生を対象とした里山保全・

森林環境学習を実施。サクラについての講演、サクラ植樹、サクラ

天狗巣病枝の除去、野鳥観察会などを行った。参加者 75 人 

H22.12.26 会員による植樹現地の現地整備 参加者２人 

 

状況写真 

 

 

天狗巣病治療の講習 地元児童が参加 

みんなでサクラを植えました 
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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 22 年度 企画番号 八４ 

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、森林環境教育 

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（切塞市有林） 補助金額 245,000 円 

活動の目的 
森林を整備し、地域住民や子ども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、森林保全の意義を高める。 

参加者数 795 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.11～

H23.3.19

（全 52 回） 

八幡西区切塞市有林において、除伐や下刈、遊歩道の整備などを年

間通じて実施。里山を児童の遊びの場、学習の場として活用する支

援を行った。 

 

状況写真 

 

 

作業前ミーティングは念入りに！ 暑い中、下草刈り頑張ってます 

シイタケの植菌を体験！ 

自然のリサイクルを学びます 
永犬丸西小学校児童と連携
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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 22 年度 企画番号 八５ 

活動の名称 子ども森レンジャー 

活動の区分 森林環境教育 

団体名 NPO 法人グリーンワーク 

活動場所 北九州市門司区（白野江植物公園） 補助金額 269,000 円 

活動の目的 

森林の仕組みを学ぶことにより自然環境保護や改善の意識を持つ多

くの子どもを育成し、「樹木を育てる」「守る」「使う」という活動を

通して、人間や生き物の生活に森林が重要であることを学ぶ。 

参加者数 93 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7.31 

H22.8. 7 

H22.8.21 

小学生を対象として、森林環境教育を実施。１回目は園内を散策しな

がら樹木の話を聞き、２回目は夜の園内でライトトラップに集まった

昆虫を観察、３回目は森でクラフト材料を集め、写真立てなどを作っ

た。 

 

状況写真 

 
 

 

樹木観察：どんな樹かな？

クワガタいるかな？ 

森の中で材料集め 

写真立てを作ります 
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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 22 年度 企画番号 八６ 

活動の名称 隆守山の整備活動 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 隆守山を守る会 

活動場所 岡垣町（隆守山） 補助金額 199,000 円 

活動の目的 継続的な森林整備意識を高め、快適な環境と景観を取り戻す 

参加者数 837 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.16～

H23.3.12

（28 回） 

岡垣町唯一の城趾である隆守山において、斜面に繁茂する雑木や孟宗

竹を伐採し、チッパーで粉砕する作業を実施。住民が多く参加し、地

域をあげての活動となっている。 

 

状況写真 

 

 

竹林整備：急傾斜でも頑張ります 地域をあげての活動になりました 

整備後の竹林 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 22 年度 企画番号 八７ 

活動の名称 河内・奥田里山活用プロジェクト 

活動の区分 里山の保全、森林環境教育 

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（河内周辺） 補助金額 480,000 円 

活動の目的 
里山の住民と参加者が協力した活動に重点を置き、担い手不足による

管理放置や侵入竹などの問題に取り組み、里山を守る意識を育てる 

参加者数 172 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.5.15～  

H23.2.20 

（10 回） 

八幡東区河内の山林で、竹林オーナー制度による竹林整備を実施。

また、会員と地域住民との交流を深めるため、地元小学生を対象と

した自然観察会や里山祭り、企業と合同の植林活動なども実施して

いる。 
 

状況写真 

 

 

竹林整備：明るい竹林になあれ！

安全講習

森林環境教育 
企業と連携した植林活動 
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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 22 年度 企画番号 八９ 

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 452,000 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 620 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.12.5 

H23.2.6 

H23.3.5 

町のシンボル三里松原において、１回目は松葉かき、２回目は間

伐・除伐、３回目はマツの植栽を実施。多くの地域住民が参加、参

加者数は過去最大となった。 

 

状況写真 

 

 

集合、作業説明 除伐作業 

きれいになりました！ 松苗を 1,200 本植樹 
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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 22 年度 企画番号 飯１ 

活動の名称 竹林間伐・整備事業 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育、その他（河川環境教育） 

団体名 NPO 法人遠賀川流域住民の会 

活動場所 嘉麻市 補助金額 607,000 円 

活動の目的 

竹林の間伐・整備や竹炭づくりを実施することにより、森林保全の必

要性や河川環境の大切さを認識し、循環型社会の形成を推進すること

を目的とする。 

参加者数    397 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.1 

H22.9.26 

H22.10.31 

竹林整備および森林環境教育（8/1、「森林環境や保全について」）、 

竹炭用に竹材加工などを実施。企業及び県立嘉穂総合高校の生徒も参

加。参加者 320 人 

H22. 8. 9～26

H22.10. 5～26

H22.11. 9～12

竹林整備で出た竹で竹炭焼き 参加者 62 人 

H22.10.28 
できあがった竹炭を河川浄化のために、嘉麻市 本城川に敷設。 

参加者 15 人 
 

状況写真 

       
 
   

 

竹林整備：伐採した竹を運び出します 緑に囲まれての森林環境教育

竹材を竹炭用に加工 たくさん炭が焼けました！ 本城川に敷設
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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 22 年度 企画番号 飯４ 

活動の名称 遠賀川源流の森づくり活動事業 

活動の区分 
森林の整備・保全、森林環境教育、 

その他（ グリーントレード商品の開発   ） 

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 426,000 円 

活動の目的 

植栽・下刈り・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        617 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22. 7.25 一般ボランティアを募集し、下草刈り活動。184 人参加。 

H22. 7.31 森の学校の一環として「沢登り」を小学生に体験させる。63 人参加。

H22. 9.24 大学生に間伐の状況、木材産業の現状について説明。38 人参加。 

H22.11.26 デザイン科の大学生の木製品のアイデアプレゼンにアドバイス。38 人

H23. 2.19 「ウインター森の学校」実施。間伐体験実施。39 人参加 

H23. 3.13 一般ボランティアによる植樹を実施。255 人参加 

 

状況写真 

  
 

  

 

森の学校：沢登り 大学生による現地研修

ウインター森の学校：間伐体験 絶景の現地に植樹！

35



福岡県森林づくり活動公募事業の概要 

年度 平成 22 年度 企画番号 飯５ 

活動の名称 ふる里森づくりの会 

活動の区分 森林の整備・保全 

団体名 ふる里森づくりの会 

活動場所 飯塚市 補助金額 477,000 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       139 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.21～ 

H23.2.19

（全 5回） 

整備する森林は公募で選定。森林整備の参加者は会員及び一般公

募。 

飯塚市庄司で竹林の伐採、搬出、チップ化を 5回実施。 

計 139 人参加。 

 

状況写真 

  
 
  

 

竹林の伐採、どんどんきれいになるぞー！ 伐採した竹は人力で運び出します

粉砕機でチップ化 
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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 22 年度 企画番号 飯７ 

活動の名称 「森林の荒廃」現地体験学習と講演会 

活動の区分 その他（「森林の荒廃」現地体験学習と講演会） 

団体名 NPO 法人こすみんず 

活動場所 飯塚市 補助金額 1,000,000 円 

活動の目的 
森林環境税について、更なる周知を図り、森林を県民共有の財産とし

て守り育てる気運の向上を図る。 

参加者数        682 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.10.16 
荒廃森林現地体験 

「蓮台寺、建花寺の里山を歩く会」 166 人参加。 

H22.10.17 

講演会「森林をかたり、地域をつくる会（講師：柳生博）」 

及び県内森林づくりボランティア団体によるパネル等展示会。 

516 人参加。 

 

状況写真 

  
 
  

 
 

里山を歩く会 大盛況！

講演会 
県内森林づくりボランティア団体による 

パネル展示 
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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 22 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 64,000 円 

活動の目的 

矢部村地域の森を、山と海が一体となって守り育てることで地域の連

携を深めると共に、緑豊かな森を作り育てることで森林保全の意識や

漁場環境保全意識の向上を図る。 

参加者数  40 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7.23 

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 40 人 

 

状況写真 

 

 
 
 

 

柳川から出発！ 本日の作業説明 

作業は手鎌で 
植えた木も随分大きくなりました♪ 
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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 22 年度 企画番号 筑２ 

活動の名称 木こりの森プロジェクト 2010 

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（水処理センター） 補助金額 400,000 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 141 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.28 

大川木材青壮年会が市報・チラシ等で参加者を呼びかけ、141 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 

 

 

曇りであったが、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 22 年度 企画番号 筑３ 

活動の名称 里山整備・保全啓発活動 

活動の区分 森林の整備・保全、森林環境教育 

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 465,000 円 

活動の目的 
大牟田市民に親しまれる甘木山で、荒廃した森林の整備を行い、森

林の保全啓発を目的としたイベントを行う。 
参加者数        282 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.28 

地域住民でつくる「手鎌歴史と里山の会」で参加者を呼びかけ、旧遊

歩道とその周辺林内の除伐と枝葉の整理を行った。地元高校生の参加

があり、青年層が森林への興味関心をもつことができた。 

参加 135 人。 

H23.2.11 

前回同様、旧遊歩道周辺を整備した。竹や雑木の除伐を行い、枝は粉

砕し、植樹に使用する。次回の椎茸の原木としてクヌギの木も伐採し

た。参加 63 人。 

H23.3.5 

森林の保全啓発を目的として、子ども達の興味関心を醸成するために

昨年整備した「夫婦岩」でレクリエーション活動後、モミジやクルミ

の苗木を、今年整備が完了した遊歩道脇にも植樹した。今回は自然学

習で、椎茸のコマ打ちを体験した。参加 84 人。 
 

状況写真 

 

 

椎茸原木準備 

モミジの苗木を植える子ども達 
椎茸のコマ打ち体験 

高校生も参加して整備活動

遊歩道整備 
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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 22 年度 企画番号 筑４ 

活動の名称 （矢部川源流）里山森林下草刈りと植栽及び間伐 

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 325,000 円 

活動の目的 
地域の伝統的な生物資源の回復と矢部川流域の景観に配慮した森をつく

る。 

参加者数      64 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.6.13 八女市黒木町笠原地区のハゼ・椿の森にて下草刈り。16 名が参加。 

H22.8.29 八女市星野村のハゼ・椿の森にて下草刈り。28 名が参加。 

H22.9.26 
八女市黒木町笠原地区のハゼ・椿の森にて 2回目の下草刈り。12 名が参

加。 

H22.12.19 八女市星野村金山地区にて、地元林業家の檜林で枝打ち。8名が参加。 

 

状況写真 

 
  

 

手鎌で作業！ 暑い！でも頑張るぞ！ 

枝打ち
皆さん頑張りました！
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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 22 年度 企画番号 筑５ 

活動の名称 プロが教える山仕事講座 

活動の区分 その他（森林ボランティアの人材育成     ） 

団体名 山村塾 

活動場所 八女市黒木町 補助金額 836,000 円 

活動の目的 

森林ボランティアや一般市民に対し、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することで、森林ボランティアリーダーの育

成を目指す 

参加者数           138 人 

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.11.27-28 

笠原の山林（15 年生スギ林）にて「手道具編」講座を実施。ノコ、

ナタでの伐木造材作業、ロープワーク、刃物の手入れなどを学んだ。

夜には林業家からの林業、森林の現状について講話、意見交換会を

行った。  

H22.12.18-19 

四季菜館にて「チェーンソー基本編」講座を実施。チェーンソーの

仕組みと基本操作、整備、目立てなどを学んだ。実習ではスギ丸太

を用いて玉切りなどの練習を行った。  

H23.1.22-23 

笠原の山林（45 年生ヒノキ林）にて「チェーンソー伐木編」を行っ

た。ヒノキの伐採、玉切り、枝払い、搬出などの伐木作業について

学んだ。  

 

状況写真 

  

  

 

チェンソー基礎講座

手道具編 チェンソー伐木編

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 22 年度 企画番号 筑６ 

活動の名称 森林・里山保全基礎講座 

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 補助金額 334,000 円 

活動の目的 
安全を含めた森林・里山整備の作業基礎を一般の初心者である市民に付

与することで、里山の持つ機能の重要性を認識した市民の拡大を図る

参加者数 137 人  

 

活動実施日 主な活動実績 

H22.7.18 
開講式・講座ガイダンス    参加者 23 人 

講演会「よみがえれ里山」（講師＝県インストラクター会より） 

H22.8. 8 里山の現状観察（三池山周辺） 参加者９人 

H22.9.12～ 

H23.3．3 

（全 7回） 

先進地区視察、森林・竹林整備実習、参加者 83 人 

竹工作体験教室 ミニ門松作り 参加者 22 名 

 

状況写真 

 

 

講演会 竹炭づくり

竹林整備実習 ミニ門松づくり
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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 22 年度 企画番号 筑７ 

活動の名称 三池の森・里山を守ろう「龍神伝説 三池光竹」 

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 補助金額 780,000 円 

活動の目的 
大牟田のシンボルである三池山の再生を目指し、森林・竹林整備や

竹を活かしたイベントなどを通して、里山保全の啓発と気運を高める。

参加者数     1,114 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22.8.21 
森づくり講演会「森の大切さ、森を守る活動と人の絆：

NPO 法人宗像里山の会代表中里亜夫氏」 参加者 53 人 

H22.8.28 
安全講習会「安全な作業のやり方、道具の使用方法」 

参加者 18 人 

H22.9.18～10.31（全 26 回） 森林整備、竹伐採 参加者 179 人 

H22.9.19～11.12（全 50 回） 竹の利活用作業 竹灯籠 1万本作成  参加者 576 人 

H22.11.21-22 

龍神伝説「三池光竹」のイベント開催。三池の森自然観

察、竹材を使った自然工作、森のパネル展、竹灯籠１万

本の夕べなどを実施。参加者 212 名 

H23.2.13～19（全５回） 三池の森整備等 参加者 76 人 
 

状況写真 

 

 

講演会 安全講習会 竹林整備

竹の利活用

竹灯籠

木工細工

パネル展示
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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 22 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（講演会 ） 

団体名 ハローグリーン・けいちく 

活動場所 京都郡苅田町上片島 ほか 補助金額 312,000 円 

活動の目的 

森林林業活動に興味を持つ人が、より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。 

参加者数 107 人 
 

活動実施日 主な活動実績 

H22.6.19 
苅田幼稚園に隣接する里山の遊歩道の草刈り、枯損木の除去を実施。

参加者 16 名。 

H22.7.10 
平成 20・21 年度に同団体が植栽した箇所の下草刈りを実施。参加者

21 名。 

H22.8.21 平成 18年度に同団体が植栽した箇所の下草刈りを実施。参加者17名。

H22.11.13 ～

11.14

私有林にて枝打ち・間伐を実施後、森林インストラクターによる講演

「森林のためにできること」を聴講。参加者 30 名。 

H23.2.19 私有林にて枝打ち、間伐を実施。参加者 23 名。 
 

状況写真 

  
 
  

 

間伐：チェンソーも慣れたもの 下草刈り：植えた樹も大きくなってきた！ 

講演 枝打ち：梯子にものぼります！ 
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