
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２６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 ページ

福1
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 森林の整備・保全 1

福2 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 森林の整備・保全 2

福3 福岡工作の森 木育おもちゃの森ひろば～間伐材とふれあう～ 森林環境教育 3

福4 まほろば自然学校
森を科学する　自分たちの手で2014～太宰府市民の森再生・保全活動
～

森林環境教育、森林の保全・整備 4

福5 奈多植林会 奈多浦松林保全活動 森林の整備・保全 5

福6 公益社団法人福岡県造園協会 森林環境教育in那珂川（グリーンピアなかがわ） 森林の整備・保全 6

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 里山の保全、森林環境教育 7

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 8

福9 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 9

福10 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～みんなで松苗を植えよう！～ 森林の整備・保全 10

福11 糸島木の駅プロジェクト実行委員会 糸島木の駅プロジェクト その他 11

福14 ふくおか森林づくりネットワーク 森の講座「私の森は今」 森林環境教育 12

福16 SSJ生の松原緑地保全会議 生の松原保全事業 森林の整備・保全、森林環境教育 13

福17 環境ネットワーク「虹」 森とふれあい、森から学び、森を守るプロジェクト2014 森林環境教育、森林の整備・保全 14

福18 背振の自然を愛する会 野河内渓谷の自然を守る事業 里山の保全 15

朝1 久留米ちとせライオンズクラブ 第8回環境創生事業（植樹・植栽） 森林の整備・保全 16

朝3 福岡県竹林サミット実行委員会 第8回福岡県竹林サミットin久留米―里山保全と竹の利活用 その他 17

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 18

朝5 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 19

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 20

朝7 宝珠山百年の森づくり実行委員会 宝珠山百年の森づくり 森林の整備・保全 21

朝9
特定非営利活動法人
三沢遺跡の森を育む会

県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全・再生活動及び森林環境教育 森林の整備・保全、森林環境教育 22

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 23

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

平成竹取伝説（竹林保全活動） 里山の保全 24

八3 三里松原防風保安林保全対策協議会 三里松原　松葉かき・松苗植樹 森林の整備・保全 25

八4 岡城址と里山を守る会 岡城址と里山（隆守山を含む近隣の森林）の整備・保全活動 里山の保全 26

八6 NPO法人あゆみの森共同保育園 森は子供の宝箱inあゆみの森 森林環境教育、里山の保全 27

飯1 NPO法人遠賀川流域住民の会 源流の森再生応援団 森林の整備・保全、森林環境教育 28

飯2 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 29

飯3 筑豊地区女性林業研究グループ 紙芝居de“ちくほうやまものがたり” 森林環境教育 30

飯4 福岡県環境緑化懇話会 八木山峠植栽ボランティア 里山の保全、森林環境教育 31

飯5 川渡神幸祭みこしをかつぐ会 彦山川上中流域森林整備活動 里山の保全 32

飯6 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 33

飯7 珍竹林の会 竹林オーナー制度事業 里山の保全 34

飯8 龍王・山・里・川の会 里山保全と林業について 森林環境教育 35

飯9 九州工業大学環境デザイン研究室 里山再生プロジェクト 里山の保全、森林環境教育 36

飯10 たんと筑豊型住宅ネットワーク もりマルシェ～木をかこう～ 森林環境教育 37

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 38

筑2 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 39

筑3 有明・里山を守る会 里山保全基礎講座 その他 40

筑4 特定非営利活動法人山村塾
大人の森林づくり活動、子どもの森林づくり活動を広めるための研修
会

その他 41

筑5 おおむた環境ネットワーク ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業 森林の整備・保全、森林環境教育 42

筑6 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 43

筑7 ＮＰＯ法人「がんばりよるよ星野村」 星の花公園の景観保全・整備活動 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 森林の整備・保全、里山の保全 45

目　次



参加者数 203人

市内打ち水会の道具作り指導や市環境フェスタで竹のうつわ等の展示、
伐倒した竹の炭焼き等を実施。(参加者94人)

活動実施日 主な活動実績

H26.5.10～
H27.3.14
全12回

観世音寺地区の太宰府市有林において、里山手入れの定例活動として伐
竹・下草刈り作業を実施。(参加者109人)

H26.6.21～
H27.3.4
全8回

活動区分 森林の整備・保全

団体名

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へ引き継ぐとともに、市民全体でこの地区と森
林を守り育てる意識を高める。

活動場所

特定非営利活動法人古都・大宰府の風を育む会

太宰府市 補助金額 484,000円

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26年度

四王寺山の森林整備・保全活動

状況写真

伐倒した竹の整理 伐倒した竹のチップ化

活動に参加された会員のみなさん
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活動の目的

参加者数 367人

活動実施日 主な活動実績

地域住民が主体的に宮地浜にある防風保安林を整備し、白砂青松の松林
として保全に努めることで、多くの人に保安林の大切さを意識づける。

H26.4.27
～H27.3.12
全13回

宮司・浜の松原において、定例活動として主に下草刈り・広葉樹の伐採
搬出を実施。また、小学校６年生を主体にマツの苗木150本の植樹活動を
実施。(参加者367人)

活動区分 森林の整備・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 補助金額 362,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福２

活動名称 宮司・浜の松原整備・保全活動

同上（全４８回） 臨時作業として、松葉・枝の除去搬出、下草刈りを実施。（延べ144人）

状況写真

地元小学生によるマツ苗木の植樹活動地域住民のみなさんが松葉かき作業に参加

卒業記念植樹標柱を設置した現地 マツの苗木は順調に育っています(H22年度植樹)
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H26.6.28
糸島市子育て支援センター「すくすく」にて、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）」を開催。(参加者153人)

H26.8.21
福岡市東市民センターにて、耳納杉を活用したおもちゃづくりを企画。
乳幼児の保護者を対象に紙芝居形式で「森林のはたらき」「森林と木材
の循環」などの講話を実施。(参加者54人)

活動の目的
人と森林環境が共存できる循環型社会を目指すため、子供の頃から木に
ふれあうことで素材・材料としての木材の良さとその利用方法を学び、
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 257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 福岡工作の森

活動場所 福岡市中央区・東区、糸島市 補助金額 275,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福３

活動名称 木育おもちゃの森ひろば　～間伐材とふれあう～

状況写真

の循環」などの講話を実施。(参加者54人)

H26.9.18
福岡市南市民センターにて、耳納杉を活用したおもちゃづくり体験を実
施。（参加者50人)

主催者木のおもちゃで遊ぶ子供たち 主催者が作成した耳納杉を活用したおもちゃ

木育おもちゃ講座（初級編） 木育おもちゃ講座（中級編）
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H26.11.9
室内で「森をいろどるハゼの木」と題して学習と実験、ハゼの木の果実
からハゼ蝋を採取する実験を実施。(参加者33人)

H26.11.16
「森にすむフクロウ」と題し、市民の森において生態、体の仕組み等に
ついて学習、その後「フクロウ」の集音を体験する実験、餌となるアカ
ネズミの生息実験を実施。(参加者35人)

H26.11.30
「森にせまるモウソウチク」と題し、市民の森にて竹がもたらす害の現
状と紙や建築資材、竹炭等有益な植物あることの学習、アルミ缶を使っ
た竹炭をつくる実験を実施。(参加者27人)

活動の目的
子ども達に知識と体験をともなった森林環境教育を行い、森林への理解
を深めるとともに、保護者を巻き込んだ整備活動への参加を促す流れを
つくる。

参加者数 124人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林環境教育、森林の整備・保全　　

団体名 まほろば自然学校

活動場所 太宰府市 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26年度 企画番号 福４

活動名称 森を科学する　自分たちの手で2014～太宰府市民の森再生・保全活動～

H26.12.7
太宰府市民の森にて、モウソウチクやハチクの伐倒・林内清掃及び竹を
使った花瓶・水筒づくりを実施。(参加者29人)

状況写真

た竹炭をつくる実験を実施。(参加者27人)

子供たちによる林内清掃

伐倒した竹を活用した竹製品づくり

森林に侵入した竹の伐倒・搬出作業

-4-



森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福５

活動名称 奈多浦松林保全活動

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 補助金額 425,000円

H26.5.25～
H26.12.14
全4回

松林の整備（下草刈り、除伐、歩道整備）を実施。(参加者245人)

H27 2 15 マツの苗木1 400本の植樹活動を実施 (参加者459人)

活動の目的
奈多海岸の白砂青松を再生・保全するため、松苗の植樹や除伐などを行
うことで、地域住民の環境美化に対する意識の向上を図る。

参加者数 704人

活動実施日

H27.2.15 マツの苗木1,400本の植樹活動を実施。(参加者459人)

状況写真

夏期の下草刈り作業

今からマツの苗木を植えるよ

多くの地域住民のみなさんが植樹活動に参加
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H26.9.13
「グリーンピアなかがわ」にて「森林環境教育in那珂川」と題し環境学
習、植樹活動、竹材を利用した木工教室を実施。(参加者90人)

活動の目的
広葉樹の植栽などを通じ、森林保全が二酸化炭素の削減に貢献すること
や、伐採木を利用したリサイクルが環境改善に寄与していることを啓発
する。

参加者数 90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 公益社団法人　福岡県造園協会

活動場所 筑紫郡那珂川町 補助金額 502,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福６

活動名称 森林環境教育ｉｎ那珂川町（グリーンピアなかがわ）

状況写真

「森のはたらき」についての環境学習 植樹はみんなで楽しく

竹トンボ、竹馬づくりにチャレンジ！ 「短い時間だったけど楽しかった！」
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H26.5.27～
H27.3.12
全16回

荒廃した竹林の整備等を実施。（参加者125人）

H26.7.19～
H27.3.14

森林環境や竹林整備について講習会を実施。また里山の生き物との関わ
りを学ぶため、カブトムシの飼育や採取したドングリから育てた苗木の

活動の目的
未来の子供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、里山の果たす役割の大切さを知ってもらい、将来の担い
手を育成する。

参加者数 484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 648,000円

活動名称 森を愛し、未来へいきいきとした森林を残そう

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福７

全10回 植樹等を実施。（参加者359人）

状況写真

「森林環境や竹林整備」についての講習会 カブトムシの飼育にチャレンジ！

ドングリの苗木を植樹した参加者のみなさん
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H26.11.8
海の中道海浜公園内において、除間伐、枝打ちや松葉かきを実施。午後
は松原の現状の観察と説明会を開催し木工教室を実施。（参加者114人）

H27 3 7
海の中道海浜公園内において、マツの苗木1,500本の植樹活動を実施。午

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、市民の手により
植栽された松林の間伐など、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 292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 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 補助金額 616,000円

活動名称 博多湾沿岸における松林の整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福８

H27.3.7
海の中道海浜公園内にお て、 ツの苗木 , 本の植樹活動を実施。午
後は博多湾周辺の環境と松林についての講話を聴講。（参加者178人）

状況写真

マツの苗木の植樹活動 みんなの力で植樹完了！

楽しかった！木工教室 枝打ち・除間伐作業
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H26.11.29
福岡市早良区大字石釜の市有林においてヤマモミジ、クヌギ、コナラ等
1,000本の植樹活動を実施。(参加者175人)

状況写真

活動の目的
森林の保全は、海や川の漁業者にとっても重要なことであるため、漁業
と林業関係者が協働して植樹活動を行い、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。

参加者数 175人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林整備・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 補助金額 361,000円

活動名称 森と海の再生交流事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福９

状況写真

クヌギなど広葉樹苗木の植樹活動 傾斜が急なところもありました

森と海の交流を図った多くの参加者
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活動名称 さつき松原再生プロジェクト～みんなで松苗を植えよう！～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１０

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 補助金額 500,000円

H27.2.1 宗像市と共催でマツの苗木1,100本の植樹活動を実施。(参加者470人)

活動の目的
さつき松原に地域住民と協力して植栽を行い、親しみのある昔の松原の
風景を再生することを通じ、自然に関する関心を持たせ市民全体の森林
保全意識を高める。

参加者数 470人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

願いを込めて植えてます多くの子供たちも参加した植樹活動

マツの苗木の植樹完了！
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H26.6.28
簡単な道具などを活用し人工林の生育状況を調べる「森の健康診断」調
査リーダー研修会を実施。(参加者23人)

H26 11 29
糸島の森と暮らしを考える「糸島森林づくりシンポジウム」を開催。

H26.9.27 「森の健康診断」の実践活動を実施。(参加者51人)

活動の目的
シンポジウムの開催などを通して、一般県民の森林づくりへの理解を深
めボランティア活動への参加のきっかけとするとともに、地域の林業関
係者間の幅広い連携を図る。

参加者数 132人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 その他

団体名 糸島木の駅プロジェクト実行委員会

活動場所 糸島市 補助金額 504,000円

活動名称 糸島木の駅プロジェクト

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１１

H26.11.29
糸島の森と暮らしを考える 糸島森林 くりシンポジウ 」を開催。
(参加者58人)

状況写真

リーダーによる事前レクチャー 樹木医による植生調査診断

ただいま、「森の健康診断」調査中

（スギの樹高や直径を計測） 最後に「山主さんへのお手紙」案内板を設置
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H26.9.14
震災後の森を活用した森林整備と地域の雇用づくりについてのシンポジ
ウム（第１回講座）を開催。(参加者111人)

H26.11.10
シカの生態、特徴、森林被害、対策等についてのシンポジウム（第２回
講座）を開催。（参加者56人)

活動の目的
森とのかかわりの第一線で活躍する方々を講師に迎えシンポジウムを開
催することで、森林・林業に対する県民の関心を高める。

参加者数 233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 ふくおか森林づくりネットワ－ク

活動場所 福岡市中央区、糸島市 補助金額 539,000円

活動名称 森の講座「私の森は今」

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１４

状況写真

H26.11.27
幼児期からの「木育」活動についてのシンポジウム（第３回講座）
を開催。(参加者66人)

「第3回講座」会場に展示したぬくもりのある木の玩具

第１回講座「森から始める震災復興」 第２回講座「福岡のシカ・現状と課題」

第３回講座「ゆりかごからはじまる生涯”木育”」
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H26.6.14 西陵公民館において松林の保全について講演会等を実施。(参加者42人)

H26.5.10～
H27.3.14
全9回

「生の松原」において松葉かき、下草刈りや清掃作業を行い、伐採跡地
にマツの苗木が植樹できるよう整地作業を実施。(参加者234人)

活動の目的
生の松原の美しい松林を再生し、保全するとともに、活動を紹介するこ
とで、参加者以外に森林保全の意識を付与する。

参加者数 401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 SSJ生の松原緑地保全会議

活動場所 福岡市西区 補助金額 223,000円

活動名称 生の松原保全事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１６

状況写真

H27.2.14 地元中学生を主体にマツの苗木450本の植樹活動を実施。(参加者125人)

マツの苗木の植樹完了！多くの中学生も協力した植樹活動

松林をきれいに（松葉かき作業）地域住民が理解した「松林保全」講演会
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H26.5.31
「森って？」をテーマに自然観察や手づくり紙芝居で、参加者が森の魅
力に気づく活動を実施。(参加者40人)

H26.7.5
「知る」・「理解する」の段階として、グループで境界内の森の探検を
実施。図鑑を活用した森林内に棲む様々な生き物観察も実施。
(参加者50人)

活動の目的

森と生き物と人とのつながりを心と体で森から学ぶ活動を実施し、森を
大切にする人材の育成を行うとともに、地域の郷づくり団体やＮＰＯと
協働して森林整備を行うことで、地域の森を守り育てるネットワークづ
くりに貢献する。

参加者数 192人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林環境教育、森林の整備・保全

団体名 環境ネットワーク「虹」

活動場所 福津市 補助金額 342,000円

活動名称 森とふれあい、森から学び、森を守るプロジェクト2014

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１７

H26.12.14
「つながる・行動する」の段階として、森の下草刈りを実施。
また、子供たちが小枝等を活用しクラフトづくりを実施。(参加者50人)

状況写真

H26.11.2
「守り育てる」の段階として、境界内の森の樹木観察を実施。図鑑を活
用した樹種の特徴調べの学習を実施。(参加者52人)

みんなが協力した下草刈り作業

楽しい樹木・植物の観察

木の枝・葉・実などを利用したクラフトづくり

紙芝居で森林について学習
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H26.9.2～
H27.3.12
　　（全7回）

野河内渓谷の遊歩道整備、苗木の植栽、安全看板の取り付けを実施。
(参加者58人)

H27.3.15
野河内渓谷自然観察会を実施。（樹木医による講演や樹木名の学習、樹
木の名札かけ等）　(参加者40人)

活動の目的

　福岡市で唯一の渓谷である野河内渓谷を、多くの市民が安全に散策で
きるように、自然環境に配慮しながら整備を行う。さらに、子供たちが
森の動植物の生態を学び、森に親しむ経験をすることで、森林づくり活
動が将来につながる人材づくりを目指す。

参加者数 98人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 里山の保全

団体名 脊振の自然を愛する会

活動場所 福岡市早良区 補助金額 370,000円

活動名称 野河内渓谷の自然を守る事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 福１８

状況写真

景観に配慮した安全看板の設置

地域材を利用した「樹木名札」の設置

森林インストラクターから学んだ自然観察会
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活動名称 第８回環境創生事業(植樹・植栽)

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝１

活動区分 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 補助金額 500,000円

H27.2.8
久留米市有林にて、ヤマザクラ250本、ヤマモミジ250本の植樹活動
を実施。（参加者230人）

状況写真

活動の目的
荒廃した高良山の森林を再生し、未来の子ども達においしい水と空気を
残すため植栽を行う。

参加者数 230人

活動実施日 主な活動実績

植樹活動に参加したみなさん

植樹もチームワークが大事です植樹する苗木配布中
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状況写真

森林インストラクターを講師に放置竹林問題についての基調講演、県内
各地で竹林･森林の保全活動に取り組む団体(5団体)の事例報告･意見交換
を行う「福岡県竹林サミット」を開催。（参加者176人）

H27.2.21

活動の目的
竹林の整備・里山の保全活動を行っている団体が集まり、活動報告会を
行うことで、情報の交換と人的ネットワークを形成するとともに、一般
市民に里山保全の必要性と竹の利活用についての関心を高める。

参加者数 203人

活動実施日 主な活動実績

H27.2.22
八女市内の竹炭工場やキンメイモウソウチク群生林(国指定天然記念物)
の現地研修を実施。（参加者27人）

活動場所 久留米市、八女市 補助金額 550,000円

活動区分 その他

団体名 福岡県竹林サミット実行委員会

活動名称 第８回福岡県竹林サミットin久留米－里山の保全と竹の利活用

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝３

状況写真

竹林保全活動に取り組む団体の事例報告 放置竹林問題についての基調講演

竹炭工場での現地研修会 無煙炭化器の実演・意見交換会
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活動名称 花立山の里山保全整備活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝４

活動区分 森林の整備・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 補助金額 511,000円

活動の目的
森林環境教育などを行い、里山の自然や景観を再認識し、里山保全の意
識向上を図るとともに、住民全体で整備活動を行い森林を守り育てるこ
とで、森林保全の意識向上を図る。

参加者数 151人

活動実施日 主な活動実績

H27 3 8
市内住民による森林体験（植樹、下草刈り、枝打ち）を実施。

H26.5.3
H26.11.3

木工教室（巣箱づくり）を実施。（参加者93人）

H26.7.20 市内住民による森林体験（下草刈り、枝打ち）を実施。（参加者12人）

H26.10.19 花立山の自然観察（野鳥観察等）を実施。（参加者35人）

H27.3.8
（参加者11人）

状況写真

「野鳥は入ってくれるかな」(巣箱づくり） 夏期の下草刈り作業（森林体験）

みんなで歩こう花立山（自然観察）
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H26.6.1
H26.10.26
H26.11.3
H26.11.22～
H26.11.23

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
を実施。（参加者402人）

H27 2 21
土曜塾として、小学生と保護者を対象に森林林業の役割についての講話

木工教室と森林と林業についての森林環境教育を実施。（参加者62人）

耳納連山の森林を「私たちの山・みんなの山」として育んでいくため
に、森林環境教育などを行い幅広い年齢層へ森林資源の循環利用の重要
性を認識してもらう。

久留米市

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝５企画番号平成26年度

みのう森林の会

活動実施日 主な活動実績

H26.8.2
H26.8.9

みのう森林の会

活動区分

参加者数 591人

537,000円活動場所

団体名

森林環境教育

補助金額

活動の目的

状況写真

地域の小学生を対象に、授業の一環として植樹体験、森林環境学習及び
木工教室を実施。（参加者91人）

H27.2.17
H27.2.24

H27.2.21
土曜塾として、小学生と保護者を対象に森林林業の役割についての講話
と木工教室を実施。（参加者36人）

くぎ打ち、気をつけて早く大きくなあ～れ

手づくりイスの座り心地がいいね森林はおともだち
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H26.10.29～
H26.10.30

森林環境教育・安全作業技術者養成講習会（チェンソーの整備、立木伐
倒等）を実施。（参加者21人）

H26.11.22
サイエンスマンスとの併催で、チェンソーによる立木伐倒デモ・丸太切
り体験とＭｙ箸づくりを実施。（参加者146人）

活動の目的
森林内において安全に指導できるリーダー人材の育成とあわせて、一般
県民向けに林業体験を行い、森林の働きや森林の重要性への理解を深め
てもらう。

参加者数 167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 福岡県林業研究グループ連合会

活動場所 久留米市、糸島市 補助金額 519,000円

活動名称 集まれ！森林のなかまたち

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝６

状況写真

みんなで力を合わせて！

「My箸づくり」仕上げの段階です 「ヨイショ！ヨイショ！」ただ今、玉切り作業中！

伐倒は安全作業を心がけて
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状況写真

H26.11.24
豊かな森づくりを促進する植樹活動を実施し、留学生や都市住民との交
流会を開催。（参加者65人）

活動の目的
森林を育み、村民とそこを訪れる人々の体験・交流・教育活動や癒しの
場となるべき豊かな森づくりを行うとともに、活動実績を周知すること
で、参加者以外にも森林保全の意識を付与する。

参加者数 65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 宝珠山百年の森づくり実行委員会

活動場所 朝倉郡東峰村 補助金額 481,000円

活動名称 宝珠山百年の森づくり

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝７

植えた木の名前を忘れないように名札を付けよう苗木の支柱もしっかり立ててます

植樹活動後の交流会
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活動の目的
三沢遺跡周辺の森林を、地域住民で整備・保全するとともに、環境教育
のフィールドとして活用することで、地域のシンボルとして位置づけ、
育てることで、地域住民に親しみのある憩いの森にする。

参加者数 286人

活動実施日 主な活動実績

H26.8.3
小学生を対象に「三沢遺跡の森」での昆虫・植物採集や同定調査
を実施。（参加者40名）

H26.5.7～
H27.3.2
(全14回)

「三沢遺跡の森」の下草刈り、遊歩道整備等の保全活動ならびに山野草
等の観察会を実施。（参加者186名）

H26.11.11
ハゼの実選別から搾り作業までの一貫作業を学ぶハゼ蝋搾り研修
を開催。（参加者18名）

活動区分 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三沢遺跡の森を育む会

活動場所 小郡市 補助金額 300,000円

活動名称 県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全・再生活動及び森林環境教育

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 朝９

状況写真

伝統的技法でハゼの実からの和ロウソクづくりを実施し、ハゼ蝋と和ロ
ウソクの歴史を学ぶ講演会を開催。（参加者42名）

H27.2.8

を開催。（参加者18名）

「何が採れるかな？」

「何が採れたか発表します」

「三沢遺跡の森」の保全活動（下草刈り作業）

和ロウソクづくりに取り組みました
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活動区分 里山の保全、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 八１企画番号平成26年度

河内・奥田里山活用プロジェクト

団体名

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、体験を通し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。

活動場所

北九州里山トラスト会議

北九州市八幡東区

活動実施日 主な活動実績

H26.5.17
「河内・奥田の森」において、竹林整備のための安全講習と穂先タケノコの収穫
を実施。（参加者15人）

H26.8.12

H26.7.5～
H26.7.6

「河内・奥田の森」において、里山の夜間観察会を開催。
（参加者9人）

H26.11.3
「河内・奥田の森」において、里山祭り（里山見学、クラフト、草木染め等）
を開催 （参加者69人）

H26.9.19～
H26.11.14
全4回

「河内・奥田の森」において、里山のめぐみに感謝することを目的とした里山祭り
に伴う事前準備等（クラフト、草木染め用の資材集め、道具づくり等）を実施。
（参加者18人）

補助金額 139,000円

132人

「河内・奥田の森」において、里山キャンプと里山見学を実施。
（参加者10人）

参加者数

状況写真

H27.1.10
「河内・奥田の森」において、竹林と周辺の里山の整備、ロープワーク講習
を実施。（参加者11人）

を開催。（参加者69人）

竹林整備のための安全講習 里山の観察（森林に棲む生き物調査）

森林作業で使える結び方を学ぶロープワーク講習 里山の整備（森林に侵入した竹の整理）
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参加者数 382人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H26.5.10～
H27.3.14
全10回

森林への侵入や光合成を妨げることにより樹木を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月１回定期的に間伐し里山の保全活動
を実施。（参加者382人）

活動区分 里山の保全

団体名

活動の目的
竹林の整備を通して、市民を里山整備を指導できる人材へと育成し、各
地で見られる竹林問題への解決の糸口を探る。

活動場所

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

北九州市若松区 補助金額 379,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 八２企画番号平成26年度

平成竹取伝説（竹林保全活動）

状況写真

活動前の作業手順・安全作業などの確認

切り出した竹の搬出作業手鋸を使って枝払い

竹の伐倒は安全作業で！
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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 八３企画番号平成26年度

三里松原　松葉かき・松苗植樹

団体名

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、松原を町の宝として再認識してもら
う。

活動場所

三里松原防風保安林保全対策協議会

遠賀郡岡垣町 補助金額 326,000円

参加者数 400人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H27.1.25

H27.3.8

三里松原において、地域住民が松林に堆積したコケや松葉などをかきと
り、堆肥化させる集積場所へ軽トラックで運搬する作業を実施。
（参加者260人）

三里松原において、地域住民を対象にマツの苗木の植樹方法について講
習を行い、その後、林内0.1haにマツの苗木1,000本の植樹活動を実施。
（参加者140人）

状況写真

みんなで松葉かき

かき集めた松の枝・葉の搬出作業 天候にも恵まれたマツ苗木の植樹活動

「三里松原」を保全するために集まった

地域住民のみなさん
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参加者数 278人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H26.5.10～
H27.3.14
全1８回

隆守山を含む近隣の里山において、月に1～2回雑木・モウソウチクの伐
採や下草刈りを実施。伐採した雑木等は広場に集積し、3～4か月に一度
まとめて樹木粉砕機で処理を実施。（参加者278人）

団体名

活動の目的
雑木やモウソウチクが繁茂した里山を地域住民で整備することで、森林
整備意識を高めるとともに、里山を公園感覚で親しめるようにする。

活動場所

岡城址と里山を守る会

遠賀郡岡垣町 補助金額 236,000円

活動区分 里山の保全

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 八４企画番号平成26年度

岡城址と里山（隆守山を含む近隣の森林）の整備・保全活動

活動前に、まずはストレッチ 活動場所の確認

定期的に下草刈り作業を行いました 雑木を伐採・整理し、見通しの良い場所に整備中
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305,000円

活動区分 森林環境教育、里山の保全

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 八６企画番号平成26年度

森は子どもの宝箱 in あゆみの森

講師による「山での安全な遊び方」の説明を受けた後、竹林整備と併せ
てタケノコ掘りを実施。（参加者75名）

講師による「竹の切り方」の説明を受けた後、切った竹を活用しソーメ
ン流し台づくりを実施。（参加者102名）

H26.8.27

団体名

活動の目的
子どもたちに竹林で遊ぶ経験をさせることで、里山に親しんでもらうと
ともに、竹林の整備を行う。

活動場所

NPO法人あゆみの森共同保育園

北九州市八幡西区 補助金額

講師を招き、伐採した竹を活用し「弓矢づくり」を実施。
（参加者99名）

隣接する森林への侵入を防ぐための竹林整備を実施し、伐採した竹は粉

参加者数 315人

活動実施日 主な活動実績

H26.5.7

H26.7.30

H27.1.24
隣接する森林 の侵入を防ぐための竹林整備を実施し、伐採した竹は粉
砕機でチップ状にし林内に散布。また、ヤマザクラ等の植樹活動も実
施。（参加者39名）

状況写真

上手に切れるかな？ みんなで切った竹を有効利用したヨ！

伐採した竹は粉砕機で処理しましたみんなで学んだ「山での安全な遊び方」講習
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嘉麻市千手にて事前に募った参加者により竹林整備を実施。
伐採した竹は竹炭にするため竹割機で割り、炭窯に投入する事前準備ま
でを実施。（参加者136人）
その後、窯へ竹を詰め込み、火入れから窯開きまでの作業を実施。
（参加者83人）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯１

活動名称 源流の森再生応援団

活動区分 森林の整備・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 480,000円

H26 12 18
河川浄化のため、作成した竹炭を笹尾川へ沈設する活動を実施。
（参加者15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、森林保全の必要性や河川環境の大切さを認識しても
らい、循環型社会の形成を推進する。

参加者数 234人

活動実施日 主な活動実績

H26.9.14～
H26.10.11
全6回

状況写真

H26.12.18
（参加者15人）

竹を束ねて、炭窯に入れる事前準備OK！

たくさんの高校生のみなさんが参加しました！

できた竹炭を河川に沈設

伐採した竹はバケツリレー方式で搬出
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参加者数 163人

活動実施日 主な活動実績

H26.5.8～
H27.1.13
全12回

地域住民により荒廃した竹林の整備を進める竹の伐採、搬出活動を実
施。伐採した竹は、粉砕機でチップ化し肥料等に活用。
（参加者163人）

団体名

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、理解してもらい、他団体
の森林づくり活動への参画が活発になることを目的とする。

活動場所

ふる里森づくりの会

飯塚市 補助金額 513,000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 飯２企画番号平成26年度

放置森（竹）林の整備活動

状況写真

搬出した竹は粉砕機でチップ化

安全第一で竹の伐採作業中

たくさんの竹を搬出しました

竹林整備に参加した高校生ボランティアのみなさん
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯３

活動名称 紙芝居de”ちくほうやまものがたり”

活動区分 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、田川郡添田町 補助金額 480,000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、児童や学生に木材
の利用や二酸化炭素の吸収・固定など森林の役割を学んでもらい、木工
や自然観察会を通して森林の大切さを感じてもらう。

参加者数 232人

活動実施日 主な活動実績

H26.12.26
添田小学校学童保育所において、児童を対象に参加者を募り”ちくほう
やまものがたり”と題した紙芝居で読み聴かせを実施。（参加者60人）

H26.5.11
古処山において、事前に募った参加者により食べられる樹木や薬草を採
取。山の恵みを体験する活動を実施。（参加者82人）

H26.7.29
宮若小学校学童保育所において、児童を対象に参加者を募り団体で作成
した”ちくほうやまものがたり”と題した紙芝居で読み聴かせを実施。
その後、木工体験としてイスづくりを実施。（参加者60人）

状況写真

H27.3.8
添田町中元寺において、事前に募った参加者によりスギとヤマザクラの
植樹活動を実施。（参加者30人）

この木の長さはどのくらいかな？

初めてのイスづくりにチャレンジ！ みんなでスギ、ヤマザクラ苗木の植樹活動

手づくりの紙芝居で森林環境教育活動
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯４

活動名称 八木山峠植栽ボランティア

活動区分 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 飯塚市 補助金額 504,000円

H26.11.10
八木山峠において、蓮台寺小学校４年の児童及び事前募集した参加者に
よりヤマモミジ、ソメイヨシノ、ヒラドツツジの植樹活動を実施。
（参加者76人）

活動の目的
管理不足で倒木の危険や景観上の支障が出ている八木山峠の植栽に、小
学校の児童を中心に参加してもらうことで、将来の地域を守る人材を育
てる。

参加者数 76人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

植樹活動現地に集合した小学生のみなさん

植樹後は、よく踏み固めますみんなで協力して植え穴掘り

これから植樹方法を教えます
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H26.9.27
事前に募った伊田小学校区内の住民や大学生の参加者により、竹炭の作
り方や竹炭を河川に投入した場合の効果についての講習会を開催。
（参加者54人）

H26.9.14～
H27.1.31
全3回

事前に募った参加者により添田町中元寺にて竹の伐採作業を実施。
（参加者47人）

H26.9.27～
H26.9.30

事前に募った福岡県立大学生の参加者により、竹の窯入れ、火入れ袋詰
めする活動を実施。（参加者36人）

活動の目的
竹が侵入し荒廃した森林の整備や竹炭制作、竹炭による河川浄化を、地
域の児童などと協働で行うことで、地域住民の森林への関心を高め、住
民間の連携を醸成する。

参加者数 163人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 里山の保全

団体名 川渡り神幸祭みこしをかつぐ会

活動場所 田川市、田川郡添田町 補助金額 486,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯５

活動名称 彦山川上中流域森林整備活動

H26.10.19
事前に募った福岡県立大学生やＰＴＡ参加者により、袋詰めした竹炭を
田川市内の河川に沈設する活動を実施。（参加者26人）

状況写真

す 活動を実施。（参 者 ）

さあ、竹の伐採がんばるぞ！ 「竹炭づくり」などに関する学習会の開催

ただいま竹炭づくりしています 河川に沈設される竹炭を見守る会員のみなさん
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H26.6.1
嘉麻市の「夢サイトかほ」においてシンポジウムを開催。木の駅アドバ
イザーの基調講演の後、パネルディスカッションを実施。
（参加者100人）

H26.7.27
馬見地域にて事前に募った遠賀川流域住民等の参加者により下草刈り
を実施。（参加者200人）

H27.3.8
馬見地域にて事前に募った遠賀川流域住民等の参加者によりイチョウ、
イロハモミジ等の植樹活動を実施。シカの食害防止用の苗木防護管を一
部設置。（参加者220人）

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
物づくり体験を通じて、森林の大切さを普及啓発するとともに、シンポ
ジウムを開催し、参加者に森林の価値を認識してもらう。

参加者数 520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 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 558,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯６

活動名称 遠賀川源流の森づくり活動事業

状況写真

H.26.4～
H27.3
（随時）

間伐材を利用したグッズを開発する活動を実施。以前製作したコース
ターのデザインに工夫を加えたものを間伐・間伐材利用コンクールに応
募。

間伐材を再利用して作りました。

これからの森づくり・まちづくりを探る

シンポジウムを開催 下草刈りに、汗をながしました

見晴らしもバッチリ！植樹もみんなでできたヨ 地元の間伐材を活用したコースター
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H26.4.26
千手地域の竹林において、竹林オーナー会員と竹林整備と併せてタケノコ
掘りを実施。都市部住民との交流活動を実施。（参加者29人）

H26.12.20
伐採した竹を活用し竹林オーナー会員と竹細工（門松づくり）を実施。紙
芝居を使い森林環境教育活動を実施。（参加者23人）

活動の目的
荒廃竹林の整備と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とともに、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 63人

活動実施日 主な活動実績

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 218,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯７

活動名称 竹林オーナー制度事業

状況写真

H27.3.25 竹林オーナー会員により竹林整備を実施。（参加者11人）

竹林整備につながったタケノコの掘り取り

伐採竹を利用した竹細工にチャレンジ！竹林オーナー会員と地域住民との交流活動

森林に侵入する恐れがある竹林の整備
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H27.2.19
伊岐須小学校５年生を中心に参加を募り、キノコについての講義を実施
後 シイタケ駒打ち体験を実施 （参加者130人）

H26.10.17
伊岐須小学校５年生を中心に参加を募り、大学准教授、森林組合職員を
講師に里山保全と林業についての講義を実施。（参加者133人）

H26.11.25
伊岐須小学校５年生を中心に参加を募り、地元製材工場にて製材加工の
見学と森林についての講義を実施。（参加者128人）

活動の目的
小学生の総合学習での森林学習や製材所の見学、シイタケ栽培を体験さ
せることで、里山保全への関心を高める。

参加者数 391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 龍王・山・里・川の会

活動場所 飯塚市、田川郡添田町 補助金額 483,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯８

活動名称 里山保全と林業について

後、シイタケ駒打ち体験を実施。（参加者130人）

状況写真

木が加工される仕組みがわかりました

（製材工場見学） 「トン、トン、トン」 シイタケ駒うち体験中

森林組合のみなさんから「林業の仕事」について

おはなしを聴きました里山について学びました
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯９

活動名称 里山再生プロジェクト

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名 九州工業大学環境デザイン研究室

活動場所 直方市、福津市 補助金額 323,000円

活動の目的
里山の管理放棄による竹林の拡大防止のため、学生や住民協働参加によ
る竹林整備などを進めることで、里山の持つ機能の回復、人と自然の関
係の再構築により、里山の持つ機能および景観の再生を行う。

参加者数 377人

活動実施日 主な活動実績

新入学童クラブの児童により里山での昆虫採取、ネイチャーゲーム、竹
細工などのワークショップを実施。（参加者263人）

H26.5.24～
H26.10.25
全3回

地域住民や新入学童クラブの児童により放置竹林の整備を実施。伐採し
た竹は粉砕機でチップ化や竹炭、竹酢液づくりの活動を実施。
（参加者71人）

H26.11.29
環境保全活動に取り組む団体の報告会とワークショップを行う「北部九
州地域環境シンポジウム」を開催。（参加者43人）

H26.7.26～
H27.1.24
全4回

状況写真

全4回

伐採した竹を利用してつくった竹トンボなど 伐採した竹も有効活用しています

高校生グループによる「環境保全活動」の事例発表 みんなのパワーを合わせて搬出！
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成26年度 企画番号 飯１０

活動名称 もりマルシェ～木をかこう～

活動区分 森林環境教育

団体名 たんと筑豊型住宅ネットワーク

活動場所 飯塚市、嘉麻市 補助金額 467,000円

活動の目的
木育を通じて、木材を使うことが豊かな森林の適切な整備や管理、地球
環境の維持につながり、誰もが森林に貢献できることを伝える。

参加者数 340人

活動実施日 主な活動実績

H27.2.16～
H27.3.3
全3回

「もりマルシェ・木をかこう」イベントの事前活動として、近隣の小学
校や保育所に地域材を活用した木板を配付。

H27.2.14

「エコスタいいづか環境教育推進大会」において、地域材を活用した木
板に等身大の自分を描くイベントを実施。同時に「森林とくらし」など
に関するパネル展示やスギ・ヒノキ・クスノキの木の香りを体感する
コーナーを設置し普及啓発活動を実施。（参加者200人）

H27.3.11
菰田東の桜ヶ丘幼稚園にて、木板に思い思いの絵を描き、園庭に「えが
おの木」としてその木板を幹や枝に見立てて１本の大きな木をつくるイ
ベントを開催。（参加者140人）

状況写真

みなさん、真剣です ”わたし”を描きました。似てるかな？

みんなの力で、１本の大きな木になりました！板1枚１枚に思いを込めて絵をかきました
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参加者数 40人

福岡有明海漁連所属の漁業協同組合及び生産者が参加し、矢部川源流域
である八女市矢部村の広葉樹植栽地の下草刈り作業を実施。
（参加者40人）

活動実施日 主な活動実績

H26.7.25

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、植林活動を通じて有明海を守り続ける漁場保全意識を
向上させる。

活動場所

福岡有明海漁業協同組合連合会

八女市 補助金額 65,000円

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26年度

有明海再生のためのボランティア活動

状況写真

下草刈りのおかげで植樹した木々も成長中

すっかりキレイになりました急傾斜も汗を流してがんばりました

作業前の安全確認など、熱心に聞き入っています
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大牟田市 補助金額 988,000円

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26年度

三池の森・里山を守ろう「龍神伝説　三池光竹」

普光寺にて啓発イベント「三池光竹」を開催。地域住民と多くのボラン
ティアにより竹灯ろうや竹用品づくりを実施。（参加者1,336人）

H26.8.30

活動区分 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篭イ
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

参加者数 1,724人

森林づくり講演会を実施。（参加者48人）

活動実施日 主な活動実績

H26.9.2～
H26.11.13
全70回

H26.9.6～
H26.11.12
全32回

森林作業の安全講習会の開催や竹林整備の活動を実施。
（参加者294人）

「三池の森」の整備並びに竹林コンサート会場の整備を実施。
（参加者25人）
竹林コンサートの開催や自然観察を実施。（参加者21人）

状況写真

H27.2.1～
H27.3.20
全7回

「竹林を整備と里山の保全」を普及啓発した

竹林コンサート

多くの竹灯籠をつくり設置した

「三池光竹」イベント

切り出した竹を搬出しています

切り出した竹は、決められた

場所にまとめて置きました
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活動実施日 主な活動実績

H26.8.23～
H26.11.8
全4回

H26.12.21

有明・里山を守る会

大牟田市

H27.2.20
北九州市内の合馬竹林公園にて竹林整備や竹の有効活用に関する現地研
修会を開催。（参加者18人）

参加者数 389人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑３企画番号

森林保全活動に必要な知識の習得や安全作業（チェーンソー・刈払機・
チッパー操作講習）、工作体験等の実習を開催。（参加者90人）
竹林整備した伐採竹を利用した竹細工教室を開催（参加者170人）

活動区分 その他

団体名

平成26年度

里山保全基礎講座

補助金額 231,000円

H27.1.17
竹林整備の活動を実施し、竹の有効活用についての学習会を開催。
（参加者31人）

市民参加によるミニ門松づくりを開催。（参加者60人）

活動の目的
里山保全活動の基礎（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

伐竹・下草刈り作業などの作業実習を実施。（参加者20人）

状況写真

修会を開催。（参加者18人）

H27.3.14

みんなで安全なチッパー操作を習得しました多くの参加者により竹林整備も加速化

講師のアドバイスを受けミニ門松づくり

役に立つ竹林整備や有効活用に関する

お話を聴くことができた現地研修会
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森林づくりボランティアリーダーの育成を図るチェーンソーワーク研修
（基礎編：チェーンソーの基本と目立ての講義・実習）を開催。
（参加者24人）

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26年度

大人の森林づくり活動、子どもの森林づくり活動を広めるための研修会

活動区分 その他

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、安全な作業技術の定着と指導者の拡充を目
指す。

活動場所

特定非営利活動法人山村塾

八女市 補助金額 461,000円

参加者数 81人

活動実施日 主な活動実績

H27.3.7
H27.3.8
全2回

地域での子供向け森林環境教育活動の定着を目指し、「森のようちえん
プロジェクト」の講演会と研修会を開催。（参加48人）

H27.1.23
森林づくりボランティアリーダーの育成を図るチェーンソーワーク研修
（指導者編：チェーンソーによる伐木造材作業と目立ての実習、ワイ
ヤー実習等）を開催。（参加者9人）

H27.2.7

状況写真

全2回

受講者の表情は真剣そのもの

基本姿勢が大事です

「森のようちえん」の実施に向けた研修会を開催

チェーンソーの目立て実習
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参加者数 350人

活動実施日 主な活動実績

H26.5.11～
H26.10.4
全10回

H26.10.5
H27.3.15
全5回

三池山の手入れの行き届かない森林の整備・保全を図るため、整備体験
者を募集し「自然楽校ふれあいの森自然体験教室」を開講し、安全講習
や森林整備方法などの実習、整備活動を行った。（参加者141人）

整備した森林を「自然体験の森」として活用し「森に親しむ自然体験教
室」を開講。具体的には、森の自然体験、森林整備、里山クッキング、
クラフト等の森林体験教室を開催し、子供たちに森の手入れの大切さや
森の必要性等を理解させ 森林保全に対する普及啓発を図った

森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

活動の目的
大牟田の放置森林を自然体験学習や交流の場となる「ふれあいの森」と
して整備し、活用を図ることで、森の大切さや森林保全の意識を高め
る。

活動場所

おおむた環境ネットワーク

大牟田市 補助金額 676,000円

活動区分

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑５企画番号平成26年度

ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業

状況写真

全5回 森の必要性等を理解させ、森林保全に対する普及啓発を図った。
（参加者209人）

仲良く伐採した竹を利用して箸を作っています！

力を合わせれば大きな竹もなんのその多くのボランティアのみなさんによる森林の整備
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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６企画番号

手鎌歴史と里山の会

活動実施日 主な活動実績

H26.7.6～
H27.2.8
全４回

平成26年度

甘木山里山整備・保全啓発活動

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名

大牟田市

活動の目的
甘木山において、侵入竹の伐採を行い人々が行きやすい山に整備すると
ともに、蔓をつかったリース制作を行い、環境を考えることができる子
供を育成する。

活動場所

森林の土の中に生きる虫を観察しその生態と役割を学ぶ「山で遊ぼう」
講座を開催。（参加者44人）

H26.11.30

地元中学生や高校生ボランティアとともに森林整備や侵入竹伐採などの
活動を実施。（参加者375人）

補助金額 501,000円

参加者数 541人

H26 12 13
リース用のつるやミニ門松の竹・松の採取する活動を実施。
（参加者12人）

H26.8.30～
H26.11.9
全3回

宗像市の「自由の森遊歩道を守る会」の取組を学ぶ現地研修会を開催。
（参加者20人）

状況写真

H27.1.19
森林づくりボランティア活動の今後の方向性を探る研修会を実施。
（参加者14人）

H26.12.13
（参加者12人）

H26.12.21 親子参加のミニ門松づくりとリースづくりを実施。（参加者76人）

森の土の中にはいろんな虫がいるんだね！

リースづくり！楽しかった

遊歩道沿いから森林の整備をしています

頼もしい高校生ボランティアのみなさん
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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７企画番号

NPO法人「がんばりよるよ星野村」

平成26年度

星の花公園の景観保全・整備活動

活動区分 里山の保全

団体名

八女市

H26.11.15

活動実施日 主な活動実績

H26.9.27
H26.10.18

活動の目的
九州北部豪雨で被害を受けた公園内の森林を整備し、広葉樹などを植栽
することで、四季折々に多くの人が訪れる里山を形成する。

活動場所

星の花公園の下部にある雑木林から女竹を伐り出し、約８００本の支柱
（植樹苗木用、長さ１m）づくりを実施。（参加者15人）

植樹活動に備えての下草刈り作業など植樹箇所の整備作業を実施。
（参加者31人）

補助金額 437,000円

参加者数 78人

２日間にわたりハゼノキなどの植樹活動を実施。（参加者32人）

状況写真

H26.11.22～
H26.11.23

きれいに植樹された現地

植栽開始！気合が入っています 植樹した苗木を支える支柱づくり

仕上げの支柱立て作業
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参加者数 87人

活動実施日 主な活動実績

H26.5.10

H26 9 13

「苅田幼稚園」に隣接する古墳周辺森林の遊歩道の下草刈り作業等
を実施。（参加者20人）

「苅田幼稚園」に隣接する古墳周辺森林の遊歩道の下草刈り作業等
を実施 参 者

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。

活動場所

ハローグリーン・けいちく

行橋市
京都郡苅田町、築上郡上毛町

補助金額

H26.6.14
苅田町上片島の古墳周辺森林の遊歩道の下草刈り作業等を実施。
（参加者20人）

123,000円

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26年度

京築地区森林整備活動

H26.11.2～
H26.11.30

民有林での枝打ち作業ならびに間伐を実施。（参加者30人）

状況写真

H26.9.13
を実施。（参加者17人）

活動前の安全確認は入念に

遊歩道沿いの林内清掃

ただいま、下草刈り作業中

高い所の不用な枝はハシゴを利用して(枝打ち作業)
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