
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度 
森林づくり活動公募事業の概要 

資料５ 



平成27年度 森林づくり活動公募事業実績一覧表
事　業　実　施　団　体

団体名 活動名称 活動区分 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

福1 福岡工作の森 木育おもちゃの森ひろば 森林環境教育
木製おもちゃづくり、おも
ちゃ遊び

福岡市中央区
糸島市

325人 222,000 1

福2
特定非営利活動法人
古都・太宰府の風を育む会

四王寺山の森林整備・保全活動
その2

森林の整備・保全
里山の保全
森林環境教育

侵入竹伐採、竹チップの資
源化

太宰府市 192人 414,000 2

福3
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、森の環境を未来に
引き継ぐために

里山の保全
森林環境教育

侵入竹伐採、どんぐり苗植
栽、竹細工、自然体験、タ
ケノコ掘り体験

福岡市早良区
福岡市西区
糸島市

534人 583,000 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 植栽 福岡市早良区 176人 378,000 4

福5 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

松葉かき、植栽、森林講座 福岡市西区 230人 92,000 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
森林環境教育

植栽、竹細工、森林環境教
育

那珂川町 90人 497,000 6

福7 福間地域郷づくり推進協議会 ふくま海岸松林保全活動 里山の保全 松葉かき、下草刈り、植栽 福津市 1,551人 500,000 7

福9 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 松葉かき、下草刈り、植栽 福津市 505人 303,000 8

福10
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2015
森林環境教育
その他

「森の健康診断」リーダー
研修・実践活動、シンポジ
ウム

糸島市 140人 501,000 9

福11
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

里山の保全
森林環境教育

松葉かき、間伐、植栽、森
林環境教育

福岡市東区 265人 620,000 10

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 植栽 宗像市 436人 500,000 11

福13 奈多植林会 奈多浦松林保全活動 森林の整備・保全
下草刈り、除伐、植栽、歩
道の整備

福岡市東区 761人 483,000 12

森を科学する 自分たちの手で2015 森林環境教育 森林環境教育 伐竹作業

ページ
企画
番号

実　績事　業　内　容

福14 まほろば自然学校
森を科学する　自分たちの手で2015
～太宰府市民の森再生・保全活動～

森林環境教育
森林の整備・保全

森林環境教育、伐竹作業、
竹細工

太宰府市 167人 500,000 13

福15 伊都国の森づくりの会 第4回もりもりひろがる森林づくり 森林の整備・保全 植栽 糸島市 260人 369,000 14

福16 ふくおか森づくりネットワーク 森の講座「子供たちへ贈る風景」 その他 シンポジウム 福岡市中央区 188人 537,000 15

朝2 みのう森林の会 みのう森林の会 森林環境教育 森林学習、木工教室、植栽 久留米市 1,077人 508,000 16

朝3 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

下草刈り、自然観察活動、
植栽

小郡市 202人 511,000 17

朝4 福岡県林業研究グループ連合会 集まれ!森林の仲間たち
森林の整備・保全
森林環境教育
その他

森林学習、安全講習会、木
工（マイ箸づくり）

北九州市
小倉南区
久留米市

266人 511,000 18

朝5 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 植栽 東峰村 79人 494,000 19

朝6
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

植栽、自然観察、木ろう
キャンドルづくり

小郡市 482人 304,000 20

朝10
特定非営利活動法人
筑後川流域連携倶楽部

里山保全と竹の利活用
里山の保全
その他

竹林整備、植栽、竹チップ
の資源化

久留米市 76人 379,000 21

朝12
グリーンウェイブ朝倉水源の森
実行委員会

グリーンウェイブ朝倉水源の森創り 里山の保全 植栽 朝倉市 160人 546,000 22

朝13 福岡県竹林サミット実行委員会
第９回福岡県竹林サミットin朝倉
ｰ里山保全と竹の利活用

その他 活動発表会、竹製品の展示 朝倉市 325人 536,000 23



事　業　実　施　団　体

団体名 活動名称 活動区分 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

ページ
企画
番号

実　績事　業　内　容

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
竹林整備、竹製品開発、竹
細工

北九州市若松区 321人 468,000 24

八2
三里松原防風保安林
保全対策協議会

三里松原　松葉かき・松苗植樹 森林の整備・保全 松葉かき、植栽 岡垣町 570人 711,000 25

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

森林の整備・保全
里山の保全

竹林整備、植栽 岡垣町 221人 181,000 26

八4
NPO法人
あゆみの森共同保育園

みんなの遊び場ｰあゆみの森
森林の整備・保全
森林環境教育

竹林整備、植栽、自然体験
活動

北九州市
八幡西区

287人 216,000 27

八5 NPO法人里山宮の森 里山宮の森整備活動 里山の保全
下草刈り、除伐、歩道の整
備

岡垣町 147人 329,000 28

八6 NPO法人グリーンワーク
山田緑地30世紀の森づくりプロジェク
ト

森林環境教育
森林体験講座、森林浴体験
ツアー、ワークショップ

北九州市
小倉北区

86人 313,000 29

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
その他

竹林整備、竹炭づくり 嘉麻市 203人 407,000 30

飯２ たんと筑豊型住宅ネットワーク 木育体験～木をかこう～
森林環境教育
その他

木育体験活動
嘉麻市
飯塚市

400人 493,000 31

飯3 ふる里森づくりの会 放置森(竹)林整備・保全及び植樹 森林の整備・保全 竹林整備、植栽 飯塚市 122人 505,000 32

飯5 一般財団法人サンビレッジ茜 竹林を竹炭で地域活性化
森林の整備・保全
森林環境教育

竹林整備、竹炭づくり 飯塚市 66人 458,000 33

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
その他

下草刈り、間伐、木工 嘉麻市 130人 620,000 34

飯7 珍竹林の会 竹林オーナー制度事業
森林の整備・保全
里山の保全
森林環境教育

竹林整備、竹細工 嘉麻市 59人 83,000 35

飯9
特定非営利活動法人
風治さつきの会

彦山川上中流地域森林環境啓発事業 森林環境教育 侵入竹伐採、竹炭づくり
田川市
添田町

133人 480,000 36

飯10 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

植栽、森林環境教育 飯塚市 80人 501,000 37
森林環境教育

飯12 龍王・山・里・川の会 森林の役割と私たちの生活 森林環境教育
森林学習、木工、シイタケ
駒うち体験

飯塚市 550人 576,000 38

飯13 北部九州里山再生プロジェクト 里山再生プロジェクト
森林の整備・保全
里山の保全
森林環境教育

竹林整備、自然体験活動、
ワークショップ

直方市
福津市

520人 459,000 39

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 下草刈り 八女市 41人 64,000 40

筑2 有明・里山を守る会 里山保全基礎講座
里山の保全
森林環境教育

竹林整備、安全講習会、竹
細工

大牟田市 446人 189,000 41

筑3 特定非営利活動法人山村塾 プロが教える山仕事講座2015 その他
ボランティアリーダー育成
研修

八女市 75人 660,000 42

筑4 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

森林整備、植栽、自然体験
活動

大牟田市 340人 669,000 43

筑5 手鎌歴史と里山の会 甘木山里山整備・保全啓発活動
里山の保全
森林環境教育

侵入竹伐採、歩道の整備、
竹細工・リースづくり、森
林学習

大牟田市 676人 495,000 44

筑6 NPO法人がんばりよるよ星野村 麻生地区(池の山)周辺の森林整備活動 森林の整備・保全 歩道の整備、除伐 八女市 311人 498,000 45

行1 ハローグリーン・けいちく
京築地区森林整備活動
「ハローグリーン・けいちく」

森林の整備・保全
里山の保全

間伐、枝打ち、下草刈り、
歩道の整備、安全講習会

行橋市・苅田町
みやこ町・上毛町

73人 183,000 46

計 46団体 14,344人 19,846,000



H27.9.12
糸島市子育て支援センターすくすくにて、間伐材を使ったおもちゃ作り
体験・展示、紙芝居を使った木育講座等を行った。（参加者158人）

H27.9.29
福岡市中央市民センターにて、間伐材を使ったおもちゃ作り体験・展
示、紙芝居を使った木育講座等を行った。（参加者167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
ふれあう機会を作ることで素材・材料としての木材の良さとその利用方
法を知り、身近な自然に目を向けるきっかけをつくる。

参加者数 325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 糸島市・福岡市 補助金額 222,000円

活動名称 　木育おもちゃの森ひろば　

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１

状況写真

木のプールで遊ぶ子供たち

講師による木育講座 手作りのおもちゃ展示

おもちゃの森広場
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H27.5～.H28.3
全8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・除草の作業を実施。（参加者88人）

H27.5～.H28.3
全8回

市内打ち水会の道具作り指導や市環境フェスタで竹の器等の展示、伐採
した竹の炭焼き等を行った。（参加者104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。

参加者数 192人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　森林の整備・保全、里山の保全、森林環境教育

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 補助金額 414,000円

活動名称 　四王寺山の森林整備・保全活動その２

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福２

状況写真

活動に参加されたみなさん 竹の伐倒作業

伐倒した竹はきちんと整理
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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 福３企画番号平成２７年度

　森を愛し、森の環境を未来に引き継ぐために

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・西区
糸島市

補助金額 583,000円

参加者数 534人

活動実施日 主な活動実績

H27.7.21
～H27.12.25
全10回

H27.5.28
～H28.2.25
全16回

小学生を中心に森林環境教育の一環として、ドングリから育てた苗の植
栽や竹でパン作り、竹細工作りを行った。また伐採した竹を利用してミ
門松を作 た （参加者422人）

里山保全のため、荒廃した竹林の伐採や草刈り等を実施した。
（参加者112名）

状況写真

全10回 ニ門松を作った。（参加者422人）

みんなで竹のパン作り♪
ミニ門松も作りました

森林環境税について学習中！
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H27.11.28
福岡市早良区大字曲渕の市有林地内においてヤマモミジ、クヌギ、コナ
ラ等１，０００本の植栽を行った。（参加者176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 176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 378,000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２７年度 企画番号 福４

状況写真

作業前の内容説明

力を合わせて頑張りました 急な斜面も無事植栽完了！
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H27.6.13
今後の生の松原の保全管理について、樹木医 森 陽一氏を招いて、森林
保全についての講演会を開催した。（参加者32人）

H27.7～H28.2
全8回

「生の松原」において松葉かきや雑木、雑草の刈り払い、搬出等の清掃
活動を行った。（参加者175人）

「唐津環境防災推進機構KANNE」と交流する研修を実施した。KANNEの藤

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、活動を広く紹
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 230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

（生の松原森林公園、
　九大演習林の園路周辺）

補助金額 92,000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２７年度 企画番号 福５

状況写真

H28.3.12
「唐津環境防災推進機構KANNE」と交流する研修を実施した。KANNEの藤
田氏を招き講義を行ったあと、松原にて松葉かきを体験した。
（参加者23名）

作業を行ったみなさんササの根の除去作業

松くい虫被害について勉強中
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H27.9.12
グリーンピアなかがわにおいて森林環境教育、植栽及び竹トンボ・竹馬
づくりを行った。（参加者90人）

活動の目的
環境緑化に関わる意識の向上を図るため、ボランティア活動を実施し、
森林の整備・保全や森林環境教育を推進する。

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、森林環境教育

団体名 　公益社団法人　福岡県造園協会

活動場所 那珂川町 補助金額 497,000円

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）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福６

状況写真

岩熊先生による「生物多様性」の授業 植樹は家族で楽しく

竹トンボ、竹馬づくりに挑戦
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H27.4～H28.3
全36回

福津市の海岸松林において、地域住民が松葉掻きや下草刈り、除伐活動
を行った。（参加者883人）

H27.10.30
～H27.12.19
全3回

中学校の社会貢献・環境教育の一環として、林内の清掃活動や鳥巣箱の
設置を行った。（参加者502人）

活動の目的
西福間地区及び花見地区の防風保安林を、地域住民が主体的に松葉かき
や下草刈り、松苗の植栽を行い、海岸松林の整備・保全に努め、白砂青
松の松林を散策できるようにする。

参加者数 1,551人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　里山の保全

団体名 　福間地域郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 500,000円

活動名称 　ふくま海岸松林保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福７

状況写真

H28.2.27
H28.3.5

育成会の子供たちと協力して松苗の植栽を行った。（参加者166人）

全3回

毎月みんな頑張りました

きれいになった松林

親子で一緒に植栽

植栽後の集合写真
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H27.5.10
～H28.3.6
全11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
搬出を行った。（参加者174人）

H27.5.10
～H28.3.6
全23回

定例作業でやりきれない分を臨時作業で補った。（参加者98人）

活動の目的
「宮司地区」の海岸にある防風保安林を地域住民が主体的に整備・保全
に努め、人々が自由に林内を散策でき、保安林の大切さなど意識の醸成
を図る。

参加者数 505人

活動実施日 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） 補助金額 303,000円

活動名称 　宮司・浜の松原整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福９

H28.2.27 津屋崎小学校６年生を主体に卒業記念植樹を開催した。（参加者180人）

状況写真

全23回

H27.12.13
H28.3.11

宗像看護学校の生徒や宮司嶽ルーキーズの野球部員とともに松林の清掃
作業を行った。（参加者151人）

上手に植えました 松くい虫に強い松苗

作業の後はぜんざいのご褒美♪

標柱の前で記念撮影
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H27.6.27
H27.9.14

・「森の健康診断調査リーダー研修会」を開催した。1回目は雨天のた
め、森林の健康診断実施方法の歴史や目的等を座学で学んだ。2回目は
調査マニュアルに沿って野外実習を行った（参加者31人）

H27.9.26
・糸島市の森林12箇所において、森の健康診断を実施した。
（参加者51人）

糸島の森と人の暮らしの関わりを考える「糸島森づくりシンポジ

活動の目的
「森の健康診断」の活動やシンポジウムの開催を通して、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 140人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　森林環境教育、その他（シンポジウム）

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 501,000円

活動名称 　糸島木の駅プロジェクト２０１５

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１０

状況写真

H27.12.5
・糸島の森と人の暮らしの関わりを考える「糸島森づくりシンポジュー
ム2015」を開催した。（参加者58人）

森の健康診断中！ 雨の日は室内研修

研修に参加されたみなさん

林業でも女子会が盛り上がってます
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H27.11.7
海の中道海浜公園内において、枝打ち、間伐、松葉掻きを実施した。
（参加者110人）

海の中道海浜公園内において 松苗1 200本を植栽した 午後は博多湾の

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 265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 はかた夢松原の会

活動場所
福岡市東区

（海の中道海浜公園内）
補助金額 620,000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２７年度 企画番号 福１１

H28.3.5
海の中道海浜公園内において、松苗1,200本を植栽した。午後は博多湾の
環境について、講師を招いて講話を行った。（参加者155人）

状況写真

作業前の準備運動
除間伐作業で明るくなりました

参加したみんなで記念撮影
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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２７年度 企画番号 福１２

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（江口国有林） 補助金額 500,000円

H28.2.7
さつき松原にて抵抗性クロマツの苗木1,100本を植栽した。
（参加者436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 436人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

主催者挨拶

みんなで植えて無事終了！多くの子供たちも参加

親子で仲良く植栽しました
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H27.5.31
～H27.12.13
全4回

下草刈り、除伐、歩道整備などの松林の整備を行った。（参加者296人）

地域住民や小学生を中心に松苗1 300本の植栽を行った

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 761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 　奈多植林会

活動場所
福岡市東区

（奈多中裏付国有林、
　奈多自治会有林）

補助金額 483,000円

活動名称 　奈多浦松林保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１３

H27.2.21
地域住民や小学生を中心に松苗1,300本の植栽を行った。
（参加者465人）

状況写真

主催者挨拶 下草刈り作業状況
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H27.11.15
太宰府市民の森において、『森を食べる』と題し、森林の中の食べられる物
を採取、調理し、試食した。（参加者32人）

H27.11.22
太宰府市民の森において、『森を肥やす』と題し、森林の中に棲むミミズや
センチコガネ等を観察し、森林の生物による循環を学んだ。（参加者22人）

H27.11.29
太宰府市民の森において、『森を染める』と題し、植物の持つ染色について
学習を行 た （参加者41人）

活動の目的
子どもたちに知識と体験の伴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森林整備・保全活動への参加を促す仕組みを
つくる。

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、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（太宰府市民の森） 補助金額 500,000円

活動名称 　森を科学する 自分たちの手で2015 ～太宰府市民の森再生・保全活動～

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１４

H27.12.20
太宰府市民の森において、モウソウ竹やハチクの伐採・林床清掃及び竹を
使った門松づくりを実施した。（参加者72人）

状況写真

学習を行った。（参加者41人）

タケでご飯を作ろうたくさん採取しました

モウソウ竹の伐採ハンカチを草木染め
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活動名称 　第４回もりもりひろがる森林づくり

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１５

活動区分 　森林の整備・保全

団体名 　伊都国の森づくりの会

活動場所 糸島市（木の香ランド） 補助金額 369,000円

H28.2.27
糸島市・木の香ランドにおいて、ヤマザクラ・イロハカエデなど８種類
の広葉樹の苗木1,106本を植栽した。（参加者260人）

活動の目的
「真名子木の香ランド」周辺に広葉樹を植栽し、市民が四季の変化を感
じることができ、森林保全の意識が向上する森林の整備を推進する。こ
の活動を通じて市民の自然環境学習の啓発の場になるように努める。

参加者数 260人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

参加者全員で記念撮影

たくさんの人が参加しました

しっかり育ってね
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H27.11.5
講師を招いて「山と町を、木のたてものでつなぐ」と題し、木造建築の
利点や「板倉構法」を用いて建てられた災害復興住宅についての講演を
行った。（参加者63人）

H27.11.17
講師を招いて「森に気づき、森に守られる」と題し、人間と自然との付
き合い方や自然の中での生き延び方についての講演を行った。
（参加者62人）

講師を招いて「グリーンウッドワーク：伝統的で新しい木工」と題し、
グリ ンウッドワ クの実演見学を行い その後グリ ンウッドワ ク

活動の目的
森との関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 188人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　その他（シンポジウム）

団体名 　ふくおか森づくりネットワ－ク

活動場所 福岡市 補助金額 537,000円

活動名称 　森の講座「子供たちへ贈る風景」

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 福１６

状況写真

H27.11.26
グリーンウッドワークの実演見学を行い、その後グリーンウッドワーク
の歴史と現代の展開について講演を行った。
（参加者：実演見学31人、講演32人）

板倉構法についての講演 アメリカ先住民の自然観についての講演

熱心に聴き入る参加者たち
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H27.6.7
H27.10.24～
H27.10.25
H27.11.21～
H27.11.22
全3回

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
実施した。（参加者770人）

親子体験教室として、地域の幼稚園児と父兄を対象に、森林の公益性に
ついての環境教育と木工教室を実施した。（参加者220人）

身近にある「みのう連山」の森林を、“私たちの山・みんなの森”とし
て育んでいくために、幅広い年齢層へ、会の活動を通して森林資源の循
環利用の重要性を広報する。

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２企画番号平成２７年度

　みのう森林の会

活動実施日 主な活動実績

H27.6.14

　みのう森林の会

活動区分

参加者数 1,077人

508,000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、授業の一環として森林環境学習及び木工教室を
実施した。（参加者60人）

H28.2.15

全3回

H27.9.26
小学生と父兄を対象に土曜塾を開催、森林林業の公的役割についての講
話と木工教室を実施した。（参加者27人）

木工教室会場作ってみよっか？

森林は大事だよ うまくできるかな
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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２７年度 企画番号 朝３

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 511,000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 202人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H27.5.4
H27.11.3

イベント時に、子供たちを対象に巣箱づくりの木工教室を実施した。
（参加者123人）

H27.7.19
H28.3.13

花立山において、地域住民による下刈り、枝打ちの里山保全作業を実施
した。（参加者26人）

H27.10.18 花立山を歩き、植物等の自然観察を行った。（参加者53人）

状況写真

野鳥は入ってくれるかな (巣箱づくり）

みんなで歩こう花立山（自然観察）

緑を守る下刈、

枝打ち活動
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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２７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、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、北九州市 補助金額 511,000円

活動の目的

森林づくり活動を安全に指導する人材を養成し、県民参加の森林ボラン
ティア活動の企画・実施を容易にできるようにする。併せて、森林で働
く人の姿・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 266人

活動実施日 主な活動実績

H27.10.29
～H27.10.30

「森林環境教育・安全作業技術者養成講習会」を開催し、チェンソーの
整備や立木伐採等の体験活動を行った。（参加者23人）

H27.11.21
サイエンスマンスとの併催で、チェンソーによる立木伐採デモやシイタ
ケの植菌、収穫体験とＭｙはし作りを行った。（参加者243人）

状況写真写真

受け口作りの練習中

myはしに名入れ中

駒打ちできるかな

安全講習(目立て)
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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２７年度 企画番号 朝５

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 東峰村 補助金額 494,000円

H27.11.23
宝珠山百年の森において、地元住民が留学生や都市住民とともに植樹を
行い、交流会を行った。

状況写真

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。
　また、活動内容をとうほうテレビ（ケーブルテレビ）で公開するとと
もに村広報誌へも掲載し、参加者以外にも森林保全の意識を付与する。

参加者数 79人

活動実施日 主な活動実績

頑張ってます！

シカ除けもバッチリ

植栽後の交流会

オイスカ研修生
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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２７年度 企画番号 朝６

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

（通称：三沢遺跡の森）
補助金額 304,000円

活動の目的

地域のシンボルとして「三沢遺跡の森」を位置付け、県・地域住民でこ
の森を作り、育てることで、地域住民に親しみのある憩いの森にする。
また、自然豊かな森林を環境教育のフィールドとし、自然との共生の大
切さを理解する。

参加者数 482人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H27.5.11～
H28.2.28
全11回

三沢遺跡の森の下草刈り、遊歩道整備等の保全活動及び記念樹の植樹等
を行った。（参加者255人）

H27.4.26
H27.8. 2
H27.9.27

三沢遺跡の森を散策し、季節の山野草及び樹木の観察会を行った。
（参加者134人）

H27.12.20
伝統的技法でハゼの実から搾ったハゼ蝋でクリスマスキャンドルを作
り、ハゼ蝋と和ろうそくの歴史を学ぶイベントを行った。
（参加者93人）

状況写真

秋の山野草を楽しむ会

マイツリーの名前を調べた

三沢遺跡の森の保全活動

作ったキャンドルに点火した

三沢遺跡の森の保全活動 森の保全活動に高校生参加

先生が草木の名前を教えてくれた薬草と山野草を見つける会

一人づつキャンドルを作った
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活動名称 　里山保全と竹の利活用

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 朝１０

活動区分 　里山の保全、その他（竹の利活用の啓発）

団体名 　特定非営利活動法人　筑後川流域連携倶楽部

活動場所 久留米市 補助金額 379,000円

H27.4.29～
H28.3.12
全10回

里山の保全として、侵入竹林の間伐を行い、伐採した竹は竹炭やチップ
に加工して活用した。また、伐採跡地にイロハモミジを植栽した。
（参加者76人）

状況写真

活動の目的
市民や学生を対象に、里山の竹林を整備し広葉樹を植栽することによ
り、里山保全の必要性や竹の利活用についての関心を高めてもらい、森
づくりの人材を育成する。

参加者数 76人

活動実施日 主な活動実績

モミジを植栽竹をチップに加工

竹の間伐 竹炭加工場へ運搬
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活動名称 　グリーンウェイブ朝倉水源の森創り

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 朝１２

活動区分 　里山の保全

団体名 　グリーンウェイブ朝倉水源の森実行委員会

活動場所 朝倉市 補助金額 546,000円

H28.3.21
旧畜産団地において、植栽地の環境整備とヤマザクラの植樹を行い、植
栽後は獣害防止柵を設置した。（参加者160人）

状況写真

活動の目的
国連の「生物多様性条約」に賛同し、ふるさとの自然を守り、水源の森
を育む活動を通して地域住民と連携し、朝倉市の発展に寄与するため植
樹活動を行う。

参加者数 160人

活動実施日 主な活動実績

支えもばっちり！しっかり肥料もあげましょう

会長挨拶開会式
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活動名称 　第９回福岡県竹林サミットinあさくら　－里山保全と竹の利活用

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 朝１３

活動区分 　その他（里山保全と竹の利活用の啓発）

団体名 　福岡県竹林サミット実行委員会

活動場所 朝倉市、福岡市 補助金額 536,000円

活動の目的

竹林の整備を通じて里山の保全活動を行っている団体などが集まり、活
動内容を報告することで、情報の交換と人的ネットワークを形成する。
併せて、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 325人

活動実施日 主な活動実績

H27.9.12
～H27.9.13

一般県民に里山の荒廃や整備ボランティアについて関心を持ってもらう
ため、筥崎宮放生会の開催期間中に、JR箱崎駅のコンコース及び東口広
場でバンブーオーケストラの演奏会やボランティア団体のパネル展示等
を行った。（参加者200人）

H28.2.20
竹林利活用アドバイザーを招き、竹の生態、利活用についての基調講演
を行った。次いで県内で竹林･森林の保全活動を行っている団体(10団体)
の事例報告及び意見交換を行った。（参加者125人）

状況写真

バンブーオーケストラの演奏会 パネル展示の前でも竹楽器の生演奏

基調講演にもたくさんの人が集まりました

活動報告(竹筏プロジェクト)
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【別紙様式】

参加者数
321人

（その他　青竹踏み試作のモニタリング参加者　100人）

活動実施日 主な活動実績

H27.5.9
～H28.3.12
全9回

森林へ侵入し、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
全活動を行った。（参加者283人）

H27.9.29
～H28.3.15
全4回

間伐した竹材の利用として青竹踏みを試作し、約100人にモニタリング
調査を実施した。（参加者18人）

H27.12.26
H28 1 9

竹材と廃材を使って、環境に配慮した全長3ｍの門松を小学校の正面玄
関に設置し、日本の伝統文化を小学生にわかりやすく説明した。

団体名

活動の目的
竹林整備に取り組むことで人と森林、竹林の触れ合いの場づくりを構築
し、市民を里山整備の指導が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ことを目的とする。

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 468,000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 八１企画番号平成２７年度

　平成竹取伝説（竹林保全活動）

状況写真

H28.1.9
関に設置し、日本の伝統文化を小学生にわかりやすく説明した。
（参加者20人）

竹の伐採

小学校で門松づくり これが日本のお正月！

青竹踏みの試作品作成中
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 八２

活動名称 　三里松原　松葉かき・松苗植樹

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
遠賀郡岡垣町
（三里松原）

補助金額 711,000円

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
加者を募り、松林を整備することで、住民が近づきやすく親しめる三里
松原となるようにすることを目的とする。

参加者数 570人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H27.12.6
H28.2.7

三里松原において、松葉かきを実施した。地域住民参加のもと、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
トラックで運搬した。（参加者400人）

H27.10.25
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0.2haに2,100本の松苗の植樹を行った。
（参加者170人）

みんなで松葉かき かき集めた松の搬出作業

松苗植樹方法の講習 みんなでしっかり植えました
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 八３

活動名称 　岡城址と里山（隆守山を含む近隣の森林）の整備・保全活動

活動区分 　森林の整備・保全、里山の保全

団体名 　岡城址と里山を守る会

活動場所 岡垣町 補助金額 181,000円

H27.5.10～
H28.3.12
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・孟宗竹の伐採や草
刈りを実施した。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行った。（参加者221人）

状況写真

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、里山を地域住民の憩いの場として親しめるように
することを目的とする。

参加者数 221人

活動実施日 主な活動実績

作業前の準備運動 作業場所の確認

里山整備頑張ってます！ 伐採した雑木を広場に集積
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【別紙様式】

H27.7.18
草刈り機で草刈りを行い、間伐作業を行った。子ども達も刈った草を運
ぶなど、大人と一緒に働くことの楽しさを学んだ。（参加者32人）

H27.7.29
講師による「竹の切り方」の説明を受けた後、自分たちで切った竹を
使ってソーメン流し台を作成した。（参加者120人）

H27.12.25
講師を招き、冬山での遊び方を学んだ。また、伐採した竹を使って「門
松づくり」を実施した。（参加者105人）

参加者数 287人

活動実施日 主な活動実績

活動場所 北九州市八幡西区鳴水町 補助金額 216,000円

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

活動名称 　みんなの遊び場―あゆみの森

活動区分 　森林の整備・保全、森林環境教育

団体名 　NPO法人あゆみの森共同保育園

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 八４

状況写真

H28.1.30
竹林整備を実施し、伐採した竹を粉砕機でチップにし、山に散布した。
また、花ミズキ等の植樹も実施した。（参加者30人）

竹林整備

「竹の切り方」講習 みんなで楽しくソーメン流し！

「門松づくり」上手にできたよ！
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 八５

活動名称 　里山宮の森整備活動

主な活動実績

活動区分 　里山の保全

団体名 　NPO法人里山宮の森

活動場所 岡垣町 補助金額 329,000円

活動の目的
地域の憩いの場となる森林にて、除伐や草刈などの森林の整備を行うこ
とで、地域住民に入りやすく親しみのある里山を形成し、森林保全への
意識を高めることを目的とする。

参加者数 147人

活動実施日

H27.5.8 中央台2丁目須賀神社を中心とした里山において、桜の木の剪定や草刈り
等を行い、今後の作業準備を行った。（参加者18人）

H27.5.20～
H28.1.16
全13回

里山において、月に1～3回竹の伐採や草刈りを実施した。また、木段の
整備や伐採した竹を樹木粉砕機で処理した。その他、手すりの設置や植
樹作業も実施した。（参加者129人）

状況写真状況写真

準備運動はしっかりと
草刈り作業

木段整備で歩きやすく 手すりも設置しました
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 八６

活動名称 　山田緑地　30世紀の森づくりプロジェクト

活動区分 　森林環境教育

団体名 　NPO法人グリーンワーク

活動場所
小倉北区

（山田緑地）
補助金額 313,000円

活動の目的
小学生とその保護者を対象とした森づくりに関するプログラムを通じ
て、「山田緑地」をフィールドとした森林体験講座などを行い、森林環
境に対する意識の向上や環境教育の促進などを図る。

参加者数 86人

活動実施日 主な活動実績

H27.6.14
山田緑地において、親子森林体験講座を実施した。森林セラピストから
森のはたらき、森の生き物の種類や生態などを学んだ。（参加者25人）

H27.7.5
山田緑地において、親子森林浴体験ツアーを実施した。森林内で森林
浴、生き物の観察を実施し、森で採取した木の葉のクラフト作成を行っ
た。（参加者23人）

H27.9.13

山田緑地において、親子大木マップ作成ワークショップ体験を実施し
た。森林ガイドから植物の種類などを学んだ。また、山田緑地内の大木
を見つけ出し、図面にプロットしマップを作成。大木の位置、種類、大
きさを把握した。（参加者18人）

H27.10.11

山田緑地において、親子ニホンミツバチ生態講座を実施した。専門家か
らミツバチの種類や必要性について学んだ。また、ハチミツを使用した
お菓子を試食しながらクイズ形式で勉強のおさらいを行った。
（参加者20人）

状況写真

きさを把握した。（参加者18人）

森林体験講習 「森の生き物観察」何がいるかな？

どれくらいの大きさかな？ ニホンミツバチ生態講習
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７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、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 407,000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 203人

活動実施日 主な活動実績

H27.9.13～
H27.11.15
全11回

嘉麻市千手において、高校生や大学生が参加し、竹林整備と竹炭作りを
行った。作業は竹林作業場で竹を運び出す班と、竹炭カマド広場で運び
込まれた竹を割って束ね窯戸に詰め込む班と2つに分かれて行った。昨年
も参加した高校生が多かったため、作業がスムーズに行われた。昼食後
は、森林環境教育も行われ、日本の森林についての説明があった。
（参加者135人）
　後日、火入れから窯入れまでの作業を実施した。（参加者68人）

状況写真

　後日、火入れから窯入れまでの作業を実施した。（参加者68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！

窯で焼きます！

バケツリレー方式で搬出
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【別紙様式】

飯塚市第２体育館で行われた。「木をかこう！」では、杉板（1.8m×
18mm×180mm)に等身大の自分を書き、「ＤＩＹ木をつくろう！」では事
前に準備されていた部材キットを使って椅子を作った。椅子は指導者と
一緒に組立をし、そのあとは好きな絵を描き、自分だけの椅子が出来上
がった。幅広い世代の参加者があり、森林の役割についても学んでい
た。（参加者400人）

H28.2.13

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯２

活動名称 木育体験～木をかこう～

活動区分

主な活動実績

森林環境教育、その他（木育イベントの開催）

団体名 たんと筑豊型住宅ネットワーク

活動場所 嘉麻市、飯塚市 補助金額 493,000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 400人

活動実施日

状況写真

みんなでＤＩＹ活動中

どんな椅子ができるかな

自分の絵を描きました!

椅子に絵を描いてます
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【別紙様式】

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３企画番号平成２７年度

放置森（竹）林整備・保全及び植樹

団体名

活動の目的

森（竹）の整備・保全の基本理念に立脚し、本事業の原資となる森林環
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づくりとと
もに、森林環境税を広く地域住民に周知、理解してもらい、他団体の本
事業への参加を促進する。

活動場所

ふる里森づくりの会

飯塚市 補助金額 505,000円

参加者数 122人

活動実施日 主な活動実績

H27.4.24
～H28.1.15
全11回

事前に地域住民に募った参加者により、竹の伐採、搬出を行い、荒廃し
た竹林の整備や、桐の木とモミジの木の植栽をおこなった。11/22は多く
の高校生も参加して一緒に植栽をおこない大きな活力となってくれた。
（参加者122人）

状況写真

（参加者122人）

植樹地から引き出された雑木竹 力をあわせて運んでます

もみじの苗木を植樹しました参加した高校生も頑張ってます！
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【別紙様式】

H27.6.7
飯塚市山口において、事前に地域住民に募った参加者により、竹林整備
活動を行った。竹は、竹炭を作るために竹炭小屋まで運搬した。
（参加者18人）

H27.7.20
サンビレッジ茜内の炭窯小屋で竹炭をネットに詰める作業をした後、近
隣の川へ竹炭が流れないように設置した。（参加者22人）

H27.8.2
飯塚市山口において、事前に地域住民に募った参加者により、竹林整備
活動を行った。竹は、竹炭を作るために竹炭小屋まで運搬した。
（参加者11人）

活動の目的
手入れが行き届かず竹林が山林を浸食し荒廃してきている現状があるた
め、地域住民との協働により竹林整備するとともに、森林保全の必要性
や河川環境の維持への関心を高める。

参加者数 66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 一般財団法人サンビレッジ茜

活動場所 飯塚市 補助金額 458,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯５

活動名称 竹林を竹炭で地域活性化

H27.9.27
サンビレッジ茜内の炭窯小屋で竹炭をネットに詰める作業をした後、竹
割を行い、割った竹を炭窯に入れる作業を行った。（参加者15人）

状況写真

竹林整備中！ みんなで協力して竹を運び出します

たくさんの竹炭ができました

竹炭で河川を浄化します
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７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

活動区分
森林の整備・保全、森林環境教育、
その他（間伐材の有効利用を目的としたグッズの研究・開発、販売）

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 620,000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
た物づくり体験を通じて、森林の大切さを普及啓発し、参加者に森林の
価値を認識してもらう。

参加者数 130人

活動実施日 主な活動実績

H27.8.8
森の学校の一環として屏川において、沢登りを行った。会長による森づ
くりの講話を行った。（参加者82人）

H27.10.31 馬見において下草刈りを行った。（参加者10人）

H27 4 間伐材を使用したグ ズを開発し キ ホルダ や箸置き 子供のおも

H28.2.20
H28.2.21

古処山において、事前に募った市内の小学生の参加者により、ウィン
ターキャンプを行った。森づくりの講話も行った。（参加者38人）

状況写真

H27.4～
H28.3（随時）

間伐材を使用したグッズを開発し、キーホルダーや箸置き、子供のおも
ちゃなどを作成した。

間伐材を利用して作りました

下刈に汗を流しています 沢登りで自然を満喫！

間伐材を使っての物作り体験
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【別紙様式】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯７

活動名称 竹林オーナー制度事業

活動区分 森林の整備・保全、里山の保全、森林環境教育

団体名 珍竹林の会

活動場所 嘉麻市 補助金額 83,000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 59人

活動実施日 主な活動実績

H27.4.29
千手の竹林において、竹林オーナーとタケノコ掘りを行い、竹林の現
状、竹林整備の必要性を説明した。その後は、堀ったたけのこの試食会
をして都市部と農村住民との交流を行った。（参加者16人）

H27.11.4
千手の竹林において、竹林の整備を行った。伐採した竹は竹林内に並
べ、イノシシなどの鳥獣被害を防ぐための柵をつくった。（参加者13
人）

状況写真

H27.12.19
竹林から切り出してきた竹で、正月に向けての門松を作った。また、講
師による竹細工の作り方を教えてもらった。（参加者30人）

タケノコ掘ってます♪

みんなで竹林整備してます

どんな門松ができるかな
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【別紙様式】

H27.10.8
大学生などの参加者が竹炭の製作方法の講習を受け、河川への投入方法
や効果について学んだ。（参加者22人）

H27.10.24～27
大学生などの参加者が竹の窯入れと火入れを行った。72時間後、竹炭を
取り出し、竹炭の袋詰めを行った。（参加者44人）

活動の目的
竹が侵入し荒廃した森林の整備や竹炭づくり、竹炭による河川浄化を地
域の小学校児童などと協働で行い、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 133人

活動実施日 主な活動実績

彦山川上中流地域森林環境啓発事業

活動区分 森林環境教育

団体名 特定非営利活動法人風治さつきの会

活動場所 田川市、添田町 補助金額 480,000円

事前に募った参加者と添田町中元寺にて、竹林伐採作業を行った。
（参加者49人）

H27.9.19～
H28.1.16
（全3回）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯９

活動名称

状況写真

H28.3.14
田川市番田にて、参加者と一緒に河川への竹炭投入を行った。
（参加者18人）

竹炭投入！！窯の火入れの当番をします

ケガに注意して竹を切ります。

竹伐採後のミーティング
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【別紙様式】

H27.10.20
　小学生と地域ボランティアが参加し、八木山展望台公園周辺に広葉樹
180本を植栽した。作業前には、講師を招いて「森林に生きる命の大切
さ、生物多様性について」学習した。（参加者80人）

活動の目的
管理不足など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 80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 福岡県環境緑化懇話会

活動場所 飯塚市 補助金額 501,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯１０

活動名称 八木山峠植栽ボランティア

状況写真

みんなで協力しています！

岩熊講師による森林環境教育

たくさんの人が参加しました

ヒラドツツジを植えてます
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【別紙様式】

二瀬中学校１年生を対象に シイタケ栽培と管理の仕方を学習した ク

H27.10.9
伊岐須小５年生を対象に、九州大講師による「森・里・川・海の大切
さ」の講義を受講した。（参加者147人）

H27.11.18
伊岐須小５年生を対象に、間伐材を利用しての椅子作りをおこなった。
（参加者138人）

H28.2.23
伊岐須小５年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方を学習した。クヌ
ギの原木に駒種を打ち付けた。（参加者140人）

活動の目的
小学校の総合学習での森林学習や間伐材を利用したいすづくり、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 550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 補助金額 576,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯１２

活動名称 森林の役割と私たちの生活

H28.2.29
二瀬中学校１年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方を学習した。ク
ヌギの原木に駒種を打ち付けた。（参加者125人）

状況写真

クヌギの原木に駒種を打ち付け中 うまく打ち付けれるかな

みんなでイスを作りました講師の話を真剣に聞いてます！
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【別紙様式】

H27.7.4
学童クラブの児童や地域住民で竹林整備を行った。当日は雨天であったた
め、午後からは屋内で竹を使っての工作活動を行った。（参加者40人）

H27.11.11～
H28.3.12
全3回

地域住民と大学生で竹林整備を行った。（参加者34人）

H27.7.24～
H28.1.24
全5回

地域の学童クラブの児童を対象として、里山ワークショップを開催した。
里山での生活や竹林拡大について絵本を用いて説明を行った。また、竹の
有効活用の つとして 竹を用いた楽器を作成した （参加者289人）

活動の目的
里山の管理放棄による竹林の拡大防止を図るため、学生と地域住民の協働
により竹林整備などを進め、里山のもつ機能の回復、人と自然との関係を
再構築させ、里山の保全や景観の再生を行う。

参加者数 520人

活動実施日 主な活動実績

H27.10.17
地域住民と竹の伐採を行い、伐採した竹を活用した飯盒での昼食づくりを
行った。（参加者20人）

活動区分 森林の整備・保全、里山の保全、森林環境教育

団体名 北部九州里山再生プロジェクト

活動場所 直方市、福津市 補助金額 459,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 飯１３

活動名称 里山再生プロジェクト

H28.1.30
第4回北部九州地域環境シンポジウムを開催した。高校生などによる環境
保全活動についての発表を行った。（参加者71人）

状況写真

H28.3.19
“五感で感じる里山の暮らし”をコンセプトに第８回「竹の座」を開催し
た。竹灯明や竹パン作り、演奏会やウォークラリーを実施し、夜には竹灯
明の点灯が行われた。（参加者66人）

全5回 有効活用の一つとして、竹を用いた楽器を作成した。（参加者289人）

環境保全について発表しました

竹を切ってご飯をつくったよ

竹灯明点灯！

みんなで里山についての勉強中
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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２７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
矢部村地域の森を山と海が一体となって、この森を守り育てることで地
域の連携を深めるとともに、森林保全活動を通じて有明海を守り続ける
漁場環境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 41人

福岡有明海漁連傘下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刈りを実施した。（参加者41人）

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H27.7.24

状況写真

照りつける太陽の下、作業開始
森林組合職員による

作業前の注意事項説明

作業終了！ 参加者全員で記念撮影
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H27.11.21
三池公園において、竹の有効利用として「光竹」の会場作りや竹細工教
室を行った。（参加者276人）

H27.12.19 市民参加によるミニ門松作りとしめ縄作りを行った。（参加者52人）

H27.1.16
竹林整備の実習を行った。午後からは、学習交流会「活動の10年」と題
して、講座や意見交換等を行った。（参加者28人）

H27.8.22
講師を招き、「竹林整備の重要性と実践」について講義を受け、竹の種
類や活用方法等を学んだ。（参加者21人）

H27.9.12
講師を招き、竹林の現地見学と整備の基礎や安全指導について学んだ。
刈払い機やチェーンソー操作の体験実習を行った。（参加者18人）

H27.10.10
講師を招き、里山の観察とチッパーの操作実習を行った。午後からは周
辺の竹林整備について体験実習し、ノコギリの使い方やロープワークに
ついて学んだ。（参加者17人）

活動の目的
里山保全活動の基礎技術（安全作業、器具の使用方法など）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普及啓発を図る。

参加者数 446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 　有明・里山を守る会

活動場所 大牟田市（稲荷山） 補助金額 189,000円

活動名称 　里山保全基礎講座

森林づくり活動公募事業の概要
年度 平成２７年度 企画番号 筑２

H28.3.12 伐竹・草刈りなどの整備作業実習を行った。（参加者16人）

状況写真

し 、講座や意見交換等を行 た。（参加者 人）

竹細工教室で竹の有効利用

ミニ門松作り

チッパー操作も学びました
竹林整備実習
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H27.11.1
H27.12.13

チェーンソーワーク研修（基礎編）と題し、午前はチェンソーの基本と
目立ての講義と実習を、午後はチェンソーワークの講義と実習を行っ
た。また、安全な伐木作業についての講義も行った。（参加者40人）

H28.1.30～31

チェーンソーワーク研修（伐木編）と題し、安全な伐木作業についての
講義を行った後、丸太を用いてチェンソーワーク実習を行った。午後か
らは伐木造材実習を行った。翌日は、伐木班、チェンソーワーク班、目
立て班に分かれて実習を行った。（参加者25人）

チ ン ワ ク研修（指導者編）と題し 講師を招いて「指導者の

活動の目的
森林ボランティア団体で活動する人や指導する人を対象に森林整備作業
の技術講座を行い、安全な作業技術の習得と指導者となる人材の育成・
拡充を図る。

参加者数 75人

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　その他（森林ボランティアリーダー育成）

団体名 　特定非営利活動法人山村塾

活動場所 八女市 補助金額 660,000円

活動名称 　プロが教える山仕事講座２０１５

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 筑３

状況写真

H28.1.22
チェーンソーワーク研修（指導者編）と題し、講師を招いて「指導者の
心構え」等の講義を行った。（参加者10人）

丸太を使ったチェーンソーワーク

チェーンソーの目立て講習 受け口づくり（伐採）トレーニング

参加者全員で記念撮影
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H27.5.10
～H27.9.19
全4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
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。また整備活動を通して、指導者育成を
図った。（参加者160人）

H27.10.4
～H28.3.12

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」を開講した。具体的には、森の中での自然体験、森林整備、里山
クッキング、自然クラフト等の体験活動の森林体験教室を開催し、子供

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。

参加者数 340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 おおむた環境ネットワーク

活動場所
大牟田市

（三池山周辺）
補助金額 669,000円

活動名称 ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 筑４

全5回
クッキング、自然クラフト等の体験活動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
る啓発を行った。（参加者180人）

状況写真

植樹も

したよ！

自然クラフト体験

森の仕組みを学び、整備しよう

森の中クッキング

自然を楽しもう

-43-



H27.12.19
H27.12.20 親子でのミニ門松作りとリース作りを実施した。（参加者104人）

H27.7.5～
H28.2.28 全6回

地域住民による竹の除伐を行った。（参加者265人）

H27.8.17～
H27.10.17
全3回

「山で遊ぼう」講座を実施した。土の中に生きる虫を観察しその生態と
役割を学んだ。また、講座3回目には木の観察をして甘木山の木のカル
テを作成した。10月22日～31日まで市の施設で展示を行った。（参加者
171人）H27.7月～

H28.2月 全15回
竹と藁を利用した案山子作りを行った。（参加者100人）

活動の目的

「甘木山」において、侵入竹の伐採を行い、人々が入りやすい山に整備
するとともに、蔓をつかったリースづくりやミニ門松作り、野鳥の観察
等を通じて、森林や環境の保全の大切さなどについて考えることができ
る子供を育成する。

参加者数 676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 手鎌歴史と里山の会

活動場所
大牟田市

（甘木、岬、唐船地区）
補助金額 495,000円

活動名称 甘木山里山整備・保全啓発活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 筑５

H27.12.20
全3回

親子でのミニ門松作りとリ ス作りを実施した。（参加者104人）

状況写真

土の中の生き物観察

木
の
カ
ル
テ
と

活
動
様
子
の
展
示

真
竹
の
器
に
ミ
ニ
葉
牡
丹
、

三
本
竹
と
梅
松
を
入
れ
て

リ
ー
ス
作
り

甘木山の竹と稲藁で案山子作り

顔は子ども達が描きました
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H27.5.9～
H27.10.18
全7回

のこ、鎌、鉈を使って雑木の伐採作業を行った。また、台風被害で発生
した倒木の片付け作業を行った。（参加者196人）

H27.11.21
H27.11.22

間伐を行い、間伐材を整理した。また、東屋の基礎穴掘りを行った。
(参加31人）

H27.12.13～
H28.2.6
全6回

森の整備を行い、東屋を基礎から完成させた。（参加84人）

活動の目的
台風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。

参加者数 311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 　NPO法人がんばりよるよ星野村

活動場所 八女市 補助金額 498,000円

活動名称 　麻生地区(池の山)周辺の森林整備活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成２７年度 企画番号 筑６

状況写真

倒木はリレー方式で運搬

東屋の基礎はしっかりと！

高校生も気合い十分

東屋予定地は整地してきれいに

-45-



参加者数 73人

活動実施日 主な活動実績

H27.5.16

H27.10.1

松山神社参道脇の森林において、除伐・草刈り等の整備を実施した。
（参加者15人）

みやこ町犀川上高屋の森林において、除伐・間伐等の整備を実施した。
（参加者10人）

H27.6.27
苅田町上片島の古墳の遊歩道周辺において、草刈り等の作業を実施し
た。（参加者18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。

活動場所

　ハローグリーン・けいちく

行橋市・苅田町
みやこ町・上毛町

補助金額 183,000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２７年度

　京築地区森林整備活動「ハローグリーン・けいちく」

　H27.11.21
～H27.11.22

上毛町東上の森林において、間伐・枝打ち等の整備を実施した。また、
安全講習や意見交換会を行った。（参加者30人）

状況写真

伐採木はきちんと整理

只今間伐作業中！

道具の手入れも忘れずに

本日の作業終了♪
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