
 
 
 
 
 
 
 

平成２５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 1

福2 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森林整備保全活動及び環境体験学
習

森林の整備・保全 2

福3
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 3

福4 福岡工作の森 おもちゃの森ひろば～間伐材とふれあう～ 森林環境教育 4

福6
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

5

福7 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 6

福8 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）
森林環境教育、里山
の保全

7

福9 福岡市水源林ボランティアの会 伐竹作業活動と竹炭づくり及び木工体験事業 里山の保全 8

福10 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 9

福12 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13 まほろば自然学校 森を科学する　自分たちの手で2013～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

11

福14 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 12

福17 奈多植林会 奈多浦松林保全活動 森林の整備・保全 13

福19 公益財団法人おおのじょう緑のトラスト協会 森林づくり体験講座
森林の整備・保全、
森林環境教育

14

福20 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

15

福26 特定非営利活動法人いとひとねっと 森林づくりシンポジュームin糸島～木の駅プロジェクトへ向けて～ 森林環境教育 16

福27
特定非営利活動法人日本環境保全ボラン
ティアネットワーク

森林づくり里山保全活動のリーダー講座 その他 17

福28 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2013
森林環境教育、森林
の整備・保全

18

福29 福岡県竹林サミット実行委員会 第7回　福岡県竹林サミットin那珂川 その他 19

福30 地域ネットワーク「里浜つなぎ隊」 未来につなぐ里浜プロジェクト
森林の整備・保全、
森林環境教育

20

朝1 福岡県環境緑化懇話会 植栽ボランティア（上津小学校裏の里山再生）
里山の保全、森林環
境教育

21

朝2 久留米ちとせライオンズクラブ 第7回環境創生事業（植樹・植栽） 森林の整備・保全 22

朝3 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 23

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

24

朝5 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 25

朝6 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 26

八1
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 27

八3 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 28

八4 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

29

八6 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 30

飯1 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 31

飯3 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

32

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

33

飯5 珍竹林の会 竹林オーナー制度事業 里山の保全 34

飯6 筑豊地区女性林業研究グループ たんとの森林活用プロジェクト 森林環境教育 35

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 36

筑3 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 37

筑4 有明・里山を守る会 里山保全基礎講座 その他 38

筑5 山村塾 プロが教える山仕事講座2013 その他 39

筑6 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

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

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

42

目　次



参加者数 205人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H25.11.30
漁業・林業関係者と市民ボランティア団体等が協働し、福岡市早良区椎
原の市有林地内にヤマモミジ、コナラ、クヌギ等1,000本の植栽を実施。

団体名

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。

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 492,000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25年度

森と海の再生交流事業

状況写真

大勢参加者が集まりました

楽しく植えました！植栽開始！

1



参加者数 427人

活動実施日 主な活動実績

H25.6.18～
H26.1.23

H26 3 1

頭池植樹地の下草刈とB区画のマダケ伐採・搬出の実習。参加者159人

行政 地元住民 地元企業や団体が協働した植樹祭を開催 参加者268人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
地域の住民や九大関係者とともに下草刈りや伐竹作業を行い、美しい豊
かな自然や森林を育てることで、地域住民との連携を深め、森林保全の
意識高揚に努める。

活動場所

NPO法人　福岡グリーンヘルパーの会

福岡市西区 補助金額 232,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福２企画番号平成25年度

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保全活動及び環
境体験学習

状況写真

H26.3.1 行政、地元住民、地元企業や団体が協働した植樹祭を開催。参加者268人

伐竹作業は一苦労 一生懸命植えたよ！

地元漁協や企業なども参加 後にみんなで記念撮影

2



629,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福３企画番号平成25年度

四王寺山の森林整備・保全活動

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

参加者数 138人

活動実施日 主な活動実績

H25.4.6～
H26.3.1
全10回

H25.4.6～5.12
　全3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・除草作業を実施。参加者88人

太宰府市内山の炭窯において、竹炭の製造と竹の焼塩づくりを実施。
参加者20人

H25.8.3～
10.27
　全4回

市内打ち水会用の竹材を利用した道具作り指導
市環境フェスタにおいて、竹炭や竹の焼塩配付を実施。参加者計30人

状況写真

準備は万端

竹炭、竹塩の袋詰め伐倒竹のチップ化作業

竹の伐倒作業

3



参加者数 562人

活動実施日 主な活動実績

H25.6.27
福岡市立中央児童会館にて、「森林のはたらき」や「森林と木材の循
環」について紙芝居形式で伝え、県産の木を使った「おもちゃ」づくり
を実施。参加者198人

糸島市子育て支援センターすくすくにて、「森林のはたらき」や「森林

活動区分 森林環境教育

団体名

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、
木や森林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。

活動場所

福岡工作の森

　　福岡市中央区、糸島市
　　大野城市

補助金額 261,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福４企画番号平成25年度

おもちゃの森ひろば　～間伐材とふれあう～

大野城まどかぴあにて、「県産の木によるものづくり」体験会を実施。
参加者241人

状況写真

H25.7.6
糸島市子育て支援 ンタ すくすくにて、 森林のはたらき」や 森林
と木材の循環」について紙芝居形式で伝え、県産の木を使った「おも
ちゃ」づくりを実施。参加者123人

H25.8.2

木のおもちゃが完成！

紙芝居を使って森林のはたらきを学ぶ親子でおもちゃ作りを体験

4



森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福６企画番号平成25年度

森を愛し、未来へいきいきとした森林を残そう

活動区分 里山の保全、森林環境教育

団体名

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。

活動場所

特定非営利活動法人　里まちサイクルコミュニティ

福岡市早良区、糸島市 補助金額 609,000円

参加者数 613人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.23
～H25.11.7
全15回

H25 7 20

竹林整備(下刈り、伐倒整理等)を実施。参加者109人

状況写真

H25.7.20
～H26.3.15
全8回

森林についての講話や竹細工教室等を実施。参加者504人

森林の現状と竹林整備の活動紹介

カブトムシ相撲に興味津々

5



参加者数 285人

活動実施日 主な活動実績

H25.11.9

H26 3 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
は松原保全に関するワ－クショップを実施。参加者97人

海の中道海浜公園内において 松2 000本の植栽を実施 参加者188人

団体名

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。

活動場所

特定非営利活動法人　はかた夢松原の会

福岡市東区 補助金額 552,000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7企画番号平成25年度

博多湾沿岸における松林の整備・保全活動

状況写真

H26.3.8 海の中道海浜公園内において、松2,000本の植栽を実施。参加者188人

松林の中をきれいにします 松葉かきも行いました

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

活動名称

年度 福８企画番号平成25年度

森林環境教育ｉｎ那珂川（グリーンピアなかがわ）

活動区分 森林環境教育、里山の保全

団体名

活動の目的
樹木の有効利用等の講演会や広葉樹の植栽を通じ、森林保全がＣＯ２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。

活動場所

公益社団法人　福岡県造園協会

筑紫郡那珂川町 補助金額 410,000円

参加者数 50人

活動実施日 主な活動実績

H25.7.31
～H25.9.11
全5回

グリーンピア那珂川にて環境学習、植栽活動、竹材を利用した木工教室
を開催。参加者50人

状況写真

那珂川町の自然・生き物について学習

竹トンボ作成中

雨にも負けず、植栽活動

7



534,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福９企画番号平成25年度

伐竹作業活動と竹炭づくり及び木工体験事業

活動区分 里山の保全

団体名

活動の目的
水源かん養林を守るために保全活動行うとともに、継続して森林保全活
動を行う基礎となる人材を育成する。

活動場所

福岡市水源林ボランティアの会

福岡市早良区 補助金額

参加者数 197人

活動実施日 主な活動実績

H25.7.3
～H25.9.18

H25.7.24
～H25.9.28

水源林保護のための孟宗竹の伐竹作業を実施。参加者141人

伐竹材の有効活用のための竹炭づくりを実施。参加者28人

H25.9.28
伐竹作業、竹炭製品づくり、竹細工体験等による地元等交流会を実施。
参加者28人

状況写真

水源林保護のための伐竹作業 伐竹材を出すだけでも大変

伐竹材は竹炭として有効活用 整備された渓谷を散策

8



参加者数 476人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.12
～H26.3.2
（全１２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。
小学校６年生を主体に卒業記念植樹を開催。参加者311人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
地域住民が主体的に宮地浜にある防風保安林を整備し、親しみのもてる
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。

活動場所

宮司地区郷づくり推進協議会

福津市 補助金額 495,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１０企画番号平成25年度

宮司・浜の松原整備・保全活動

状況写真

（全１２回）

同上（全６５回）

小学校６年生を主体に卒業記念植樹を開催。参加者311人

松葉、下草、枝の除去搬出を実施。参加者165人

子どもたちも植樹に参加植樹の方法を習います

植樹後の様子

9



参加者数 300人

活動実施日 主な活動実績

H26.2.2 宗像市と共催で松950本の植栽を実施。参加者300人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

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。

活動場所

さつき松原管理運営協議会

宗像市 補助金額 500,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１２企画番号平成25年度

さつき松原再生プロジェクト～みんなで松苗を植えよう！～

状況写真

上手に植えるコツを伝授中 立派な松林になあれ！

大勢の方が参加しました

10



森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 福13

活動名称 森を科学する　自分たちの手で2013～太宰府市民の森再生・保全活動～

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 補助金額 480,000円

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 133人

活動実施日 主な活動実績

H25.11.9

太宰府市中央公民館において、「ドングリ」についての学習を実施。
参加者15人

H25.11.17

太宰府市中央公民館において、「キノコ」についての学習を実施。
参加者32人

状況写真

参加者15人

H25.12.8
太宰府市民の森において、竹の伐採、林床整備、ゴミ拾いを実施。
参加者38人

H25.11.24
太宰府市民の森において、「イノシシ」についての学習を実施。
参加者48人

イノシシの足跡を持って帰ります

いろいろなドングリを調べます 伐った竹でものづくり

キノコについて勉強
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森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１４企画番号平成25年度

竹林の保全及び資源の利活用

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
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ことか
ら、整備を積極的に推進し、地域の環境保全を図る。

活動場所

井原竹林を愛する会

糸島市 補助金額 96,000円

参加者数 26人

糸島市井原の森林において除伐を実施。参加者11人

活動実施日 主な活動実績

H25.11.17 糸島市井原の竹林において竹の伐採、破砕を実施。参加者15人

H26 2 11 糸島市井原の森林において除伐を実施。参加者11人

状況写真

H26.2.11

竹の破砕状況

竹の伐採搬出状況
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参加者数 723人

活動実施日 主な活動実績

H25.6.2
～H25.12.15
全４回

松林の整備（下草刈り、除伐、歩道整備）を実施。参加者248人

活動区分 森林の整備・保全

団体名

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。

活動場所

奈多植林会

福岡市東区 補助金額 443,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１７企画番号平成25年度

奈多浦松林保全活動

状況写真

H26.2.23 松1,400本の植栽を実施。参加者475人

下草刈り状況

歩道も整備されました

マツ植栽状況
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参加者数 275人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.18
H25.9.7

H25.8.28

森の仕事体験として、牛頸共生の森にて春と秋に下草刈りを実施。
参加者35人
自然素材（森の恵み）を活用した本立てや、けん玉（竹細工）づくりを
実施 参加者218人

活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

活動の目的
森林づくり体験講座を通して、森林での仕事や森の楽しさ、森の恵みの
活用など森林保全を学び、体験することで森林や環境問題に興味を持
ち、自然を大切にする心を育てる。

活動場所

公益財団法人　おおのじょう緑のトラスト協会

大野城市 補助金額 813,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福１９企画番号平成25年度

森林づくり体験講座

森の仕事体験として、牛頸トラストの森にて竹炭づくり（窯入れ・窯出
し）を実施。参加者22人

状況写真

実施。参加者218人

H25.11.16～17

下刈作業

竹でケン玉ができたよ！

木工体験

竹炭窯出し体験
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参加者数 471人

活動実施日 主な活動実績

H25 6 8 「生の松原」において清掃作業を行い また松の伐採跡地に稚樹を植樹

活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

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。

活動場所

SSJ生の松原緑地保全会議

福岡市西区 補助金額

H25.5.23 西陵公民館において講演会等を実施。参加者61人

450,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福２０企画番号平成25年度

生の松原保全事業

状況写真

H25.6.8
～H26.3.8

「生の松原」において清掃作業を行い、また松の伐採跡地に稚樹を植樹
するとともに隣地の整地作業を実施。参加者410人

隣地もきれいに

大人も子どもも一緒に植樹しました
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 福26

活動名称 森林づくりシンポジュ－ムin糸島　～木の駅プロジェクトへ向けて～

活動区分 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 補助金額 500,000円

活動の目的

地域で行われている森林保全や山仕事体験の取り組みを連動させるシン
ポジウムや実地研修を開催し、ふるさとの林業や環境に対する理解を深
めさせることで、林地残材を活用する「木の駅プロジェクト」へつなげ
る。

参加者数 195人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.5
～H25.6.18
全４回

いとしま応援プラザにおいて、森の健康診断の勉強会を開催。参加者38
人

H25.5.25
H25 7 16 糸島市高祖山において 森の健康診断リ ダ 研修を開催 参加者27人

状況写真

～H25.7.16
全３回

糸島市高祖山において、森の健康診断リ－ダ－研修を開催。参加者27人

H25.12.8
伊都文化会館において、糸島市森づくりシンポジウムを開催。参加者97
人

H25.7.27
糸島市高祖山において、森の健康診断のための現地調査を実施。参加者
33人

シンポジウムの状況
講演：「木の駅」の話

森の健康診断実施報告
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参加者数 48人

八女市の笠原東交流センタ－において、合宿研修を実施。参加者20人

活動実施日 主な活動実績

H25.8.20～
9.24

ボランティア交流センタ－において、研修会を実施。参加者28人

H25.11.2
11 4

活動区分 その他

団体名

活動の目的
里山保全活動を広めるために安全で楽しい活動となるように気を配るこ
とができるリーダーの養成に取り組むことで、山村地域と都市の連携・
交流促進、森林保全への意識が高まることを目指す。

活動場所

特定非営利活動法人　日本環境保全ボランティアネットワーク

福岡市中央区、八女市 補助金額 510,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福２７企画番号平成25年度

森林づくり里山保全活動のリーダー講座

八女市の笠原東交流センタ において、合宿研修を実施。参加者20人

状況写真

～11.4

活発な意見交換が行われました

合宿研修会の状況

伐竹作業お疲れさまです
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参加者数 103人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.11
「楽しむ」「関心を持つ」の段階として、五感を使うエコロジーゲーム
や自然観察を実施。参加者30人

「知る」「理解する」の段階として 境界内の森をグル プで探検し

活動区分 森林環境教育、森林の整備・保全

団体名

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。

活動場所

環境ネットワーク「虹」

福津市 補助金額 440,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福２８企画番号平成25年度

森とふれあい森から学び森を守るプロジェクト2013

「守り育てる」の段階として、境界内の森をグループ毎に下刈りを実
施。森の宝物をネイチャークラフトで自由に表現し発表会を実施。参加
者37人。

状況写真

H25.6.2
「知る」「理解する」の段階として、境界内の森をグループで探検し
た。図鑑も活用して様々な樹木や生き物の観察を実施。参加者36人

H25.10.14

自然を観る 葉っぱでお絵描き

ロープを使って探検 紙芝居で復習
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参加者数 160名

活動実施日 主な活動実績

H25.11.23
伐竹による環境保全と伐竹材の有効活用に取り組む団体の活動発表、表
彰等を行う「福岡県竹林サミット」を開催。

活動区分 その他

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。

活動場所

福岡県竹林サミット実行委員会

那珂川町 補助金額 397,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福２９企画番号平成25年度

第７回　福岡県竹林サミットin那珂川

状況写真

県内の多くの団体が参加 竹の利活用に関する成果発表

伐竹材で製作した加工品の販売 竹灯篭が会場を照らした
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参加者数 230人

活動実施日 主な活動実績

H25.4.29
H26.3.2
全２回

落枝集め、作業道整備を実施。参加者180人

活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

活動の目的
糸島市で発生した松枯れ問題を教訓に、海岸林、海岸エリアのあり方を
住民の方々と一緒に模索し、実行していくことで、森林保全への関心を
広く呼び起こす。

活動場所

地域ネットワーク「里浜つなぎ隊」

糸島市 補助金額 283,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福３０企画番号平成25年度

未来につなぐ里浜プロジェクト

状況写真

H26.1.12 松枯れ対策について、外部講師を招いた勉強会を開催。参加者50人

講演会の様子

勉強会の様子
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活動名称 植栽ボランティア（上津小学校裏の里山再生）　

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 朝１

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 久留米市 補助金額 382,000円

状況写真

上津小学校の児童、保護者及び地域住民による植樹活動や「森林を守る
大切さ」についての講話を開催。参加者100人

H25.11.8

活動の目的
耳納山麓へと続く放置され荒れた里山を整備し、地域の景観を保全する
とともに、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 100人

活動実施日 主な活動実績

上手にできたよ

森の大切さ！分かったかな 大切に植えています

桜の記念樹を植えました
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活動名称 第７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25年度 企画番号 朝２

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

H26.2.9
久留米市有林において、ヤマザクラ、ヤマモミジ各300本の植樹を実施。
参加者218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、地元高校生の参加による植樹活動を行い、地域全体に森を守
り育てる意識付けを行う。

参加者数 218人

活動実施日 主な活動実績

苗木配布中 等間隔に植えてます

僕も頑張ってます バットをクワに持ち替えて
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水縄小学校 水分小学校の児童を対象に 浮羽ライオンズクラブ 植木H26 2 14

H25.11.16
～H25.11.17

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開
催。参加者436人

H26.1.25
土曜塾として、小学生と父兄を対象に森林林業の役割についての講話と
木工教室を開催。参加者34人

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322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
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
（ふれあい農業公園　ほか）

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝３企画番号平成25年度

みのう森林の会

活動実施日 主な活動実績

H25.8.18
H25.10.20
H25.11.3

みのう森林の会

活動区分

参加者数 869人

521,000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

水縄小学校、水分小学校の児童を対象に、浮羽ライオンズクラブ、植木
農業協同組合との共催で｢みどりの教室｣を各実施。参加者77人

H26.2.14
H26.2.20

釘打ち気をつけて山の大切さ！分かったかな

みどりの教室を開催上手にできたよ
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H26.3.8 市内住民による森林体験（植樹、下刈、枝打ち）を実施。参加者9人

H25.5.3
H25.11.4

木工教室（巣箱づくり）を実施。参加者87人

H25.7.14 市内住民による森林体験（下刈、枝打ち）を実施。参加者11人

H25.10.20 花立山の自然観察（野鳥観察等）を実施。参加者28人

活動の目的
森林環境教育で、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 135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 花立山を楽しむ会

活動場所 小郡市 補助金額 498,000円

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25年度 企画番号 朝４

状況写真

野鳥は入ってくれるかな

(巣箱づくり）
緑を増やす植樹・下刈、枝打ち活動

(森林体験）

みんなで歩こう花立山（自然観察）
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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25年度 企画番号 朝５

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 497,000円

活動の目的
森林を社会全体で守り育てる気運が高まる中、林内作業ができる指導者
のニーズが高くなっていることから、人材の育成を行うとともに、一般
県民に対しても森林の働きや重要性への理解を深めてもらう。

参加者数 240人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H25.10.31
～H25.11.1

森林環境教育・安全作業技術者養成講習会（チェンソー取扱い・ツリー
クライミング体験等）を開催。参加者21人

H25.11.25
サイエンスマンスとの併催で、チェンソーによる伐採デモとＭｙ箸作り
を実施。参加者219人

状況写真

高さ8mで頑張ってます

カンナで削ってmyはし作り

チェンソー、研げたかな

初めてのチェンソー
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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25年度 企画番号 朝６

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 468,000円

状況写真

H25.11.23
豊かな森づくりのための植樹及び留学生や都市住民との交流会。
参加者34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 34人

活動実施日 主な活動実績

名札を付けて完成

支柱もしっかり立ててます

竹の民族楽器を披露

獣害対策もバッチリ
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北九州市若松区、八女市 補助金額 444,000円

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25年度

平成竹取伝説（竹林保全活動）

森林への侵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月に１回定期的に間伐し、里山の
保全活動を実施。参加者303人

地域の年配の方が竹細工講師となり、地域の子供及び保護者を対象に竹
細工（竹鉄砲、竹ポックリ、竹下駄等）教室を開催。参加者73人

活動区分 里山保全

団体名

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、そこで得た竹材を活用
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。

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

本活動のこれからの取り組みに活かすため 竹林整備に意欲的に取り組

参加者数 410人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.11
～H26.3.8
全10回

H25.8.24

H25.12.23
～H26.1.10

H25.10.26
本活動のこれからの取り組みに活かすため、竹林整備に意欲的に取り組
んでいる他の地域（八女市の竹林）の視察を実施。参加者21人
大学生により、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13人

状況写真

竹細工に挑戦

間伐した竹で作った門松 みんなで頑張った竹林整備

竹ポックリ上手に乗れるかな？
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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25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

団体名

活動の目的
雑木や孟宗竹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 269,000円

参加者数 327人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.12～
H26.3.8
全17回

隆守山を含む近隣の里山において、月に1～2回雑木・孟宗竹の伐採や草
刈りを実施。伐採した雑木等は広場に集積し、2～3か月に一度まとめて
樹木粉砕機で処理を実施。また、伐採した竹の一部は斜面の土留め用資
材として使用。参加者327人

状況写真

作業前の準備運動 竹の伐採作業中

伐採後の粉砕処理 伐採した竹を利用した土留め
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参加者数

補助金額 456,000円

144人

みやこ町蛇渕キャンプ場において、里山キャンプと里山見学を実施し
た。参加者8人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.25
～H25.10.14
全４回

河内・奥田の森において、竹林整備のための安全講習会や伐竹作業、下
草刈り作業を実施。参加者58人

H25.7.6
～H25.7.7
1泊2日

河内・奥田の森において、里山の自然を満喫し、里山のめぐみに感謝す

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

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25年度

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

状況写真

H25.11.3
河内 奥田の森において、里山の自然を満喫し、里山のめぐみに感謝す
ることを目的とした里山祭りを開催。また、今まで整備してきた里山や
竹林内の作業道を通りながら里山探検を行った。参加者55人

H26.1.12
及びH26.2.1

河内・奥田の森において、里山整備や竹林整備時のロープの使用方法に
ついて講習を行った。参加者23人

安全講習会 整備された里山見学

竹の箸と器づくり 竹を使ったパンづくり
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参加者数 440人

活動実施日 主な活動実績

H25.12.8
三里松原において、地域住民参加者により、松林の中に堆積した苔や松
葉などをかきとり、堆肥化するために集積場所に軽トラックで運搬。参
加者230人

三里松原において、地域住民参加者を対象に松苗の植樹方法について講

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、この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 351,000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 八６企画番号平成25年度

三里松原　松葉かき・かん木除伐

状況写真

H26.2.1
三里松原において、地域住民参加者を対象に松苗の植樹方法について講
習を行い、その後、林内0.1haに1,000本の松の植栽を実施。参加者210
人

作業説明 松葉かきの様子

掻き取った松葉を搬出 松苗の植樹
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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 飯１企画番号平成25年度

放置森（竹）林の整備活動

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、理解していただき、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 ４５９，０００円

参加者数 119人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.7
～H26.2.4
全８回

事前に地域住民に募った参加者により、竹の伐採・搬出し、荒廃した竹
林の整備を実施。なお、現地は急斜面のため森林組合と連携し作業を実
施。
参加者119人

状況写真

参加者119人

竹が、密集しています 安全のため、声をかけながら作業

伐採した竹は、肥料の材料に活用伐採作業が、進みました
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嘉麻市千手で、事前に募った参加者により竹林整備を実施。伐採した竹
を竹炭にするため、竹を割り窯戸に入れる事前準備までを実施。
参加者120人。
その後、窯戸へ竹を詰め込み、火入れから窯開きまでの作業を実施。
参加者21人

H25.9.22
～H25.10.18

竹林整備、竹の搬出と竹割りを実施。参加者170人。
窯戸へ竹を詰め込み、火入れから窯開きまでの作業を実施。参加者12人

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 飯３

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 ５５１，０００円

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。

参加者数 331名

活動実施日 主な活動実績

H25.8.3
～H25.9.17

窯戸 竹を詰 込 、火入 窯開 作業を実施。参 者

状況写真

H25.12.10 河川浄化のため、作成した竹炭を、山田川へ設置。参加者8人

竹を、束ねて、窯に入れる準備

大勢の方が、参加してくれました！

竹炭完成！

バケツリレー方式で搬出
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 飯４

活動名称 遠賀川源流の森づくり活動事業

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 ４７２，０００円

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、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。

参加者数 329人

活動実施日 主な活動実績

H25.7.28
馬見において、事前に地域住民に募った参加者により、下草刈りを実
施。参加者228名

H25.8.10
森の学校の一環として屏川において、沢登りを実施。会長による森づく
りの講話を実施。参加者72名。

H25 4 間伐材を使用したグ ズの開発 小物を置くミニチ ア椅子や携帯置き

H26.1.25
H26.1.26

古処山において、事前に募った市内外の小学生の参加者により、キャン
プを実施。森づくりの講話も実施。参加者29名

状況写真

H25.4～
H26.3（随時）

間伐材を使用したグッズの開発。小物を置くミニチュア椅子や携帯置き
等を作成。

下草刈りに、汗をながしました 薪を使って食事の準備です

間伐材を再利用して作りました
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 飯５

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 １８０，０００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 68名

活動実施日 主な活動実績

H25.4.27
千手の竹林において、竹林オーナーとタケノコ掘りし竹林整備を実施。
都市部と農村住民との交流会を実施。参加者29人

H25.12.14
伐採した竹を活用し、竹林オーナーと門松づくりを実施。紙芝居を使っ
て森林環境教育活動を実施。参加者28人

状況写真

H26.3.11
千手の竹林において、竹林整備を実施。伐採した竹は、竹林内に並べ、
鳥獣被害防止柵として活用。参加者11人

コツを教えてもらいながらタケノコ掘り 協力すると、切りやすいです

力作揃いの作品 伐採した竹は、柵として再利用しました
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H26.1.20
上記で作成した紙芝居を活用し、落合小学校で森林環境教育活動を実
施。参加者24名

H25.5.6
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30名

H25.8.28
～H25.12.9
全3回

大学生と木育の教材づくりについて検討会を開催。山を身近に感じられ
るように「ちくほうやまものがたり」という紙芝居を製作。紙芝居の外
枠には、スギ間伐材を利用。参加者70名

飯塚 ミ テ センタ にて 事前に募 た参加者により 将棋盤と

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 154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 筑豊地区女性林業研究グループ

活動場所 嘉麻市、田川市、添田町 補助金額 ４８０，０００円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成25年度 企画番号 飯６

活動名称 たんとの森林活用プロジェクト

状況写真

H26.2.23
飯塚コミュニティセンターにて、事前に募った参加者により、将棋盤と
コマを作る木工体験を実施。紙芝居での森林環境教育活動も実施。参加
者30名

森の中は、気持ちがいいな

紙芝居を作って森林環境教育を実施将棋盤を作った後は、早速勝負！

大学生と、木育教材についての会議
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参加者数 40人

福岡有明海漁連所属の漁協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

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H25.7.19

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 64,000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25年度

有明海再生のためのボランティア活動

状況写真

植栽した木が、雑草で見えなくなっています

すっかりキレイになりました
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大牟田市 補助金額 943,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 筑３企画番号平成25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。竹灯籠や竹工作、パネル
展示を実施。スタッフ279人、来場者約30,000人

H25.8.31
～25.10.31
　全33回

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ざし、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 1,528人

森林作業の安全講習会や竹の伐採作業を実施。参加者322人

活動実施日 主な活動実績

H25.11.9
～H25.11.10
　全2回

H25.9.2
～H25.11.13
　全73回

竹の利活用作業、竹灯籠イベントの準備作業を実施。参加者846人

H26 3 8
｢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61人
竹林コンサートや自然観察を実施。スタッフ20人、来場者150人

状況写真

H26.3.8
～H26.3.21
　全6回

竹灯籠展示竹林コンサート：中国雲南省の楽器フルスの演奏

竹林の整備活動
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参加者数 171人

午前：エヌケイ技研で竹を一気にパウダー状にする機械等を見学し、社

活動実施日 主な活動実績

H25.8.24
～H26.3.8
全5回

H25.12.21

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111人

活動区分 その他

団体名

活動の目的
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蒙を
図る。

活動場所

有明・里山を守る会

大牟田市 補助金額 266,000円

H26.1.18
竹製の箸を製造し全国に販路を広げている会社を視察研修した後、所有
者自らが竹林整備した現地にて意見交流会を開催。参加14人

市民参加によるミニ門松作りを開催。参加者22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25年度

里山保全基礎講座

午前：エヌケイ技研で竹を 気にパウダ 状にする機械等を見学し、社
長の説明を受けた。午後：バンブーテクノで設立経過や事業内容等の説
明、講義を受けた後、工場を見学。参加者24人

状況写真

H26.2.14

エコ門松作りは大盛況！

楽しい工作体験風景

チッパーの操作実習

刈払い機の操作実習

38



参加者数 58人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H25.11.23
～H26.2.2
全4回

「プロが教える山仕事講座」として計４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実施。参加者58人

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 補助金額 735,000円

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25年度

プロが教える山仕事講座２０１３

状況写真

覚えた技術は今後の森林づくりに活かします！

基本のチェーンソーワークから 安全に木を伐る実習
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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企画番号平成25年度

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

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「自然体験・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 671,000円

活動区分

参加者数 318人

活動実施日 主な活動実績

H25.5.4
～H25.8.18
全8回

H25.9.22
H26.3.15
全5回

三池山の放置森林の整備・保全を図るため、整備体験者を募集し「自然
学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、整備活動を実施。森林整備活動を通して、リーダーの人材育
成を図る。参加者152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」を実施。具体的には、森の探検、自然クラフト体験、クライミン
グ、里山クッキング等の講座を通して、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る。参加者

状況写真

166人

果敢にクライミングに挑戦！

楽しい里山クッキング

パワー全開！！

森の探検(整備・材料探し）

40



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

手鎌歴史と里山の会

活動実施日 主な活動実績

H25.7.7
H25.11.3
全２回

平成25年度

甘木山里山整備・保全啓発活動

活動区分 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親しめる里山を整備すると
ともに、蔓をつかったリース制作を行い、子ども達のコミュニケーショ
ンを活性化させる。

活動場所

子供達と保護者で一緒に山に入り、リースを丸め、飾る材料を採取し
た。参加者23人

H25.12.23

地元高校生ボランティアとともに森林整備や侵入竹伐採を実施。
参加者203人

補助金額 353,000円

参加者数 342人

H25 2 13
2月に行った森林整備作業の際に出た小枝やシダ類をチッパーにかける作
業を行 た 参加者4人

H26.2.9

H25.12.14

森林インストラクター森遊会より多くの材料を提供してもらい、リース
作りを実施。参加者61人

何十年も手が付けられずシダが生い茂るままとなっていた所を地域の
人々と一般参加の人で整備活動を行った。参加者56人

状況写真

H26.3.16
田主丸鷹取山森林学習の森での視察研修。田主丸財産区の取組みから学
ぶ。参加者18人

H25.2.13
業を行った。参加者4人

お母さんと楽しいリースづくり転げ落ちそうな急斜面を整備中

皆で協力して遊歩道の整備 リース用材料の採取
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参加者数 54名

活動実施日 主な活動実績

H25.6.15

H25.11.9

「苅田幼稚園」に隣接する古墳の遊歩道の下草刈り等を実施。参加者11
人

県有林（豊前市）の枝打ち・間伐を実施。参加者15人

活動区分 森林の整備・保全、里山の保全

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、豊前市
 京都郡苅田町、築上郡上毛町

補助金額 ４４７，０００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25年度

京築地区森林整備活動

H25.11.30
～H25.12.1
(1泊2日)

私有地（上毛町）の枝打ち・間伐を実施。参加者28人

状況写真

枝打ち作業

間伐作業 作業準備

草刈り作業
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