
 
 
 
 

平成２４年度 
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 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 2

福2 NPO法人福岡ｸﾞﾘｰﾝﾍﾙﾊﾟｰの会 九大伊都キャンパス生物多様性保全ゾーン内の森林整備活動 森林の整備・保全 3

福3 筑前新宮に白砂青松を取り戻す会 楯の松原再生保全活動 森林の整備・保全 4

福4
特定非営利活動法人
古都・大宰府の風を育む会

四王寺山の森林整備・保全活動その２ 森林の整備・保全 5

福5 福岡工作の森 木育おもちゃの広場～間伐材とふれあう～ 森林環境教育 6

福6 NPO法人南畑ダム貯水する会 森と水の楽校 森林環境教育 7

福7
特定非営利活動法人
里まちサイクルコミュニティ

森を愛し、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「どんぐりから森を作ろう」～

里山の保全
森林環境教育

8

福8
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 9

福9 社団法人福岡県造園業協会 森林環境教育in那珂川、海の中道海浜公園植樹ボランティア
里山の保全
森林環境教育

10

福10 福岡市水源林ボランティアの会 伐竹作業活動と竹・木工体験事業
森林の整備保全
森林環境教育

11

福12 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 里山の保全 12

福14 糸島市ふるさとの森林づくり 浮嶽大もみじ周辺森林の草刈り及び間伐に関する草刈機・チェンソー技術の講習会 里山の保全 13

福15 さつき松原管理運営協議会 さつき松原再生プロジェクト～松苗を植えよう～ 森林の整備・保全 14

福16 まほろば自然学校 自分たちの手で２０１２～太宰府市民の森再生・保全活動～
森林の整備保全
森林環境教育

15

福17 ふくおか森づくりネットワーク 森の講座：ワンコインから森を見る～わたしたちの森林環境税～ その他 16

福19 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 17

福21 曲渕自治会野河内部会 野河内渓谷の自然を守る事業
里山の保全
森林環境教育

18

福22 福岡市林業研究グループ 背振自然体験２０１２ 森林環境教育 19

福24 奈多植林会 奈多浦松林保全事業 森林の整備・保全 20

朝4 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 21

朝5 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

22

朝6 福岡県林業研究グループ連合会 集まれ！森林のなかまたち 森林環境教育 23

朝7 ふくおか森林インストラクター会
ふくおかの森林を考える
～鹿による食害からの森林再生に向けて～

森林の整備保全
森林環境教育

24

八1 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

25

八3 岡垣緑のまちづくりの会 岡垣町(野間地区)の放置竹林伐採・植樹プロジェクト 里山の保全 26

八4 三里松原防風保安林保全対策協議会 三里松原松葉かき・かん木除伐 森林の整備・保全 27

八5
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

平成竹取伝説（竹林保全活動） 里山の保全 28

飯1 福岡県竹林サミット実行委員会
第6回福岡県竹林サミットin飯塚
～里山保全と竹の利活用～

その他 29

飯2 NPO法人遠賀川流域住民の会 源流の森再生応援団
里山の保全
森林環境教育

30

飯4 NPO法人直方川づくりの会 尺岳の里山再生プロジェクト2012
里山の保全
森林環境教育

31

飯5 福岡県立大学どうぶつの森 大学生が進める里山整備・木育推進活動
里山の保全
森林環境教育

32

飯6 ふる里森づくりの会 放置森(竹)林の整備活動 森林の整備・保全 33

飯7 筑豊地区女性林業研究グループ たんとの森活用プロジェクト
里山の保全
森林環境教育

34

飯8 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

35

飯9 珍竹林の会 竹林オーナー制度事業 里山の保全 36

筑1 福岡有明海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 37

筑2 有明・里山を守る会 里山保全基礎講座 森林環境教育 38

筑4 山村塾 プロが教える山仕事講座２０１２ その他 39

筑6 三池光竹実行委員会 三池の森・里山を守ろう「龍神伝説　三池光竹」 里山の保全 40

筑7 手鎌歴史と里山の会 甘木山里山整備・保全啓発活動 森林環境教育 41

筑8 大川木材青壮年会 木こりの森プロジェクト２０１２ 森林環境教育 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 43

目　次

1



参加者数 208人

活動実施日 主な活動実績

H24.12.1
漁業・林業関係者、市民ボランティア団体等が協働してヤマモミジ、コ
ナラ、クヌギ等広葉樹約2,000本の植林を実施。

団体名

活動の目的
健全な森林から供給される水はミネラルをバランスよく含み、豊かな漁
場を育む基となっている。山と海の関係者が相互交流を図りつつ、協働
で森林整備を行うことで水域全体としての環境保全を図る。

活動場所

森と海の再生交流事業実行委員会

福岡市早良区 補助金額 498,000円

活動区分 森林の整備・保全

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１企画番号平成24年度

森と海の再生交流事業

状況写真

まずは下準備から 作業箇所を分けて効率よく植栽

支柱に苗をしっかり結びます みんなで一生懸命植えました
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福２

活動名称 九大伊都キャンパス生物多様性保全ゾーン内の森林整備活動

活動区分 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 222,000円

活動の目的

九大伊都キャンパスの生物多様性ゾーン内で、地域の子供達とともに植
林した「頭地」周辺における下草刈りや、樹林内（通称：こすぎ谷）に
侵入した竹伐採等を行うことで、地域住民が親しみやすい自然を育て、
地域住民との連携を深め、森林保全の意識を高める。

参加者数 141人

活動実施日 主な活動実績

H24.6.21
学生と協力して頭池周辺の下草刈りや、こすぎ谷での侵入竹の伐採。
参加者94人

H24.8.5
H24.8.19

侵入竹約1200本を伐採・搬出。2週間後除伐材を集積して構内の除伐材
集積場へ搬出処分。参加者34人

H24.8.25
除伐した竹を使って区画側法面に土留柵（杭打ち・竹編み込み）を設
置 参加者13人

状況写真

置。参加者13人

侵入竹の伐採準備運動は入念に

作業終了！おつかれ様でした！
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H24.9.20
H24.10.4

新宮中学校の1年生に松林を守る大切さについての森林環境教育を行い、
後日、松林の除伐を実施。参加者630人

H24.4.25
～H24.11.25
全5回

地元住民を中心に松林内の除伐等を実施。参加者101人

活動の目的
地域の松林を保全するため中学生や周辺住民による整備活動を行うこと
により、森林の大切さを体験し、地域の森林保全意識の高揚を図る。

参加者数 731人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 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
新宮町

（楯の松原）
補助金額 551,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福３

活動名称 楯の松原再生保全活動

状況写真

伐採木はチッパーで粉砕 協力して松林を整備しました

森林保全の大切さを説明中

タイヘンだけど頑張るぞ！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福４

活動名称 四王寺山の森林整備・保全活動その２

主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 特定非営利活動法人　古都・大宰府の風を育む会

活動場所
太宰府市

（大宰府政庁跡周辺森林）
補助金額 609,000円

H24.5.12
～H25.3.11
全17回

放置竹林の除伐を実施し、切り出した竹は炭焼きに。
参加者228人

H24.10.28
太宰府市主催の環境フェスタに参加し、里山保全の重要性をPRする。
参加者15人

活動の目的
大宰府政庁跡を中心とした自然環境の保全、維持活動を行うことで、森
林を健全な状態で次世代に引き継ぐと共に、市民全体でこの地区と森林
を守り育てようとする森林保全活動の意識を高める。

参加者数 243人

活動実施日

状況写真

一部はチッパーでの粉砕処理

竹林の除伐作業作業の説明と安全確認

竹炭にして有効利用
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福５

活動名称 木育おもちゃの広場～間伐材とふれあう～

活動区分 森林環境教育

団体名 福岡工作の森

活動場所
福岡市中央区

糸島市、大野城市
補助金額 243,000円

活動の目的
子供の頃から「木」にふれあう機会をつくることで、素材・材料として
の木材の良さを広く知ってもらい、木や森に対する認識を深め、身近な
自然に目を向けるきっかけをつくる。

参加者数 528人

活動実施日 主な活動実績

H24.7.7
糸島市健康福祉センターで、森林組合が作った木のおもちゃの展示や県
産の木材・間伐材を使ってのおもちゃ作りを実施。参加者104人

H24.8.27
大野城まどかぴあで、おもちゃコンサルタントによる「木育講座（おも
ちゃづくり）」や間伐材を使った丸太切り体験を実施。参加者207人

H24 9 22
福岡市立中央児童会館で、小学生を対象のした丸太切りやおもちゃ作り
体験を実施 参加者217人

状況写真

H24.9.22
体験を実施。参加者217人

木のおもちゃに夢中！

やったー！カエルのおもちゃが完成！

絵を使って森林の役割を説明

丸太もおもちゃに変身
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H24.8.19
那珂川町のヒノキ林で、間伐体験及び森林保全に関する講話を実施。
参加者40人

H24.10.13
H24.10.14

福岡市中央区天神中央公園で、間伐材を利用して作成したプランター等
の展示と親子向け木工教室を実施。参加者200人

活動の目的
山の様々な恩恵に報いるため、森林整備を担う方達と共に、実際の里山
整備を体験し、水環境に関して学ぶことで、活きた森林環境教育の場を
企画する。

参加者数 240人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林環境教育

団体名 NPO法人　南畑ダム貯水する会

活動場所 那珂川町、福岡市中央区 補助金額 366,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福６

活動名称 森と水の楽校

状況写真

プロの技を見学

パネルと間伐材プランターの展示
間伐材でイスを制作中

間伐することで光が差し込む森林に
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H24.5.31
～H24.11.29
全13回

会員とボランティアによる竹林整備。参加者91人

H24.7.21
2回開催

高取公民館で、森林の現状と竹林整備の活動紹介やカブトムシの飼育講
習を実施。参加者106人

H24.10.20
～H25 3 16

ドングリの苗植えや里山の散策、竹パンづくり、筍掘り体験など「森林
ふれあい教室 を実施 参加者計247人

活動の目的
未来の子ども達に健全な森林を残すため、竹林の整備と森林環境教育を
通して自然保護や里山の果たす役割の大切さを知ってもらい、将来の森
林の守り手として育成する。

参加者数 444人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 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 福岡市早良区、糸島市 補助金額 611,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福７

活動名称
森を愛し、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「どんぐりから森を作ろう」

状況写真

～H25.3.16
全5回

ふれあい教室」を実施。参加者計247人

森林の役割をみんなで勉強大人気！カブトムシの飼育講習

竹でパン作り！おいしそう！大きな筍が採れました！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福８

活動名称 博多湾沿岸における松林の整備・保全活動

主な活動実績

活動区分 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 563,000円

H24.11.10
企業･団体・個人の参加者と松林の除伐等を実施。子供達は松葉掻きを
行った。参加者106人

H25.3.2
マツ1700本の植樹を実施。その後公園内にて緑化の講話を行った。
参加者285人

状況写真

活動の目的
博多湾沿岸における松の植樹活動を継続するとともに、市民の手による
植栽によって成長した松林の間伐などの保全活動を行うことにより、環
境保全や緑化活動への参加意識を向上させる。

参加者数 391人

活動実施日

状況写真

マツを丁寧に植えます たくさんの人が植栽に参加しました

大きく育つことを願って みんなで集合写真 お疲れ様でした
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H24.8.26
グリーンピアなかがわで、植栽、環境学習、竹材を利用した木工教室を
開催。参加者40人

H24.10.17 奈多海岸で、松枯れ防除研修として実技研修を実施。参加者90人

H24 10 27
海の中道海浜公園で、マテバシイ500本の植栽を実施。併せて公園内の生
態系の講義を実施 参加者50人

活動の目的
継続して植樹活動を行ってきた那珂川町で、新たに環境教育に取り組む
とともに、海の中道海浜公園において防風林保全活動を行い、環境緑化
に対する県民意識の醸成を図る。

参加者数 180人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名 社団法人　福岡県造園業協会

活動場所
那珂川町(ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱなかがわ）
福岡市東区(海の中道海浜公園)

補助金額 562,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福９

活動名称 森林環境教育in那珂川、海の中道海浜公園植樹ボランティア

状況写真

H24.10.27
態系の講義を実施。参加者50人

植栽する苗について勉強

みんなで作業すると楽しいな頑張って植えるぞ！

植栽方法を説明中
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H24.7.11
～H24.7.21
全3回

「研修の森」の階段補修、ロープ張り、「茶話の森」の下草刈りを実
施。参加者42人

H24.7.22
「研修の森」他にて、除伐作業や高枝鋏による枝打ち、木工体験（竹ト
ンボ作りなど）を実施。参加者59人

活動の目的
福岡地域の水源である曲渕ダム周辺住民と学生、市民グループとの交流
を通して、森林の大切さを認識していただくとともに、生活環境の異な
る世代間交流と継続的な森林保全活動を行う。

参加者数 101人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

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

（曲渕ダム周辺）
補助金額 439,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１０

活動名称 伐竹作業活動と竹・木工体験事業

状況写真

ンボ作りなど）を実施。参加者59人

木を伐るのも貴重な体験

教えてもらいながら竹トンボ制作 みんなで記念撮影

高枝挟で枝打ち
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１２

活動名称 宮司・浜の松原整備・保全活動

主な活動実績

活動区分 里山の保全

団体名 宮司地区郷づくり推進協議会

活動場所
福津市

（宮司・浜の松原）
補助金額 514,000円

H24.5.13
～H25.3.3
全62回

草刈り、下刈り、植樹を5月から3月まで毎月実施。参加者377人

H25.2.23 市内小学校で卒業記念植樹を実施。参加者96人

活動の目的
地域住民で防風林の整備活動に取り組むことで、以前のように親しみの
もてる白砂青松の里山として保全するとともに、多くに人々に防風林の
大切さを意識してもらう。

参加者数 473人

活動実施日

状況写真

軽トラックいっぱいの下草

下刈作業 マツの植栽 大きくなあれ！

地域のシンボル松林の整備
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１４

活動名称
浮嶽大もみじ周辺森林の草刈り及び
間伐に関する草刈機・チェンソー技術の講習会

主な活動実績

活動区分 里山の保全

団体名 糸島市ふるさとの森林づくり

活動場所 糸島市 補助金額 357,000円

H24.5.12
～H24.10.6
全3回

雑木の伐採作業や除草作業後、竹を使って箸などを制作。
参加者37人

H24.10.27
チェンソー基礎・間伐・下草刈りの3班に分かれて技術実習や座学を実
施。参加者31人

活動の目的
手入れが行き届かず鬱蒼とした森林をボランティアで整備を進めるとと
もに、里山をフィールドとして、広く参加者を募って山仕事の研修を行
い、技術向上や森林に関する知識の習得を目指す。

参加者数 68人

活動実施日

状況写真

地域のシンボル「大もみじ」

トンボの完成！

チェーンソーの技術講習

竹細工教室
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状況写真

H25.2.3 さつき松原にてマツ500本の植栽を実施。

活動の目的
市民による松苗の植栽を行い親しみのある昔の松原の風景を再生する。
この活動を通して地元の住民等の絆が深まり、自然に対する関心を持っ
てもらい、市民全体の森林保全の意識を高めることを目的とする。

参加者数 250人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 さつき松原管理運営協議会

活動場所
宗像市

（さつき松原）
補助金額 498,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１５

活動名称 さつき松原再生プロジェクト～松苗を植えよう～

今日は頑張るぞ！

植栽方法の説明中

植栽するマツの準備

みんなで植えました
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H24.11.11
「森を支える土」と題した自然教室を実施。
参加者28人

H24.11.18
H24.11.25

太宰府市民の森にて「森をつくる樹木」「森を利用する生き物」と題し
た自然教室を実施。参加者67人

HH24.12.2
太宰府市民の森にてモウソウ竹の伐採及び門松づくりを実施。
参加者34人

活動の目的
太宰府市民の森で、子供にも分かりやすく森林に興味を持ってもらうよ
うな森を科学する実験講座と保護者を巻き込んだ森林整備を行い、森林
への理解を深めることを目的とする。

参加者数 129人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、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

(太宰府市民の森）
補助金額 424,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１６

活動名称 自分たちの手で2012～太宰府市民の森再生・保全活動～

状況写真

参加者34人

熱心に聴き入る子ども達いろんな木に触れてみよう

森での活動 どんな生き物がいるのかな
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１７

活動名称 森の講座：ワンコインから森を見る～わたしたちの森林環境税～

活動区分 その他（シンポジウム、林業現場見学会）

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、八女市 補助金額 564,000円

活動の目的

シンポジウムでは行政の森林環境担当者または研究者を講師に招き、一
期の最終年を迎える森林環境税について理解を深める。現地見学会では
林業の現場と林業に従事する方々に接し、若い世代がプライドを持って
取り組める林業について考える。

参加者数 174人

活動実施日 主な活動実績

H25.10.20
杉林や皆伐現場の見学、林業関係者との座談会の開催。
参加者48人

H24.11.8
福岡市「あいれふ」にて高知県森林環境税の内容・導入・次期への県民
参加に係る講話及び意見交換会。参加者53人

福岡市「あいれふ」にて九州北部豪雨災害が黒木町笠原地区に与えた被

状況写真

H24.11.29
福岡市「あいれふ」にて九州北部豪雨災害が黒木町笠原地区に与えた被
害状況、復興ボランティアの受入に係る講話及び意見交換。参加者73人

45年生スギ林の見学 植栽3年後の山林も見学しました

シンポジウムでは森林環境税についての理解を深めました
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状況写真

H24.5.26
～H25.3.17
全3回

竹林の整備を、チェンソーでの伐採・切り出し・粉砕器投入の3班に分か
れて作業を実施。

活動の目的

森林は自然環境を守る公益的機能を持っており、地域の重要な資源では
あるが、竹の繁茂が、森林の荒廃や耕作放棄地増加の原因となってい
る。そのことから、広く参加を呼びかけて竹林の整備を積極的に推進
し、地域の保全を図る。

参加者数 35人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 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 352,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福１９

活動名称 竹林の保全及び資源の利活用

状況写真

放置竹林の除伐、搬出作業

チッパー作業
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H24.8.25
～H25.1.13
全4回

渓谷内で立木整理・モウソウ竹の伐採作業などを実施。
参加者37人

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福２１

活動名称 野河内渓谷の自然を守る事業

活動区分

主な活動実績

里山の保全、森林環境教育

団体名 曲渕自治会野河内部会

活動場所
福岡市早良区

（野河内渓谷）
補助金額 561,000円

H24.11.4
森林インストラクターによる「森林保護・野河内渓谷の樹木」の講義
後、遊歩道の整備等を実施。参加者22人

活動の目的
地域の自然環境を、市民の意見を反映しながら整備を進めることで、将
来の森づくり活動に繋がる人材作りを目指す。

参加者数 119人

活動実施日

状況写真

H25.2.24
森林インストラクターによる「森の役割と荒廃森林の再生」などの講話
と竹パウダー作業の見学。参加者60人

今日は朝から作業！頑張るぞ！地域の森林についての講義

パウダーにすると活用方法が広がることを知りました
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福２２

活動名称 背振自然体験２０１２

活動区分 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
（背振山）

補助金額 443,000円

H24.8.21
～H24.8.22

脊振キャンプ場にて6年生には手鋸を使った間伐の実習、4･5年生には植
物観察を実施。夜に伐採材を利用した丸太切り・キャンプファイヤーを
実施。そのほか、木や竹を使ったクラフト作りなどを実施。

活動の目的
子ども達に、豊かな自然あふれる背振山系の森林で活動してもらい、普
段遠くから眺める自然に実際に触れたり、山の手入れを通して森林・林
業を学び、森林の持つ様々な機能と恩恵を実感してもらう。

参加者数 182人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

2日間のキャンプ楽しんで

木に囲まれての植物観察

木にも表情があるんだね

初めて伐木作業！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 福２４

活動名称 奈多浦松林保全事業

主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全

団体名 奈多植林会

活動場所
福岡市東区

（奈多海岸）
補助金額 442,000円

H24.5.27
～H24.12.16
全4回

奈多浦ふれあいの森にて延べ4回森林整備（下草刈り、除伐、歩道整備）
を実施。参加者264人

H25.3.3
松くい虫被害跡地に地元住民や会員のボランティアにより抵抗性松1,800
本を植栽。参加者414人

活動の目的
奈多海岸の白砂青松を再生・保全するため、地域住民による松林整備活
動を実施し、環境保全意識の向上を図る。

参加者数 678人

活動実施日

状況写真

下草刈り作業まずは道具の点検

歩きやすい遊歩道に整備 こんなにキレイになりました
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平成24年度

みのう森林の会

みのう森林の会

活動区分

参加者数 759人

519,000円活動場所

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝４企画番号

団体名

活動実施日 主な活動実績

H24.8.18
H24.10.28

H25.1.22
久留米市立柴刈小学校に出前教室を開催、森林の働きの講話と木工教
室。参加者39人

森林環境教育

補助金額

活動の目的
久留米市「ふれあい農業公園」をはじめ４箇所のフィールドで、幼児、
小学生を中心に森林の働きや人との関わりについての森林環境教育を実
施し、幼少期における森林保護や豊かな心の育成する。

久留米市
（ふれあい農業公園　ほか）

木工教室と森林の働きの森林環境教育を実施。参加者184人

水分小学校の児童と地域ライオンズクラブ員による植樹体験。
参加者36人

H25.2.5

H24.11.17
～H24.11.18

地域行事と併催でブース内に森林の働き等のパネル展示と木工教室。
参加者500人

状況写真

山とみんなは友達だよ

上手にできたよ

むずかしいな

大きく育て

山の大切さ！分かったかな
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 朝５

活動名称 花立山の里山保全整備活動

活動区分 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

（花立山）
補助金額 460,000円

活動の目的
小郡市民唯一の森林「花立山」において、森林保全活動や森林の働きの
森林環境教育を通じて都市住民に「森林の大切さ」を喚起する。

参加者数 140人

活動実施日 主な活動実績

H25.3.17 森林体験（植樹、下刈）を実施。参加者16人

H24.5.3
H24.11.3

木工教室（巣箱づくり）を実施。参加者92人

H24.7.16 都市住民による森林体験（下刈、枝打ち）を実施。参加者18人

H24.10.21 花立山の自然観察（野鳥観察等）参加者14人

状況写真

野鳥は入ってくれるかな 緑を増やす植樹活動

素晴らしい自然を探索花立山の野鳥を見つけよう
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 朝６

活動名称 集まれ！森林のなかまたち

活動区分 森林環境教育

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 525,000円

活動の目的
林業従事者が森林づくりボランティア活動の指導的技術を身につけるこ
とで、指導的人材の確保につなげ、併せて森林で働く方の熱意を伝える
ことで県民参加の森林づくりの気運を高める。

参加者数 229人

活動実施日 主な活動実績

H24.10.30
～H24.10.31

安全作業技術者養成講習会（チェンソー取扱い等）参加者19人

H24.11.25
サイエンスマンスの併催で、チェンソーによる伐採デモとＭｙ箸作り。
参加者193人

H24.12.6
～H24.12.7

木質バイオマス講義、「ロケットストーブ」作成、指導林家の林業経営
（シイタケ栽培）を視察、さらに、黒木林業振興会が実施している「間
伐講習会」に参加 参加者17人

状況写真

伐講習会」に参加。参加者17人

大事なのはチェンソーの手入れ 下半身で構える！

間伐する木の選び方も重要です災害時にも役立つロケットストーブ
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H24.10.27
～H24.10.28

シカ被害の現状（シカの生態）、森林被害等の学習。参加者17人

H25.3.3 シカ被害防護（鹿ネット張り）の体験学習、植樹。参加者12人

活動の目的

東峰村（ポーン太の森）外のフィールドにおいて、シカ被害、（シカの
生態）や豪雨災害を見聞、調査。さらに、シカ被害防止ネット張り体験
等を通じ、都市住民へ森林の現状を把握して頂き、今後、森林整備への
理解を得る。

参加者数 29人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、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
東峰村

（ポーン太の森）
補助金額 511,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 朝７

活動名称 ふくおかの森林を考える　～鹿による食害からの森林再生に向けて～

状況写真

シカの生態についてみんなで学習 シカの食害について考える

簡単そうに見えて、ロープワークは

難しいな！

24



森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 八１

活動名称 河内・奥田里山活用プロジェクト

活動区分 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 補助金額 520,000円

他の森林ボランティア団体に学ぶ里山キャンプと里山見学。参加者6人

活動の目的
担い手不足により管理放置が進む森林・里山を活用し、地域住民や林業
従事者などの協働による整備活動を実施すると共に、体験を通じて里山
を保全する心を育む環境教育プログラムを実行する。

参加者数 148人

活動実施日 主な活動実績

H24.9.7
H24 12 13

夏・冬の夜空観察会 参加者10人

H24.5.20
～H24.10.14
全4回

竹林整備のための安全管理講習会、下刈り作業。参加者40人

H25.1.13
H25.2.2

竹林と周辺の里山整備とロープ講習。参加者17人

H24.7.7
～H24.7.8

H24.12.13
夏・冬の夜空観察会。参加者10人

H24.11.3
地域の方に活動を認知していただき、里山の恵みを享受し楽しんで頂く
事を目的とした里山祭の開催。参加者75人

状況写真

里山祭の参加者で記念撮影

安全講習会の様子 竹の間伐

家族で協力して竹の器づくり
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H24.5.20～
H25.2.17
全15回

過去に植樹した樹木の剪定及び下草刈り、竹撲滅に向けた笹の除去等、
竹林の伐採及び里山整備を行った。参加者233人

H25.3.2～
H25.3.17
全3回

寺ヶ池ため池付近の竹林伐採跡地における植樹祭（九州本来の樹種の苗
を植樹）及びその準備を行った。参加者58人

活動の目的
岡垣町の緑地面積に占める竹林の割合が年々増加していることから、そ
の現状に危機感を抱く町内有志により緑化保全活動を展開する。

参加者数 291人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 里山の保全

団体名 岡垣緑のまちづくりの会

活動場所 岡垣町 補助金額 500,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 八３

活動名称 岡垣町（野間地区）の放置竹林伐採・植樹プロジェクト

状況写真

竹の伐採跡地に広葉樹の植樹 参加者で記念撮影

下草刈り竹の伐採作業中
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H24.12.2
作業の説明等の後、東黒山・元松原の２会場の松林において、長年かけ
て堆積した苔や松葉などをかきとり、東黒山会場では堆肥化するために
集積場所に軽トラックで運搬した。参加者280人。

H25.2.3
東黒山において手ノコ班（一般ボランティア）とチェーンソー班（岡垣
町森林組合）に分かれて林内１ha程度の雑木を伐採し、林内に寝かせ
た。参加者200人。

活動の目的
町のシンボルである「三里松原」を保全するため、地域住民など広く参
加を募り松林の整備を行うことで、この松原を町の宝として再認識して
もらう。

参加者数 480人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 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 354,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 八４

活動名称 三里松原松葉かき・かん木除伐

状況写真

松林の雑木を伐採

松葉かき

本日の作業説明

協力して松葉を搬出
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H24.5.12～
H25.3.9
全9回

森林への浸入及び光合成を妨げることにより、樹木が枯死するなど林相
を大きく変貌させる竹林を県民により間伐し竹林の保全活動を実施。参
加者362人

H24.8.19
地域の年配の方が竹細工講師となり、地域の子ども及び保護者を対象と
し竹細工（竹馬、竹ぽっくり、竹弓、竹トンボ等昔ながらの竹を使った
遊び道具）を作り、竹と触れ合える遊びを教えた。参加者60人

H24 12 23～ 大学生を対象に若松区竹並地区で間伐した竹を使って環境に配慮したエ

活動の目的
竹林整備に取り組むことで里山の健全化を図り、そこで得た竹林を活用
した竹細工やエコ門松といった活動を展開し、竹の良さを多くの人々に
知ってもらう。

参加者数 437人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 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 補助金額 352,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 八５

活動名称 平成竹取伝説（竹林保全活動）

状況写真

H24.12.23～
H25.1.10

大学生を対象に若松区竹並地区で間伐した竹を使って環境に配慮したエ
コ門松を作成。参加者15人

竹細工に挑戦 どの竹で竹馬をつくろうかな

間伐した竹でつくった門松 竹林整備もがんばりました
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参加者数 280人

県内で竹林整備を行うボランティア団体の活動発表や団体交流の場とし
て竹林サミットを開催。２日間にわたって基調講演やバンブーオーケス
トラの演奏などを実施。

活動実施日 主な活動実績

H24.10.6
～H24.10.7

活動区分 その他（団体交流会）

団体名

活動の目的
県内各地で里山・竹林保全や竹の利活用に取り組む市民団体が交流し、
竹林整備や研究開発の機運を更に高めるためのサミットを開催する。

活動場所

福岡県竹林サミット実行委員会

飯塚市 補助金額 548,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 飯１企画番号平成24年度

第6回福岡県竹林サミットin飯塚～里山保全と竹の利活用～

状況写真

日頃の活動を発表

竹の楽器でオーケストラ

森林の現状と課題についての講演
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H24.8.18
～H24.11.6
全8回

間伐した竹を搬出し、竹炭を制作。参加者211人

H25.1.14
H25.1.19

水質の浄化のため、制作した竹炭を河川に設置。参加者19人

活動の目的
学生等に広く参加を呼びかけ、竹林の整備や副産物となる竹炭による河
川の浄化を通じて、森林保全の重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 230人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 里山の保全、森林環境教育

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 519,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯２

活動名称 源流の森再生応援団

状況写真

H25.1.19

伐竹・搬出は協力して

いい竹炭ができました
竹炭を河川に設置

竹炭用に竹を割る作業中
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯４

活動名称 尺岳の里山再生プロジェクト2012

主な活動実績

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名 NPO法人　直方川づくりの会

活動場所 直方市 補助金額 892,000円

H24.6.16
～H25.1.14
全6回

里山の保全として、苗から育てたドングリの植樹や、伐採した木を使っ
て箸を制作。参加者123人

H24.8.25
H25 3 16

子ども達対象に里山散策や自然とのふれあい活動を夏と冬に実施。
参加者62人

活動の目的
福智山麓の荒廃した里山を再生させ、子供たちの活動拠点とすると共
に、森林環境を再生させ水源を守る豊かな森林づくりに役立てる。

参加者数 185人

活動実施日

H25.3.16 参加者62人

状況写真

今日はドングリを植えるぞ しっかり育ちますように

枝を利用した箸づくり 縁起物の栗箸の出来上がり！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯５

活動名称 大学生が進める里山整備・木育推進活動

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名 福岡県立大学どうぶつの森

活動場所 添田町、田川市 補助金額 424,000円

活動の目的
福岡県立大学の学生が中心となり、地域住民と連携し、地域に親しみの
ある里山整備を行い、また小学生を対象とした森林環境教育を行うこと
で早期からの森林保全意識醸成を図ることを目的とする。

参加者数 826人

活動実施日 主な活動実績

H24.5.26 里山の保全として竹林の整備を実施。参加者13人

H24.8.9
～H24.8.10

除伐した竹を利用した灯籠作りや里山の散策を行うキャンプを実施。
参加者33人

H25.2.25
H25 3 19

商店街の空き店舗を利用したポスター展示や小学生を対象とした木工
クシ プなどを実施 参加者780人

状況写真

～H25.3.19 ワークショップなどを実施。参加者780人

大学生を中心に竹林の整備

竹で灯籠を作りました里山とふれあうキャンプ

32



森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯６

活動名称 放置森(竹)林の整備活動

活動区分 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 448,000円

H24.5.19
～H25.1.20
全6回

市内の放置竹林の整備を実施。

状況写真

活動の目的
森林環境税の期限後を見据えた森林整備・保全の自主的活動の組織作り
とともに、森林環境税を広く地域住民に周知、理解していただき、他団
体の本事業への参画が活発になることを目的とする。

参加者数 98人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

放置竹林の整備 急な斜面での作業は慎重に

竹の処理は粉砕機も利用どんどん竹林がキレイに

33



森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯７

活動名称 たんとの森活用プロジェクト

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名 筑豊地区女性林業研究グループ

活動場所
嘉麻市、添田町
田川市、宮若市

補助金額 367,000円

活動の目的
かつて「炭都」と呼ばれた筑豊地域の森林を活用し、児童や学生が木材
の利用や二酸化炭素の吸収・固定など森林の役割を学び、木工や山の伐
採を体験することで森林の大切さを学ぶ。

参加者数 177人

活動実施日 主な活動実績

H25 1 15 小学校の授業の中で 森林環境教育と植栽を実施 参加者59人

H24.5.12 子ども達を対象に、森林内での茶摘みを体験。参加者30人

H24.6.16 大学生を対象とした森林環境教育と木工体験を実施。参加者18人

H24.8.25
「森にしたしむ」をテーマとした講演と将棋盤や駒の制作体験。
参加70人

H25.1.15 小学校の授業の中で、森林環境教育と植栽を実施。参加者59人

状況写真

間伐の役割も知りました 山で茶摘み 珍しい！

将棋盤の制作中 自作の将棋で勝負！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯８

活動名称 遠賀川源流の森づくり活動事業

主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

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 534,000円

H24.7.29
H25.3.3

広葉樹の植栽や下草刈りを実施。参加者500人

H24.8.4
H25.2.2

子どもに山や川の自然を体験させたり、竹馬などを作成する森林環境教
育を実施。参加者97人

状況写真

活動の目的
次世代を担う人々に森林整備の体験活動や環境教育、間伐材を利用した
物づくり体験や研究開発に携わって頂くことで、森林の大切さを普及啓
発することを目的とする。

参加者数 597人

活動実施日

状況写真

下刈り作業 森林がキレイになって気分も清々しい

広葉樹の植栽 自然とのふれあい教室
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成24年度 企画番号 飯９

活動名称 竹林オーナー制度事業

活動区分 里山の保全

団体名 珍竹林の会

活動場所 嘉麻市 補助金額 199,000円

活動の目的
荒廃竹林の整備をタケノコの収穫を希望するオーナーが行うことによ
り、荒廃竹林の拡大抑制に寄与することを目的とし、山村住民と都市部
との交流を図り、山林保全の普及啓発を行う。

参加者数 120人

活動実施日 主な活動実績

H24.4.29
H24.11.10

荒廃した竹林の除伐や筍掘りなどを実施。参加者55人

H24.9.1 竹を使った竹細工の講習会を実施。参加者37人

H24 12 2 竹林オーナーを対象に門松づくりの講習会を実施。参加者28人

状況写真

H24.12.2 竹林オ ナ を対象に門松づくりの講習会を実施。参加者28人

竹で門松づくり

荒れた竹林を整備

筍掘りも竹林のメンテナンス
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森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑１企画番号平成24年度

有明海再生のためのボランティア活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
矢部川上流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
深めるとともに、森林保全活動を通じて有明海を守り続ける漁場保全意
識の向上を目的とする。

活動場所

福岡有明海漁業協同組合連合会

八女市
（矢部村）

補助金額 64,000円

参加者数 40人

傘下の漁協及び生産者が参加し、有明海の環境に影響を及ぼす八女市矢
部村において、過去に植栽した広葉樹林の下刈りを実施した。

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H24.8.17

状況写真

みなさん、おつかれ様でしたすっかりキレイになりました

植栽した木が、雑草で見えなくなっています
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参加者数 276人

先進地区（八女市星野村 星のふるさと）麻生池周辺の植生見学

活動実施日 主な活動実績

H24.8.25
～H25.3.16
全6回

H24.12.22

森林保全活動に必要な知識の習得や安全作業の体験実習。参加者177人

団体名

活動の目的
本講座を通じて里山の重要性の理解と共に、保全活動の基礎（安全作
業、器具の使用方法等）を体験実習してもらい、里山保全活動の充実及
び市民への啓発を図る。

活動場所

有明・里山を守る会

大牟田市
（稲荷山・三池山周辺）

補助金額 266,000円

市民参加によるミニ門松作り。参加者81人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑２企画番号平成24年度

里山保全基礎講座

活動区分 森林環境教育

先進地区（八女市星野村・星のふるさと）麻生池周辺の植生見学。
参加者18人

状況写真

H25.3.8

森林の働きを勉強します 知っておくと便利なロープワーク

エコ門松作りは大盛況！ 先進地の見学にも行きました
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参加者数 48人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H24.12.8
～H25.2.16
全3回

「プロが教える山仕事講座」として計３回の講座を実施。チェーンソー
の基礎から伐木の実習までを行った。

活動区分 その他（森林ボランティアリーダー育成）

団体名

活動の目的
森林ボランティア団体で活動する人、指導する人を対象に安全な森林整
備作業の講座を行うことで、安全で質の高い活動を支えることのできる
森林ボランティアリーダーの育成を目指す。

活動場所

山村塾

八女市
（えがおの森　ほか）

補助金額 801,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑４企画番号平成24年度

プロが教える山仕事講座２０１２

状況写真

基本のチェーンソーワークから 安全に木を伐る実習

覚えた技術は今後の森林づくりに活かします！
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参加者数
1,270人

（イベント来場者数　約25,200人）

活動実施日 主な活動実績

H24.11.10
～H24.11.11

普光寺にて啓発イベント「三池光竹」を開催。竹灯籠や竹工作、パネル
展示を実施。参加者230人

里山の保全

団体名

活動の目的
大牟田市三池山の再生を目指し、竹林整備活動や竹を生かした竹灯籠イ
ベント等を通して里山保全の啓発と気運を高める。

活動場所

三池光竹実行委員会

大牟田市
（三池山周辺）

補助金額 920,000円

H24.9.1
～H24.11.17
全64回

森林作業の安全講習会や竹の伐採作業。参加者931人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑６企画番号平成24年度

三池の森・里山を守ろう「龍神伝説　三池光竹」

活動区分

竹林でコンサートや自然観察を実施。参加者109人

状況写真

H25.3.20

安全講習会 伐竹作業

すごい！竹灯籠で龍神伝説
竹林でのコンサートにうっとり
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参加者数 600人

イベント準備で入った山の整備を実施。竹の枝や雑木の枝等をチップ化
し遊歩道や植樹の根元に散布。参加者83人

活動実施日 主な活動実績

H24.10.29
～H24.11.8
全3回

H24.11.25
H24.12.2
H25.2.10
H25.2.22

森林環境教育

団体名

活動の目的
甘木山の整備を進めるとともに、竹や蔓を使った学習イベント等を開催
し若者を中心とした市民の意識啓発を図る。

活動場所

手鎌歴史と里山の会

大牟田市
（甘木山地区）

補助金額 401,000円

甘木山の遊歩道周辺の竹林整備に取り組み、その竹を使ったイベント
（大牟田北高等学校２年生の総合学習「甘木山光の絵物語」）を開催。
参加者420人

地元住民と高校生で山に入り、整備作業をしながら、リースの材料
（蔓）を収穫。リース作りを実施。参加者80人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑７企画番号平成24年度

甘木山里山整備・保全啓発活動

活動区分

竹をパウダー状にできる技術（機械）の見学。参加者17人

し遊歩道や植樹の根元に散布。参加者 人

状況写真

H25.3.17

楽しくリースづくり除伐木のチッパー処理

リース用の蔓を採る遊歩道の整備
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活動区分 森林環境教育

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑８企画番号平成24年度

木こりの森プロジェクト２０１２

団体名

活動の目的
「日本一の木工の街」として永年に渡り木材の恩恵を受けてきた大川市
で、森林資源の循環に関する取組として、市内の子供たちが木にふれあ
う思い出をつくり、人と動物が共存出来る環境づくりに取り組む。

活動場所

大川木材青壮年会

大川市
（大川中央公園）

補助金額 362,000円

参加者数 126人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H25.11.18
会員による巣箱づくりの実演、説明後、家族単位で巣箱を作成。できあ
がった巣箱を、会員とともに中央公園内の木々に設置した。

状況写真

本日の説明 いよいよ巣箱づくり開始

鳥は入ってくれるかな教えてもらいながら制作
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参加者数 97人

364,000円

活動実施日 主な活動実績

H24.10.13

H24 12 1 2

H24.6.9

H24.7.21

苅田幼稚園に隣接する里山の草刈り等を実施。参加者17人

同団体が植栽した国見山国有林の草刈りを実施。参加者13人

県有林（豊前市）の枝打ち・間伐を実施。参加者17人

私有林（上毛町）の枝打ち 間伐を実施 参加者36人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
森林林業活動に興味を持つ人による効果的な林業体験活動を実施するこ
とで、地域林業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。

活動場所

ハローグリーン・けいちく

苅田町・築上町・豊前市
上毛町・行橋市

補助金額

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 行１企画番号平成24年度

京築地区森林整備活動「ハローグリーン・けいちく」

状況写真

H24.12.1～2

H25.2.23 行橋市研修センターにて林業作業の安全講習会を実施。参加者14人

私有林（上毛町）の枝打ち・間伐を実施。参加者36人

ka枝打作業遊歩道の草刈り

道具の手入れは大切安全に気をつけながらの間伐作業
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