
平成29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 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 156人 412,000 16

福2 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 512人 500,000 17

福3 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 626人 250,000 18

福4 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 1,421人 500,000 19

福5 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 591人 469,000 20

福6 公益社団法人福岡県造園協会
森林環境教育inなかがわ（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 115人 525,000 21

福8 津屋崎地域郷づくり推進協議会 津屋崎新浜山国有林整備活動
森林の整備・保
全、森林環境教育

松葉かき、下草刈り、植
栽、除伐

福津市 861人 500,000 22

福9 那珂川町竹プロジェクト 那珂川町安徳台竹林整備
森林の整備・保
全、里山の保全、
その他

竹林整備、竹細工 那珂川町 55人 238,000 23

福10 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、木育講座ならび
に講演会

福岡市中央区
糸島市

312人 190,000 24

福11
ＮＰＯ法人里まちサイクルコミュニ
ティ

森を愛し、森林の環境を未来に引き継
ぐためにも私たちにできることから始
めよう！

里山の保全、森林
環境教育

侵入竹伐採、竹細工、どん
ぐり苗づくり、自然体験

福岡市早良区、
西区、城南区
糸島市

477人 548,000 25

福12 まほろば自然学校
森を科学する　自分たちの手で2017～
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

森林環境教育、伐竹作業、
竹細工

太宰府市 186人 500,000 26

福13 100年の森を育てる会 100年の森を育てる会 森林環境教育
椎茸栽培、サツマイモづく
り、クラフト、こけ玉づく
り、門松作り、飾り炭

筑紫野市 255人 392,000 27

福14 ふくおか森づくりネットワーク 2017　森の講座「森を支える人びと」 その他 シンポジウム 福岡市中央区 123人 539,000 28

福15 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2017
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(児童対象有
り)、シンポジウム

糸島市 157人 478,000 29

福16
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、里山の保全、
森林環境教育

侵入竹伐採 太宰府市 171人 619,000 30

福17 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、里山の保全

松葉かき、間伐、植栽、森
林環境教育

福岡市東区 219人 522,000 31

福18 福岡市水源林ボランティアの会 鎮守の森周辺の里山整備活動
里山の保全、森林
環境教育

除伐、植栽、樹木調査 福岡市早良区 40人 319,000 32

福20 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

福津市 232人 453,000 33

朝1 福岡県林業研究グループ連合会 集まれ！森林の仲間たち
森林環境教育、そ
の他

森林学習、安全講習会、木
工（マイ箸づくり）

久留米市 245人 502,000 34

朝2 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 40人 493,000 35

朝3
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並びに
生物多様性に基づく継続調査

森林の整備・保
全、森林環境教
育、その他

下草刈り、植栽、自然観
察、木ろうキャンドルづく
り、森林植生等の定点観測

小郡市 435人 309,000 36

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

下草刈り、除伐、木工教
室、自然観察活動、植栽

小郡市 185人 544,000 37

朝5 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
福岡市中央区

534人 515,000 38

朝6
グリーンウェイブ朝倉水源の森実行委
員会

第6回グリーンウェイブ朝倉水源の森づ
くり

里山の保全 植栽 朝倉市 139人 558,000 39

朝7 久留米ちとせライオンズクラブ 第11回環境創生事業(植樹・植栽） 里山の保全 植栽 久留米市 98人 500,000 40

八1 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

161人 185,000 41

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 松葉かき、植栽 岡垣町 440人 1,000,000 42

ページ
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平成29年度 森林づくり活動公募事業実績一覧表
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実施場所
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ページ
企画
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八4
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、竹製品普及、竹
細工

北九州市
若松区

300人 456,000 43

八5 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、不用木の伐採、
植栽

岡垣町 127人 152,000 44

飯1 福岡県環境緑化懇話会 大将陣山植栽ボランティア
里山の保全、森林
環境教育

植栽、森林環境教育 飯塚市 125人 508,000 45

飯2
特定非営利活動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、森
林環境講習

嘉麻市 183人 438,000 46

飯3 龍王・山・里・川の会 森林の役割と里山保全 森林環境教育
森林学習、木工、シイタケ
駒うち体験

飯塚市 379人 591,000 47

飯5 一般財団法人サンビレッジ茜 竹林を竹炭と地域の活性化に
森林の整備・保
全、森林環境教育

竹林整備、竹炭づくり、竹
炭石けんづくり

飯塚市 90人 433,000 48

飯7 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 100人 504,000 49

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
森林の整備・保
全、森林環境教
育、その他

下草刈り、植栽、森の学校
体験活動、間伐試作品づく
り

嘉麻市 234人 425,000 50

飯9 たんと「木育」ネットワーク 地域材を利用した「木育」の体験 森林環境教育 木育、木工体験
福智町
赤村

155人 488,000 51

飯10 福岡県竹林サミット実行委員会
第11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 活動発表会、基調講演 飯塚市 102人 538,000 52

飯11 特定非営利活動法人風治さつきの会 彦山川流域住民への森林環境教育事業 森林環境教育 侵入竹伐採、竹炭づくり
田川市
添田町

164人 511,000 53

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 76,000 54

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 384人 195,000 55

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2017 その他

ボランティアリーダー育成
研修
（チェーンソーワーク研
修）

八女市 102人 772,000 56

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 342人 510,000 57

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、
案山子・ミニ門松・リース
づくり、植栽

大牟田市 923人 506,000 58

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・
里山保全活動

森林の整備・保
全、里山の保全

下草刈り、除伐、植栽 八女市 330人 519,000 59

筑7 きのこ村協議会
地域産材を活用した木育イベントの開
催

森林環境教育 木育イベント 八女市 625人 600,000 60

筑10 NPO法人そよかぜ学童おおむた 山で遊ぼう 森林環境教育
森林内学習、リース作り、
門松作り

大牟田市 475人 498,000 61

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、植栽、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

75人 197,000 62

計 47団体 14,042人 21,477,000
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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29年度 企画番号 福1

活動区分 　森林の整備・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 412,000円

H29.11.25
福岡市早良区大字板屋の市有林地内において、漁業関係者、林業関係
者、民間企業、行政が共働し、クヌギ等広葉樹745本の植栽を実施し
た。

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 156人

活動実施日 主な活動実績

安全作業の呼びかけ

植栽状況 植栽状況

植栽するクヌギ苗
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活動区分

参加者数 512人

500,000円

　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
（さつき松原）

補助金額

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29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

活動実施日 主な活動実績

H30.2.4

H30.2.6

森林管理署の植樹指導のもと、親子連れや地元中学生などが、H25～H28
に植樹した隣接地に抵抗性クロマツの苗木1,000本を植樹した。参加者
480人

同隣接地に市内小学生が抵抗性クロマツ100本の植樹体験を行った。参
加者32人

植栽状況 植栽完了

植栽状況開会式
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.14
～H30.3.4
全37回

H29.12.3
～H30.2.24
全3回

地域住民により海岸松林の下草刈り、除伐等を定例活動として実施し
た。また、作業できなかった松葉・下草・伐採木・枝の除去搬出作業を
臨時作業で行った。参加者296人

地元小学校等に参加を募り、松苗の植栽や林内整備に取り組んだ。参加
者330人

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29年度

　宮司・浜の松原整備・保全活動

活動区分

参加者数 626人

250,000円

　里山の保全

団体名

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
していくもので、クロマツ海岸林の整備・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の意識の醸成を図る。

活動場所

　宮司地区郷づくり推進協議会

福津市
（宮司浜）

補助金額

作業前の準備体操 みんなで松苗を植えよう！

植栽後は竹支柱を設置

-18-

も り



活動区分 　里山の保全

団体名

活動の目的
「花見地区」及び「西福間地区」の防風保安林を、地域住民が主体的
に、松葉かき、下草刈りなどを行い、海岸松林の整備・保全に努め、地
域住民が白砂青松の松林を散策できるようにする。

活動場所

　福間地域郷づくり推進協議会

福津市
（花見が浜・西福間）

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4企画番号平成29年度

　ふくま海岸松林保全活動

参加者数 1,421人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.4.22
～H30.2.3
全42回
H29.6.3
～H30.3.13
全6回

地域住民が松葉かき・除伐除草作業・集積作業等を定期的に実施した。
参加者389人

地域の小・中学校等と連携し、松葉かき・除伐除草作業、松苗の植栽等
を実施した。参加者1,032人

歩道もきれいになりました

作業前の挨拶

活動後は整理整頓

活動の様子
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.6.3～
H29.12.10
全4回

H30.2.25

福岡市東区奈多の国有林内において、奈多植林会会員により、下草刈り、除
伐、歩道整備等の松林の整備を行った。参加者258人

福岡市東区奈多の国有林内において、奈多植林会会員・地域住民が参加し松苗
の植栽を行った。参加者333人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福5企画番号平成29年度

　奈多浦松林保全活動

活動区分

参加者数 591人

469,000円

　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
（奈多裏付国有林）

補助金額

開会式

植栽状況 楽しく植栽できました

植栽前の松苗
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.9.9

森林や生物多様性について学んだ後、ミツバツツジ苗の植栽、竹馬・竹
とんぼ遊びなど、森林や自然に親しむきっかけとなる森林環境教育を実
施した。

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29年度

　森林環境教育inなかがわ（グリーンピアなかがわ）

活動区分

参加者数 115人

525,000円

　森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

活動の目的

環境緑化に関わる意識の向上を図るためには、ダム建設が進む町内で継
続した環境緑化に係るボランティアを実施する必要があり、「グリーン
ピアなかがわ」で活動を行うことにより、森林の整備・保全や森林環境
教育を推進する。

活動場所

　公益社団法人 福岡県造園協会

那珂川町
（グリーンピアなかがわ）

補助金額

親子で一緒に植栽森林環境学習会

記念の集合写真
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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
「津屋崎地区」の海岸にある防風保安林を地域住民が主体的に松葉か
き、下草刈りや松苗の植栽を行い、海岸松林の整備・保全に努め、保安
林の大切さなどの意識の醸成を図る。

活動場所

　津屋崎地域郷づくり推進協議会

　福津市 補助金額

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福8企画番号平成29年度

　津屋崎新浜山国有林整備活動

参加者数 861人

500,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.13
～H30.3.10
全30回

H30.3.3

年間を通じて、津屋崎海岸周辺の松林において、除伐、下草刈り等を実
施した。参加者537人

地域の中学生や市民ボランティアと連携し、松苗を植栽した。参加者
113人

H29.12.22
地域の中学生ボランティアと連携し、伐採木・枝条等の運搬、集積作業
を実施した。参加者211人

枝条等の収集作業 除草作業

おつかれさまでした作業中は案内板で注意喚起
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.20
～H30.2.17
全3回

行政、民間企業、学生等と連携し、竹林の伐採及び伐採した竹のチップ
化作業を実施した。

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29年度

　那珂川町安徳台竹林整備

活動区分

参加者数 55人

238,000円

　森林の整備・保全、里山の保全、その他

団体名

活動の目的
地域住民が主体となり安徳台遺跡周辺の竹林整備と竹材利用を行うこと
で、地域のイメージアップと散策ルートとして親しまれる環境づくりを
目指す。

活動場所

　那珂川町竹プロジェクト

那珂川町 補助金額

作業前の打合せ

竹のチップ化作業

竹林の整備
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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
ふれあう機会を作り、素材・材料としての木材の良さとその利用方法を
学ぶことで、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 補助金額

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29年度

　木育おもちゃの森ひろば

参加者数 312人

190,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.9.13
H29.9.16

乳幼児から大人まで楽しめる木のおもちゃを配置した「木育おもちゃの
森ひろば」を提供し、親子で木に触れてもらった。また、様々な木の特
徴・森林のはたらき・木材利用について説明する木育講座を実施し、福
岡県産のスギ材を使ったおもちゃづくり体験を実施した。

大盛況の木育おもちゃの森ひろば

親子でおもちゃ作りに挑戦

パネル・木製品の展示

木育講座の様子
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.25～
H30.2.8
全15回

H29.9.2～
H29.12.26
全10回

里山の緑化維持活動として、下草刈りや荒竹林の伐採作業を実施した。
参加者99人

竹や松を使ったクラフトや森林内での自然あそびなどの森林環境教育を
実施した。参加者378人

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福11企画番号平成29年度

　森を愛し、森林の環境を未来に引き継ぐためにも私たちにできること
から始めよう！

活動区分

参加者数 477人

548,000円

　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

　NPO法人里まちサイクルコミュニティ

福岡市早良区、西区、城南区
糸島市

補助金額

竹の伐採作業 下草刈り

竹細工作り体験中！

年末にはミニ門松作り♪
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.11.3
～H29.12.3
全3回

H29.12.23

森の生物多様性について、森の中での様々な体験をとおして学ぶ森林環境教
育を実施した。参加者124人

侵入竹を伐採し、伐った竹を使い門松の作成を親子で行った。参加者62人

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29年度

　森を科学する　自分たちの手で2017～太宰府市民の森再生・保全活動～

活動区分

参加者数 186人

500,000円

　森林の整備・保全、森林環境教育

団体名

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。

活動場所

　まほろば自然学校

太宰府市
（太宰府市民の森）

補助金額

オリエンテーション 森の植物の特徴について学ぶ

竹林整備状況

伐った竹を使って門松作り
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参加者数 255人

392,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.21～
H30.1.7
全9回

里山で侵入竹の伐採やクラフト体験、ネイチャーゲームなど、毎月季節に
沿った体験学習を実施した。

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福13企画番号平成29年度

　100年の森を育てる会

活動区分 　森林環境教育

団体名

活動の目的
美しい竹林や雑木林で里山の魅力を体験しながら生物の多様性を理解し、
植物や昆虫と親しみ、参加者と交流することによって豊かな感性と人間性
を育む。

活動場所

　100年の森を育てる会

　筑紫野市 補助金額

森林インストラクターによる講義

樹木観察と葉っぱの採取 シイタケ本伏体験中！

クラフト体験♪
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.11.2

H29.11.29

福岡ビルにおいて、講師を招いて「都市の若者が木こりになった！」と題
し、Iターン林業参入の経緯や実際に仕事の内容について講演を行った。参加
者38人

あすみんにおいて、講師を招いて「グリーンボランティア保険20年に見る森
林ボランティアの安全と今後について」と題し、近年の森林ボランティアの
動向や事故事例、安全確保について講演を行った。参加者30人

H29.10.18

あすみんにおいて、講師を招いて、屋久島での過去の盛んな林業と人々の暮
らしの記録を紹介した映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」を上映した。そ
の後、「屋久島に見る森と人の関わり～過去から未来へ」と題し、森と人と
の関係の歴史的な変遷を紹介する講演を行った。参加者：上映会30人・講演
25人

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29年度

　2017　森の講座「森を支える人びと」

活動区分

参加者数 123人

539,000円

　その他（シンポジウム）

団体名

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。

活動場所

　ふくおか森づくりネットワーク

福岡市中央区 補助金額

講師によるシンポジウム 大変参考になりました！
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活動区分 　森林環境教育・その他

団体名

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。

活動場所

　糸島木の駅プロジェクト実行委員会

糸島市 補助金額 478,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福15企画番号平成29年度

　糸島木の駅プロジェクト2017

参加者数 157人

H29.12.9
糸島森づくりシンポジウムを開催し、森の健康診断の調査報告、糸島の
森づくりの可能性やこれからについてのトークセッションなどを実施し
た。参加者55人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.9.9
～H30.1.21
全4回

森林の様子を五感で体験、調査するプログラム「森の健康診断」を実施
した。1月の活動ではリーダー研修を行い、通常の調査に加え、実際に
伐倒し、樹高を測定した上で新たな指標を加える「山の棚卸し」を取り
入れた実習を行った。参加者102人

森の健康診断調査報告 森づくりトーク・ライブ

今年は新たに

「山の棚卸し」
森の健康診断中！
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状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.4.22
～H30.3.11
全12回

侵入竹の伐採を中心とした里山整備に取り組むとともに、伐採した竹を
活用した竹炭やバンブースピーカー作成など資源活用について普及啓発
を実施した。

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福16企画番号平成29年度

　四王寺山の森林整備・保全活動　その２

活動区分

参加者数 171人

619,000円

　森林の整備・保全、里山の保全、森林環境教育

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
（太宰府市民の森）

補助金額

作業内容の説明 伐採竹の搬出
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活動区分

参加者数 219人

522,000円

　森林の整備・保全、里山の保全

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。

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

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29年度

　博多湾沿岸における松林の整備・保全活動

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.11.11
H30.3.3

福岡市東区海の中道海浜公園などにおいて、企業や地域ボランティアと
連携し、枝打ちや間伐作業を行った。また、３月の活動では松苗の植栽
を実施した。

植栽状況開会式

親子で植栽

-31-

も り



状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.8.26
地域の里山で森林インストラクター等の指導の下、樹木の名札の取り付
けを行った。また、広葉樹の植栽体験や森づくりについての講演、木
工・竹細工工作体験なども実施した。

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福18企画番号平成29年度

　鎮守の森周辺の里山整備活動

活動区分

参加者数 40人

319,000円

　里山の保全、森林環境教育

団体名

活動の目的

曲渕ダム水源林内の「鎮守の森周辺の里山」で、近隣で活動するボラン
ティア団体や地元住民とコラボして荒廃した森林の整備を行うことで、
住民や市民が入りやすくなり、散策等で利用できる里山として保全して
いく。

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

樹木の名札かけ集合（オリエンテーション）

広葉樹の植栽作業
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活動区分

参加者数 232人

453,000円

　森林の整備・保全、里山の保全、森林環境教育

団体名

活動の目的

福津市の里山を対象に、環境美化や自然環境保全を目的に活動している
人々のネットワークを形成し、このネットワークを基盤に市民団体・市
内の教育機関・地域の方々と協働で里山の豊かな環境を守り受け継いで
いく活動を進めていく。

活動場所

　北部九州里山再生プロジェクト

福津市 補助金額

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 福20企画番号平成29年度

　里山再生プロジェクト

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.13
H29.6.17

福津市大峰山において、森林の現状を把握することを目的とした調査を
行った。参加者18人

H29.8.17
H30.2.28

福津市で行う里山保全活動を促進するための人々のネットワーク形成の
ために「ふくつ環境トラスト」を発足し、現在の課題や方向性について
話し合った。参加者60人

H29.8.19
～H30.3.9
全4回

地域住民や子どもを対象とした里山保全のためのワークショップを実施
し、里山環境保全の意義について考えた。また、実際に山に入り、竹林
整備を行った。参加者78人

H29.12.16
イオンモール福津において、福津市で活動する団体や大学生による取り
組み発表等を行う環境フォーラムを行った。参加者36人

H30.3.17
里山の現状と重要性を知ってもらうために、本年度整備した場所で竹灯
明祭りを開催した。参加者40人

里山保全について意見交換 活動状況の紹介
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参加者数 245人

資源活用研究センター内において、ふれあいフェスタに来場した一般客から参加者を
募り、ヒノキ間伐材を利用したMｙはしづくり体験を実施した。参加者158人

502,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.10.5～6

H29.11.18

資源活用研究センター内において、一般公募した参加者により、樹木園内でのツリー
クライミング体験と翌日にﾁｪｰﾝｿｰの安全作業の講習会を実施した。参加者26人

資源活用研究センター内において、ふれあいフェスタに来場した一般客から参加者を
募り、シイタケの駒打ち体験と森林環境教育を実施した。参加者61人

H29.11.18

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝1企画番号平成29年度

　集まれ！森林の仲間たち

活動区分 　森林環境教育、その他（安全講習会）

団体名

活動の目的
森林ボランティアが行う活動中の事故を防ぐため、森林における活動を安全に指導で
きるリーダーの育成を行う。また、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。

活動場所

　福岡県林業研究グループ連合会

久留米市（福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター内） 補助金額

チェーンソーの構造を学習しました

初めてのシイタケ駒打ち MYはしに名前を入れました

ツリークライミング体験中
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H29.11.23
オイスカ留学生や都市住民と地元住民で、桜、楓、紅葉等の苗木50本を植樹
し、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。

参加者数 40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
東峰村

（宝珠山百年の森）
補助金額 493,000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29年度 企画番号 朝2

植樹体験中

植樹体験中

昼食後は交流会 みんなで記念撮影
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状況写真

H29.9.3
九州大学名誉教授　正山　征洋氏を招いて、講演会とボタニカルアート展を開
催した。参加者131人

H29.10.8
秋の山野草について、福岡県保健環境研究所の須田先生による研修会を開催し
た。参加者25人

H29.12.17
冬休み自然体験活動「ハゼ蝋でキャンドルを作ろう」では櫨の木から
搾ったハゼ蝋でキャンドルを作った。参加者64人

H29.5.8～
H30.2.5
全10回

三沢遺跡の森全体の下草刈、樹木に絡みついている蔓の除去、
ハゼ苗木の植樹作業などを行った。参加者167人

H29.5.14～
H29.11.26
全４回

季節毎に植物相の定点観測を行った。参加者27人

H29.7.30
夏休み自然体験活動「マイツリーを作ろう」では三沢遺跡の森にある
名前のわからない樹木の名前を調べて名板を付けた。参加者21人

活動の目的

　三沢遺跡周辺の森林を、地域住民で整備・保全し、環境教育のフィー
ルドとして活用し、自然との共生がいかに大切かを理解する。
　あわせて、「三沢遺跡の森」を地域のシンボルとして位置づけ、地域
住民でこの森を作り、育てることで、親しみのある憩の森にする。

参加者数 435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、その他（定点観測）

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

（三沢遺跡の森）
補助金額 309,000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
　並びに生物多様性に基づく継続調査

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 朝3

下草刈り

蔓切作業 講演会は大盛況

ボタニカルアート展

マイツリーを作ろう！

ハゼ蝋でキャンドル作り♪
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状況写真

H29.5.3
H29.11.3

春と秋のイベントにおいて、子供たちを対象に、巣箱の組み立てを行う
木工教室を実施した。参加者107人

H29.7.16
H30.3.11

事前に募集した参加者により、下草刈りや枝打ち作業を実施した。ま
た、３月には植樹活動を行った。参加者37人

H29.12.3
小学生、高校生を主体とする参加者に、講師が花立山の状況について説
明し、自然観察等を行う「みんなで歩こう花立山」を実施した。参加者
41人

活動の目的
小郡市唯一の里山「花立山」において、自然や景観を再認識し、住民全
体で整備活動を行い森林を守り育てることで、森林保全の意識の向上を
図る。

参加者数 185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

（花立山）
補助金額 544,000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29年度 企画番号 朝4

緑を増やす森林体験（枝打ち）

みんなで歩こう花立山（自然観察）

上手につくれました(巣箱づくり）

緑を増やす森林体験（植樹）
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活動名称 　みのう森林の会

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 朝5

活動区分 　森林環境教育

団体名 　みのう森林の会

活動場所 久留米市、福岡市 補助金額 515,000円

活動の目的

身近にある「耳納連山」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、活動を通して森林資源の循環利用の重要性を広報
し、子どもたちをはじめとする幅広い年齢層に、森林が果たす公共的な
役割を伝えていく。

参加者数 534人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H29.6.4
久留米百年公園で開催された「第27回くるめ環境フェア」に出展し、木工体験
を通じて、参加者に森林の大切さを啓発した。参加者238人

H29.7.30
旧大名小学校の校舎で開催されたワークショップに参加し、講話と木工体験を
通じて森林の公益的機能などを伝えた。参加者36人

H30.2.20
県立ふれあいの家北筑後と周辺の森林で、柴刈小学校の高学年児童を対象に
「みどりの教室」を開催し、植樹と森林に関する講話、木工体験を行った。参
加者51人

H29.6.24
生涯学習活動の一環で開催されている「川会校区土曜塾」に参加し、森林に関
する講話と木工体験を行った。参加者30人

H29.11.19
「ウッドフェスタ2017福岡」に出展し、様々な木材を使った木工体験を行い、
森林の公益的機能や木の役割等について、わかりやすく伝えた。参加者115人

H30.1.20
久留米市内の保育所の園児と保護者の交流活動に参加し、森林に関する講話と
木工体験を行った。参加者64人

木工教室を楽しむ親子連れ 講話で学ぶ子どもたち

植樹箇所をバックに記念撮影

-38-

も り



状況写真

H30.3.11
旧畜産団地跡において、学校・企業・各種団体などからの参加者により、ヤマ
ザクラ、ソメイヨシノ等の植樹作業を行った。

活動の目的
国連が推奨する「生物多様性条約」の趣旨に賛同し、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ながら、朝倉市の
発展に寄与するための植樹活動を行う。

参加者数 139人

活動実施日 主な活動実績

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

（旧畜産団地跡地）
補助金額 558,000円

活動名称 　第6回 グリーンウェイブ朝倉水源の森づくり

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 朝6

植樹に備えて苗木の準備 準備完了！

植樹状況 オイスカの研修生も一緒に活動♪
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H30.2.4
久留米市有林において、一般市民及び市内の高校生により、ヤマザクラ250
本、ヤマモミジ250本を植樹した。

状況写真

活動の目的
荒廃した森林を再生し、未来の子ども達においしい水と空気を残すた
め、広葉樹の苗木植栽を行う。

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 　久留米ちとせライオンズクラブ

活動場所
久留米市

（森林公園）
補助金額 500,000円

活動名称 　第１１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29年度 企画番号 朝7

参加者全員で記念撮影

家族で植栽しました

高校生も頑張りました！

森林環境税をのぼりでＰＲ

植栽風景
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【別紙様式】

参加者数 161人

同園内にて竹林整備を実施した。伐採した竹は粉砕機でチップにし、山
に散布した。また、椿、梅、ろうばいを植樹した。参加者32人

185.000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.7.15

H29.7.24

保育園内の竹林において、刈払機での草刈りと斜面補強のための土嚢づ
くりを行った。参加者31人

同園内の竹林において、講師を招いて、熱中症予防対策等について学ん
だ後、子どもたちが竹伐りや竹割りを行い、ソーメン流しの道具作りを
行った。参加者98人

H30.1.20

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29年度

　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

活動の目的
子どもたちの安全確保や森林保全の観点から、森林整備を行い、地域住
民とともにこの森を守り、子どもたちの健全な身体を作る。

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

活動前にしっかり勉強

ソーメン流しの道具作り

のこぎりで竹を伐採
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【別紙様式】

H29.10.28
三里松原において、遠賀郡と中間市の小学生を対象に、講師による松の
役割等の講義を行った後、松苗を植樹した。参加者70人

H29.12.10
～H30.2.4
全2回

三里松原において、協議会で募った参加者や中学生の部活動での参加者
により、松葉かきと集積場所への運搬を行った。参加者370人

状況写真

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、地域住民などに広く
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。

参加者数 440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 1,000,000円

活動名称 　三里松原　松葉かき・松苗植樹

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 八3

みんなで松葉かき

かき集めた松を搬出

松林内整備状況
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【別紙様式】

活動名称 　平成竹取伝説（竹林保全活動）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 八4

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 456,000円

活動の目的
竹林の整備を通して、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。

参加者数 300人

活動実施日 主な活動実績

H29.12.10
事前に募った参加者を対象に、糸島にある粉砕工場の見学と現地団体と
の交流を行った。参加者18人

状況写真

H29.5.13
～H30.3.10
全8回

グリーンパークとひびきの南公園において、事前に募った参加者によ
り、竹林内の間伐を行った。参加者171人

H29.5.30
～H30.3.1
全6回

竹製品の普及のために、青竹ふみを作成した。作成した青竹ふみは、青
葉市民センター文化祭にて販売し、売上全てを朝倉市被災者義援金とし
て朝倉市に送金した。参加者78人

H29.12.16
～H30.1.13
全2回

ひびきの市民センター正面玄関にて、事前に募った参加者により、環境
に配慮した全長1.6mの門松を製作設置した。参加者33人

竹林の間伐

門松製作中

切り出した竹の搬出

門松設置完了！
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【別紙様式】

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

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 八5

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 152,000円

H29.5.28
～H30.3.11
全11回

隆守山を含む近隣の里山において、雑木・孟宗竹の伐採や草刈りを実施
した。伐採した孟宗竹等は広場に集積し、粉砕機で処理した。また、２
月の活動では植樹を行った。

状況写真

活動の目的
モウソウ竹や雑木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、里山を憩いの場として親しめるようにする。

参加者数 127人

活動実施日 主な活動実績

準備運動 竹林整備状況

竹の粉砕状況
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【別紙様式】

H29.10.3
小学生と地域ボランティアが参加し、大将陣公園にソメイヨシノ３本と
ロウバイ５０本を植栽した。作業前には、講師を招いて、森の役割や生
物多様性の視点について学習した。

「状況写真」

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生じている大将陣公園の植
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 125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 508,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯1

活動名称 大将陣山植栽ボランティア

みんなで協力しています！

岩熊講師による森林環境教育

大きくなぁれ♪
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【別紙様式】

状況写真

H29.9.24

嘉麻市千手において、高校生や大学生、ボランティア団体などが、事前
に伐採した竹を運び出す班と、運び込まれた竹を割って束ね窯戸に詰め
込む班とに分かれて作業を行った。午後からは講師を招いて森林環境教
育を行った。
詰め込んだ竹は、会員により、後日火入れを行い、竹炭を製作した。

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 183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、その他（河川環境教育）

団体名 特定非営利活動法人遠賀川流域住民の会

活動場所 嘉麻市 補助金額 438,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯2

活動名称 源流の森再生応援団

大勢の方が参加してくれました

バケツリレー方式で搬出

講師による説明

竹を束ねて窯に入れる準備
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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29年度 企画番号 飯3

活動名称 森林の役割と里山保全

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 591,000円

活動の目的
小中学校の総合学習での森林学習や間伐材を利用したイスづくり、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 379人

活動実施日 主な活動実績

H30.3.2
鯰田中学校３年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方について学習
し、クヌギの原木に種駒を打ち付けた。参加者42人

状況写真

H29.10.17
伊岐須小５年生を対象に、講師を招いて「森林の役割と里山保全」につ
いての講義を行った。参加者110人

H29.11.10
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行った。参加
者113人

H30.2.27
伊岐須小５年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方について学習し、
クヌギの原木に種駒を打ち付けた。参加者114人

種駒を打ち付け中 うまく打ち付けれるかな

みんなでイスをつく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】

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯5

活動名称 竹林を竹炭と地域の活性化に

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 433,000円

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、伐採した竹を竹炭
にする一連の活動を通して、森林保全の必要性や自然環境の維持への関
心を高める。

参加者数 90人

活動実施日 主な活動実績

H29.11.23
講師を招いて「自然の恵みを大切に」の講義を受け、炭窯小屋で竹割や
竹炭をネットに入れる作業を行った。午後からは竹炭石鹸作り体験を
行った。参加者30人

状況写真

H29.5.28
H29.10.24

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。伐った竹は、竹炭を作るために竹炭小屋まで運搬した。
参加者19人

H29.7.17
講師を招いて「自然の恵みを大切に」の講義を受け、炭窯小屋で竹割や
割った竹を炭窯に入れる作業を行った。午後からは自然散策と大分八幡
宮内の池に竹炭投入を行った。参加者41人

竹の搬出

竹炭の投入

森林環境教育

竹林整備状況
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【別紙様式】

H29.6.5
～H30.2.8
全9回

事前に地域住民に募った参加者により、雑木や竹の伐採、搬出を行い荒
廃した森（竹）林の整備を行った。１月・２月の活動では、桐の木を植
栽し、獣害対策を行った。

状況写真

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。

参加者数 100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 ふる里森づくりの会

活動場所 飯塚市 補助金額 504,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯7

活動名称 放置森（竹）林整備・保全及び植樹

シカ避けネットの張り方を学習中♪

一生懸命運んでます

桐の木を植栽

下草刈り作業状況
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【別紙様式】

H29.4～
H30.3(随時）

間伐材を使用したグッズを開発し、多目的トレーを作成した。

状況写真

H29.11.16 嘉麻市屏において、会員により下草刈りを行った。参加者10人

H30.1.27
H30.1.28

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、森づくりの
講話やツリークライミングなどを体感するウィンターキャンプを行っ
た。参加者44人

H30.3.4
嘉麻市屏において、遠賀川流域のボランティアや高校生が、ヤマザクラ
10本、イタヤカエデ50本、イロハモミジ150本の植樹を行った。併せ
て、シカの食害対策のため苗木防護管を取り付けた。参加者180人

活動の目的
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、森林への親しみを持ってもらうことや荒廃した森林の現状について
普及啓発する。

参加者数 234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、
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及び環境PR）

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 425,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯8

活動名称 遠賀川源流の森づくり活動

下草刈に汗を流しています

植栽には多くの人が参加しました

自然について学んでいます

間伐材を利用して作りました
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【別紙様式】

状況写真

H29.6.9
福智町立市場小学校において、４年生を対象に森林環境教育の学習と、
スギの半割り丸太を切る体験を行った。参加者100人

H29.10.19
赤村立赤小学校において、４年生を対象に森林環境教育の学習と本棚を
木で作る木工体験を行った。参加者55人

活動の目的
筑豊地域の豊かな森林資源である木材を利用し、市民や児童が木材に対
する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な方が連携・協力を
しながら、木材の良さを学ぶ活動を行う。

参加者数 155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 たんと「木育」ネットワーク

活動場所 福智町、赤村 補助金額 488,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯9

活動名称 地域材を利用した「木育」の体験

組み立て方を習ってますうまく切れるかな

森林環境学習

みんな元気に質問！
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【別紙様式】

状況写真

H29.10.7～8
竹林整備を行うボランティア団体等の活動発表や団体交流の場として竹
林サミットを開催し、基調講演やバンブーオーケストラの演奏なども実
施した。

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等が集まり、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し、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 102人

活動実施日 主な活動実績

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 飯塚市 補助金額 538,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯10

活動名称 第１１回福岡県竹林サミットin飯塚―里山保全と竹の利活用

基調講演の様子

日頃の活動を発表

バンブーオーケストラの演奏 サミット総評
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【別紙様式】

添田町中元寺において、事前に募った参加者と竹林伐採作業を行った。
参加者28人

H29.7.17
H29.11.4

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 飯11

活動名称 彦山川流域住民への森林環境教育事業

活動区分

主な活動実績

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 511,000円

状況写真

H29.11.24～27
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38人

H30.3.13
田川市番田河原地内において、小学生を対象に、竹炭を投入した場合の
河川への影響等について学んだ後、竹炭投入を行った。参加者98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
民間の連帯を醸成する。

参加者数 164人

活動実施日

窯の火入れの番をします竹林伐採状況

竹炭の効果について勉強中

竹炭投入
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H29.7.19
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。

状況写真

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上下流域の連
携を深めるとともに、森林の整備・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図る。

参加者数 41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 　福岡有明海漁業協同組合連合会

活動場所 八女市 補助金額 76,000円

活動名称 　有明海再生のためのボランティア活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 筑1

開会式及び注意事項説明状況

参加者で記念撮影

下草刈り活動状況

下草刈り活動状況
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状況写真

H29.8.26
講師を招き、「竹林の現状と課題」について講義を受け、竹に関しての
知識を深めた。参加者19人

H29.9.9
講師を招き、竹林の現地見学と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13人

H29.10.14
講師を招き、剪定枝チップ機の操作実習とシェービングホースの使用体
験を行った。参加者11人

H29.11.18

H30.3.10 竹林の伐採等の作業実習を行った。参加者12人

三池公園において、竹の有効利用として「三池光竹」の会場作りを行
い、市民や子どもたちを対象とした竹細工教室を行った。参加者240人

H29.12.23 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53人

H30.1.20
竹林整備を行った後、竹に関する講義を受け、今後のあり方について意
見交換を行った。参加者24人

H30.2.9
八女市立花町の「立花バンブー」「バンブーテクノ」を見学し、竹の利
活用について学んだ。参加者12人

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

（橘香園 ほか）
補助金額 195,000円

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 384人

活動実施日 主な活動実績

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29年度 企画番号 筑2

剪定枝チップ機操作実習

市民も参加のミニ門松作り竹林の整備実習

子どもたちも参加した竹細工教室

-55-

も り



H29.10.8
H29.11.4

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・実習を、午後はチェーンソーワークの講義・実習を行った。
参加者33人

H29.7.30
ブラッシュアップ研修と題し、過去の研修参加者やチェーンソー経験者を
対象に資格取得を想定した伐木・造材実習を行った。参加者７人

状況写真

H29.11.5
チェーンソーワーク研修（目立て編）と題し、午前は目立ての講義・実習
を、午後はチェーンソーワーク実習と目立て実習、機材のメンテナンス等
について研修を行った。参加者17人

H29.12.2～3

チェーンソーワーク研修（応用編）と題し、安全な伐木作業についての講
義を行った後、丸太を用いてチェーンソーワーク実習を行った。午後から
はロープワーク実習と講師による伐木のデモンストレーションを行い、そ
の後、班に分かれて、伐木造材実習、チェーンソーワーク実習を行った。
翌日は班を入れ替えて、同様の実習を行い、午後からは各自の苦手な部分
のトレーニングを行った。参加者21人

①H29.9.11
②H30.1.19

指導者研修と題し、①ではチルホールを使用しての安全な伐木作業につい
ての講義・実習を行った。②では、講師を招いて「指導者の心構え」等の
講義・実習を行った。参加者①６人 ②18人

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 102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

（えがおの森　ほか）
補助金額 772,000円

活動名称 　プロが教える山仕事講座２０１７

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 筑3

チェーンソー目立て実習 チェーンソーワーク実習

チルホールによる伐木実習

伐木造材実習
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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29年度 企画番号 筑4

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 510,000円

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 342人

活動実施日 主な活動実績

H29.5.28
～H29.9.10
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
楽校ふれあいの森自然体験教室」を開講し、安全講習や自然体験などの
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140人

H29.10.1
～H30.3.17
全5回

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、森の中での自然体験、森林整備、森の中クッキング、
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図っ
た。参加者244人

状況写真

自然を楽しもう

森の仕組みを学び、整備しよう

自然クラフト体験

森の中クッキング 全員集合！
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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29年度 企画番号 筑5

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 506,000円

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、竹を使った案山子づくりを通じて、森への親しみを増加さ
せ、大人にとっても楽しみの多い森林づくり活動を企画運営する。

参加者数 923人

活動実施日 主な活動実績

H29.2.24～
H29.3.11
全3回

もみじを中心に、さくら、松、クリ等を植樹した。参加者99人

状況写真

H28.7.2～
H29.2.23
全10回

地域住民による草刈りや雑木伐採、竹の除伐等を行った。11月と1月の活動
には、多くの中高生が参加した。参加者299人

H29.11.4～
H29.3.17
全25回

甘木山から伐り出した竹を、案山子のボディの骨格や道具類に活用した。
また、竹扱いを中心とした安全講習の受講や福岡市内への視察を行った。
参加者275人

H30.1.6
甘木山に増えすぎた竹を切り出し、正月送りの行事である“どんど焼き”
を行った。参加者250人

保全活動の開会式

中高生も参加した保全活動

伐採した竹で

どんど焼き準備中
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活動名称 　麻生地区（池の山）周辺の森林整備・里山保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 筑6

活動区分 　森林の整備・保全、里山の保全

団体名 　NPO法人がんばりよるよ星野村

活動場所
八女市

（ボラタ森・憩いの森）
補助金額 519,000円

活動の目的
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 330人

活動実施日 主な活動実績

H29.4.29～
H29.11.18
全17回

会員を中心にボラタ森の草刈り、除伐などの整備を行った。また、一般
参加者によるシャクナゲの花芽摘みや、大学生による施肥作業を行っ
た。参加者197人

H29.11.19～
H30.2.24
全11回

会員を中心に憩いの森の除伐や間伐などの森林整備を行った。また、三
陽高校と久留米大学の学生が、伐採後の片付け作業に参加した。参加者
133人

状況写真

若い力が大活躍！

シャクナゲの花芽摘み ボラタ森の草刈り状況
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活動名称 　地域産材を活用した木育イベントの開催

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 筑7

活動区分 　森林環境教育

団体名 　きのこ村協議会

活動場所 八女市 補助金額 600,000円

活動の目的
木育のファーストステップとなる触れることを通して、参加者が木材に
対して親しみを持つこと、木材の良さを理解し、木の文化への理解を深
めること、また、地域の森林環境に関心を持つことを目的とする。

参加者数 625人

活動実施日 主な活動実績

H29.7.22
H29.10.21

木育講師の指導の下、市民ボランティアとともにプレイベントとして木
育遊具を展示・体験・制作した。参加者105人

H29.11.5
八女市黒木体育センターにおいて、市民や児童の森林や木材に対する親
しみを深めるため、木のおもちゃ（木育遊具）で遊ぶ場をつくり、木の
優しさやぬくもりに触れる体験を提供した。参加者520人

状況写真

木工体験

おがくずプールを楽しく体験木のおもちゃ体験展示
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H29.8.17～
H29.12.16
全11回

手鎌学童クラブ、手鎌学童保育所及びそよかぜ学童を対象に、森林の自
然のしくみを学習する環境教育「山で遊ぼう」を実施した。第１回は土
の中の生物学習、第２回は地上の生物学習、第３回は木の図鑑作り、第
４回は蔓でリース巻き体験、第５回はリース作りと毎回様々な体験学習
を提供した。参加者408人

H29.12.16
H29.12.17

手鎌地区公民館で、一般参加者を対象にクリスマスリース作りを実施し
た。参加者67人

状況写真

活動の目的
小さい時期から抵抗なく自然や森林に親しみ、情緒豊かな心の育成を図
るために、森林内での遊びと学習を行う。

参加者数 475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法人そよかぜ学童おおむた

活動場所 大牟田市 補助金額 498,000円

活動名称 　山で遊ぼう

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成29年度 企画番号 筑10

木の実を見つけよう！

木の図鑑作り、できたかな？

土の中には何がいるのかな？

家族みんなでリース作り
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　ハローグリーン・けいちく

行橋市、苅田町
みやこ町、上毛町

H29.11.11
～H29.11.12

上毛町東上において、枝打ち作業を実施した。また、安全講習会を実施
し、安全意識の向上を図った。参加者22人

197,000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

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H29.5.20
H29.6.17

行橋市沓尾の守田蓑洲旧居周辺及び苅田町上片島の古墳の遊歩道周辺に
おいて、除伐・草刈りを実施した。参加者23人

平成29年度

　京築地区森林整備活動「ハローグリーン・けいちく」

活動区分 　森林の整備・保全、里山の保全

団体名

H29.7.15
H29.10.21

みやこ町犀川において、間伐を実施した。参加者16人

補助金額

H30.3.10

参加者数 75人

みやこ町犀川において、クヌギの植樹を実施した。参加者14人

活動の目的
　森林・林業活動に興味を持つ人による林業体験活動を実施すること
で、地域森林の重要性の理解と林業への高い関心を得る。

活動場所

クヌギ植栽状況

枝打ち状況除伐・草刈り状況

安全講習会
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