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活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

福1
公益社団法人
福岡県造園協会

森林環境教育in なかがわ
植栽、
森林環境学習

那珂川町 110       300,000       1

福2 奈多植林会 奈多浦松林保全活動事業
植栽、下草刈り、
除伐

福岡市東区 496       427,000       2

福3 天山ふれあい会 天山（あまやま）の里山づくり
除伐、散策道整備、
自然観察会

筑紫野市 182       300,000       3

福4 油山社中 油山の森林健全化活動
除伐、
下草刈り

福岡市南区 93         200,000       4

福5
なかがわ木育交流事業
実行委員会

なかがわ木育交流事業
木工教室、
こけ玉作り

那珂川町 240       197,000       5

福6
特定非営利活動法人
はかた夢松原の会

博多湾沿岸部における森林の整備・保全
活動

松葉かき、
間伐、植栽

福岡市東区 321       500,000       6

福8
ＮＰＯ法人
里まちサイクルコミュニティ

森を愛し、未来へいきいきとした森林を残
そう～里山の緑化維持活動と循環型社会
を目指して～

下草刈り、侵入竹伐採、自然体験、
竹細工、リース作り、ミニ門松作り

福岡市早良区、西
区、城南区、中央
区、糸島市

862       815,000       7

福9
特定非営利活動法人
古都・大宰府の風を育む会

太宰府市内の文化財保護区域内の荒廃
里山整備活動

竹林伐採、
下草刈り

太宰府市 180       300,000       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
松葉かき、
下草刈り、植栽

福津市 640       226,000       9

福11 北部九州里山再生プロジェクト
ふくつ大峰山みんなで里山再生プロジェ
クト

自然環境調査、竹林伐採、
自然体験活動、ワークショップ

福津市 351       486,000       10

福12
福間地域
郷づくり推進協議会

ふくま海岸松林保全活動
松葉かき、
下草刈り、植栽

福津市 1,971     630,000       11

福13
津屋崎地域
郷づくり推進協議会

津屋崎地域海岸線の松林保全管理と
住民と密着した親しみやすい環境創り

除伐、下草刈り、植栽 福津市 915       615,000       12

福14
公益財団法人
おおのじょう緑のトラスト協会

里山活用・保全プロジェクト事業
植栽、ビオトープ造り、
ネイチャークラフト

大野城市 327       300,000       13

福15 那珂川町竹プロジェクト 那珂川町安徳台竹林整備 竹林整備 那珂川町 136       257,000       14

福16
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!～

植栽 宗像市 442       500,000       15

福17
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2018 in 山北
自然体験、
シイタケ菌打ち

糸島市 60         196,000       16

朝1
グリーンウエイブ
朝倉水源の森実行委員会

第7回グリーンウェイブ朝倉水源の森づくり 植栽 朝倉市 152       300,000       17

朝2 久留米ちとせライオンズクラブ 第12回環境創生事業(ボランティア植樹） 植栽 久留米市 157       235,000       18

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
及び森林環境教育活動

下草刈り、除伐、
自然観察、木ろうキャンドルづくり

小郡市 823       364,000       19

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
安全講習会、林業体験（ｼｲﾀｹ植菌・採
取）、木工（マイ箸づくり）

久留米市 315       484,000       20

朝5 花立山を楽しむ会 花立山の里山保全整備活動
下草刈り、除伐、木工教室、
自然観察活動、植栽

小郡市 170       300,000       21

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 植栽 東峰村 73         200,000       22

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
下草刈り、竹林整備、
門松作り、植栽

北九州市八幡西区 169       193,000       23

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 松葉かき、植栽 岡垣町 585       1,000,000    24

八3
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)
竹林整備、竹製品普及、
竹細工、門松作り

北九州市若松区 311       465,000       25

飯1 福岡県環境緑化懇話会 笠城山植栽ボランティア 植栽、森林環境学習 飯塚市 123       300,000       26

飯2 味見さくら会
味見峠桜整備を主とし、
山の環境を守る（不法投棄防止）

下草刈り、除伐、植栽 香春町 72         200,000       27

飯3
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
下草刈り、自然観察、
間伐材グッズ研究開発

嘉麻市 62         69,000         28

飯4
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
竹林整備、竹炭づくり、
森林環境学習

嘉麻市 154       300,000       29

飯5
特定非営利活動法人
風治さつきの会

上下流域の住民連携による里山保全
竹林伐採、竹炭投入、
森林と河川の啓発

田川市、添田町 134       300,000       30

飯6 龍王・山・里・川の会 森林のはたらきと林業
森林環境教育（講話）、
木工体験、シイタケ栽培体験

飯塚市 659       500,000       31

平成30年度　森林づくり活動公募事業実績一覧表
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活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

ページ
実績事業内容

事業実施団体
企画
番号

飯7
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
竹林伐採、竹炭作成、
竹炭石けんづくり

飯塚市 85         187,000       32

飯8
福岡県竹林サミット
実行委員会

第12回福岡県竹林サミットｉｎ宮若 活動発表、基調講演 宮若市 465       500,000       33

飯9 ふる里森づくりの会
放置森(竹)林整備・保全及び植樹（補植）
活動

除伐、下草刈り、植栽 飯塚市 18         54,000         34

飯10
フォレストセーバー
「正人どんの郷」

森と遊ぼう！
植栽、ツリークライミング、
森林ヨガ

嘉麻市 126       255,000       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 下草刈り 八女市 55         75,000         36

筑2
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

除伐、下草刈り、
自然観察、植栽

八女市 386       500,000       37

筑3 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

森林整備、
自然体験活動

大牟田市 362       500,000       38

筑4 倉永山林保全の会 荒廃の山林整備活動 下草刈り、除伐 大牟田市 120       300,000       39

筑5
社会福祉法人
あらぐさ会

山で遊ぼう
自然観察、
リース作り

大牟田市 397       424,000       40

筑6 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 木育体験 八女市 670       500,000       41

筑7 手鎌歴史と里山の会 甘木山の里山整備・保全啓発活動
下草刈り、除伐、竹林伐採、
植栽、キノコ栽培

大牟田市 633       672,000       42

筑8 森花会
森林ボランティア＆インストラクター養成講
座

林業実習、講座 大牟田市 184       174,000       43

行1 京都森林組合 ドローンで簡単森林づくり活動
自然観察、
森林環境学習

みやこ町 60         172,000       44

14,846   15,772,000  計（４４団体）



状況写真

H30.9.8 緑化木の植栽、森林環境教育及び竹を使用した工作体験を実施した。

活動の目的
植栽体験、森林に生きる動植物・生物多様性についての講義、竹馬・竹
とんぼ作りなど体験学習を通して、森林の整備・保全、森林・林業の普
及啓発を図る

参加者数 110名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 公益社団法人福岡県造園協会

活動場所 那珂川町五ケ山 補助金額 300,000円

活動名称 森林環境教育 in なかがわ

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福1

森林環境教育 造園技能士の指導のよる植栽体験

竹とんぼ遊び 小学生を中心に参加者多数

- 1 -



活動名称 奈多浦松林保全活動事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福2

活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 奈多植林会

活動場所 福岡市東区奈多 補助金額 427,000円

活動の目的
美しい松林を再生し、保全するため松苗の植樹、除伐などの活動を行
う。

参加者数 496名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.7.8
～H31.2.10
全4回

定期的に松林の下刈り、除伐を実施した。

H30.12.23 1100本の松苗を植栽した。

開会式 親子で楽しく植栽

雨天の中、多くのボランティが参加 植栽状況

- 2 -



状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.10.9
～H31.2.24
全4回
H30.8.5、
H30.11.27

会員による雑木伐採と山道補修（擬木階段）を実施した。

小、中学生を対象とした自然観察会（山歩き、植物、昆虫観察）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3企画番号平成30年度

天山（あまやま）の里山づくり

活動区分

参加者数 182名

300,000円

□森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
■その他（森林環境教育）

団体名

活動の目的
一．森林保全活動：童男丱女岩付近を中心とした裏山の雑木伐採及び散
策道整備をする。
二．環境教育：小中学生に環境に対する意識を高める。

活動場所

天山ふれあい会

筑紫野市天山 補助金額

出発前の説明 山道周辺の動植物を観察

童男丱女岩付近にて学習 観察会での学習成果を班ごとに発表

- 3 -



状況写真

H30.7.29
～H31.3.17
全9回

定期的に森林保全活動（灌木、下草の除去）を実施した。
また、SNSや音楽イベントで活動を発信した。

活動の目的

都市部に近い本来価値がある森林（油山）を、民有林からの発信を通じ
て、森林の魅力を県民にアピールし、活動範囲を広げながら、もっと身
近に”森のある暮らし”を提案、森林の健全化、森林の大切さを広めた
い。

参加者数 93名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
■森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 油山社中

活動場所 福岡市油山市民の森 補助金額 200,000円

活動名称 油山の森林健全化活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福4

整備活動開始 林地残材の階段

ヒノキ劣性木の間伐（手鋸） 記念植樹。枝垂桜1本。

- 4 -



活動名称 なかがわ木育交流事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福5

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 なかがわ木育交流事業実行委員会

活動場所 那珂川町 ふれあいこども館 補助金額 197,000円

活動の目的
こどもたちに幼少期から森林資源に触れることで森林の役割、良さを体
験してもらう

参加者数 240名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.9.24
一般募集の子供（親子）を対象に森林環境教育及び木工教室（椅子又は
こけ玉作り）を実施した。

森林環境教育 町産ヒノキ材で椅子づくり

多くの参加者でにぎわった会場こけ玉づくり

- 5 -



状況写真

H30.11.10 海の中道海浜公園において間伐、松葉かき作業を実施した。

H31.3.2 同地において松苗の植樹作業を実施した。

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 321名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 特定非営利活動法人はかた夢松原の会

活動場所 福岡市東区西戸崎 補助金額 500,000円

活動名称 博多湾沿岸部における森林の整備・保全活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福6

安全作業を呼びかけ 除伐と伐採木の搬出

ﾏﾂﾎｯ゙ｸﾘを使ったｸﾘｽﾏｽｵﾌ゙ｼｪ゙作成連携企業を含む多数の人々が参加

- 6 -



状況写真

H30.8.4
～H30.12.27
全16回

福岡市内各地に於いて森林環境教育｢森林ふれあい教室｣（森林環境税講
話、竹でのパン焼き、竹及び木工細工）を実施した。

H30.7.12
～H31.2.14
全18回

福岡市及び糸島市内各地に於いて、里山の保全活動「荒竹林から里山を守ろう」（古
竹伐採、下草刈等）を実施した。

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 862名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
□森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
■その他（森林環境教育）

団体名 NPO法人里まちサイクルコミュニティ

活動場所 福岡市早良区曲淵、外 補助金額 815,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福8

活動名称 森を愛し、未来へいきいきとした森林を残そう～里山の緑化維持活動と循環型社会を目指して～

会長による森の大切さの説明

竹灯篭・一輪挿しを作成

高取小学校の児童と保護者

活動の指導に当たる会員紹介

- 7 -



活動名称 太宰府市内の文化財保護区域内の荒廃里山整備活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福9

活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

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 太宰府市観世音寺地区 補助金額 300,000円

活動の目的
文化財保護地域の荒廃竹林、森林の保護活動を行い、市民が親しめる里
山をつくる

参加者数 180名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.7.14
～H31.3.9
全13回

定期的に竹林整備（伐竹、下草刈、破砕）を実施した。
また、竹製の水鉄砲等を作成し市内のイベントに参加した。

伐竹作業

伐採した竹の搬出 伐採竹の破砕

作業開始前に安全作業を呼びかけ

- 8 -



状況写真

H30.8.5
～H31.2.23
全8回

定期的に松林整備（下草刈、松葉かき、集積搬出、植樹）を実施した。

活動の目的
クロマツ防風保安林を、「自然・歴史に生きるまち、みやじ」のシンボ
ルとして守り育てるため、地域住民が主体的に整備・保全活動を実施

参加者数 640名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

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4丁目 補助金額 226,000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30年度 企画番号 福10

松葉の回収 人力での搬出

軽トラで集積場まで運搬 地域住民を中心に参加
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状況写真

H30.7.17
～H31.3.12
全12回

森林の再生活動（枯死竹の撤去、竹の間伐、しいたけ駒菌打ち）及び活
動着手前の手法に関する調査研究を行った。

H30.7.28
～H31.3.3
全8回

地域住民や小学生を対象とした自然環境教育及び体験活動（講話、竹炭
づくり、木工等）を実施した。

活動の目的
里山の森林再生活動を目的とし、福津市渡の大峰山において、竹の伐採
やワークショップ、竹炭づくり、シイタケづくりなどを行い、地域の自
然環境を守り育てていく活動を行う。

参加者数 351名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
■森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 北部九州里山再生プロジェクト

活動場所 福津市渡 補助金額 486,000円

活動名称 ふくつ大峰山みんなで里山再生プロジェクト

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福11

マテバシイ原木に駒打ち

この回は若手会員中心に参加

ドリルで穴開け

笠木用の竹を伐採
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状況写真

H30.7.25
～H31.3.12
全31回

月に２～３回定期的に下草刈り、松葉かき、植樹等を実施している。
会員参加者が中心ではあるが、一般募集や小中学生も参加している。

活動の目的

福津市花見地区及び西福間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・保全するもの。具体的には、松葉掻き・下草刈り・枝葉
や倒木の除去、マツクイ被害倒木後の松苗木の植樹などを実施し、地域
住民が白砂青松の松林を散策出来るようにする。

参加者数 1,971名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 福間地域郷づくり推進協議会

活動場所 福間市花見が浜３丁目 補助金額 630,000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30年度 企画番号 福12

福間中学校の生徒が参加

会員と中学生が協力してﾌﾚｺﾝ詰め

刈った下草を集める

集めた下草を運ぶ
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活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名

活動の目的
津屋崎海岸の松林において、草刈、除伐、枝葉の整理、補植等を行い、
住民が入りやすく親しみを持てる森林づくりと保安林機能の回復を図
る。

活動場所

津屋崎地域郷づくり推進協議会

福津市津屋崎 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13企画番号平成30年度

津屋崎地域海岸線の松林保全管理と住民と密着した親しみやすい環境創り

参加者数 915名

615,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.7.2
～H31.3.9

H31.3.9

年間を通して海岸松林の下草刈、清掃等を実施している。
会員中心で実施するもの、一般募集するもの及び小中学生が参加して実
施するものとがある。

一般参加者を募集して植樹祭（松苗）を実施した。

安全作業の呼びかけ 草刈状況

枝葉を林外へ運び出し 補植苗の状態も適切な手入れにより良好
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活動名称 里山活用・保全プロジェクト事業

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福14

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 公益財団法人おおのじょう緑のトラスト協会

活動場所 大野城市牛頸地内 補助金額 300,000円

活動の目的
　身近に親しめる里山について、その自然資源や特徴を生かした整備を
行い、里山の活用及び生きものの保全を図ることを目的とする。

参加者数 327名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.7.23
～H31.3.2
全3回

一般参加者を募集しネイチャークラフト（けん玉、スタンド等）、ビオ
トープ造り、里山ガーデン整備を実施した。

作業前の記念撮影 水辺のビオトープ造り

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀー によるﾈｲﾁｬー ｹﾞー ﾑ山部のビオトープ造り
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状況写真

H30.10.20
～H31.3.2
全3回

会員、一般、連携企業からの参加者において荒廃竹林の整備（伐採、運
搬、粉砕等）を実施した。

活動の目的 荒廃竹林を整備し、地域に親しまれる環境を整備する

参加者数 136名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 那珂川町竹プロジェクト

活動場所 那珂川市安徳台 補助金額 257,000円

活動名称 那珂川町安徳台竹林整備

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福15

荒れた竹林の整備 手作業で竹を集積

集積された竹 集積した竹はチッパーで粉砕

- 14 -



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30年度 企画番号 福16

活動区分
■森林の整備・保全　　□森林・林業の普及
□その他（　　　　　　　　）

団体名 さつき松原管理運営協議会

活動場所 宗像市神湊 補助金額 500,000円

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、自然に関心を持たせ、市民全体の森林
保全意識を高める。

参加者数 442名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H31.2.3
マツ枯れ被害を受けた国有林において、一般募集の参加者を中心に、マ
ツ苗1,100本を植栽した。

親子で協力して植付け地域住民・地元企業約400名が参加

福岡森林管理署が植付方法を説明 クロマツ苗の植栽
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状況写真

H30.11.23 一般参加者を募集し、ツリークライミング体験を実施した。

H31.3.16 一般参加者を募集し、シイタケ菌打ち体験を実施した。

活動の目的
里山が広がる中山間集落・山北を舞台に、森林環境教育を通して森と関
わるきっかけを提供し、森を身近に感じ、森林づくりへの理解を深めて
もらう。

参加者数 60名

活動実施日 主な活動実績

活動区分
□森林の整備・保全　　■森林・林業の普及
■その他（しいたけ植菌体験）

団体名 糸島木の駅プロジェクト実行委員会

活動場所 糸島市大字山北（山北公民館） 補助金額 196,000円

活動名称 糸島木の駅プロジェクト2018 in 山北

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成30年度 企画番号 福17

受付開始。林業女子会からも参加あり。 作業開始。準備した原木は200本。

地域住民は子どもも含めて3世代が参加。 親子で協力して種駒打ち。
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活動区分 里山の保全

団体名

活動の目的 国連の｢生物多様性条約｣の趣旨に賛同し、ふるさと朝倉の自然を守る

活動場所

グリーンウエイブ朝倉水源の森実行委員会

朝倉市荷原
寺内ダム上流・旧畜産団地跡

補助金額

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30年度

第7回 グリーンウエイブ朝倉水源の森づくり

参加者数 １５２名

300,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H31.3.10

H31.3.17

雨のため植樹活動に替えて学生環境フォーラム。

植樹活動。

H30.3.1～9 準備作業。

地元中学・高校生に

よる取り組み発表

森林環境教育活動の講演

集合写真

植え付け作業

学生環境フォーラム

学生とオイスカの研修生
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H31.2.3
久留米市「森林つつじ公園」に隣接する久留米市有林に山桜（２５０本）、紅
葉（２５０本）を植栽。○事務局から植樹の目的や植栽方法等ついて説明
○二人一組で苗とクワを受け取り、植栽地に移動して植栽

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 １５７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 久留米ちとせライオンズクラブ

活動場所 久留米市髙良山（森林公園） 補助金額 235,000円

活動名称 第１２回環境創生事業(ボランティア植樹)

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 朝２

久留米市農政部長挨拶

久留米学園・南筑高校の生徒たち

南筑高校の女性徒

社会人参加の仲良し家族 社会人参加の仲良し二人組
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活動区分 　①森林の整備・保全　②森林環境教育　③定点観測

団体名

活動の目的

　福岡県指定史跡「三沢遺跡」にある約１２ｈａの森林と九州歴史資料
　館のまわりにある森林（合わせて仮称：三沢遺跡の森という）におい
　て、県・地域住民による枝葉の整理や下草刈り等の整備・保全をす
　る。また、自然豊かな森林を「環境教育」のフィールドとし、私たち
　人間にとって自然との共生がいかに大切かを理解する。
　あわせて、地域のシンボルとして「三沢遺跡の森」を位置づけ、県・
　地域住民でこの森を作り、育てることで、地域住民が入りやすい親
　しみのある憩の森にすることを目的とする。

活動場所

　特定非営利活動法人　三沢遺跡の森を育む会

小郡市三沢（三沢遺跡の森） 補助金額

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３０年度

　県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全再生及び森林環境教育

冬休み自然体験活動「ハゼロウでクリスマスキャンドルを作ろう」ではハゼ蝋
の歴史を学び、キャンドルを作った。

364,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

   H30.7.2～
   H30.12.25

三沢遺跡の森全体を整備・下草刈、樹木に絡みついている蔦の除去、
櫨苗木の植樹作業などを行った。

H30.12.16

H30.8.1～9.9 九州歴史資料館にボタニカルアート60点を展示した。

H30.9.23
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。

H30.7.27
夏休み自然体験活動「三沢遺跡の森・生き物探検隊」では三沢遺跡の森や草原
を歩き、鳥や昆虫の生態と植物の関わりを学んだ。

参加者数 ８２３人

三沢遺跡の森 倒木処理 秋の山野草を楽しむ

ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ展講演会 生き物探検隊 はぜﾛｳでｷｬﾝﾄﾞﾙを作ろう

森の手入れ
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参加者数
①ﾁｪｰﾝｿｰﾜｰｸ・ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ63名②森林・林業学び塾75名

③Myはし作り177名　合計315名

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はしづくりを体験させた。参加者１７７名

484,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

①H30.10.18～19

②H30.11.17

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、ﾁｪｰﾝｿｰの安全作業の
講習会と翌日に樹木園内でのツリークライミング体験を実施した。参加者６３名

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、クヌギの伐採、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７５
名

③H30.11.17

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝４企画番号平成３０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

①安全作業技術者養成講座（ﾁｪｰﾝｿｰﾜｰｸ・ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ編）：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は重要
であり、ﾁｪｰﾝｿｰ等の安全な操作や理論を学び技術者を養成する。
②森林・林業学び塾：森林の働きや原木キノコの栽培による木材の利用などを学ぶ。
③Myはし作り：ヒノキの間伐材を利用し、間伐の重要性や木材利用の必要性や木材の
需要拡大への理解を深める。

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

MYはしづくり

樹上伐採の実演を見学

丸太切りの練習 ﾁｪｰﾝｿｰの目立て

シイタケ植菌体験

子どもたちも駒打ち

自分で削りました
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H30.12.2 ジュニアリーダー研修会（花立山PR大作戦）

H31.3.17 市内住民による森林体験（植樹、下刈、枝打ち）

状況写真

H30.7.15 市内住民による森林体験（下刈、枝打ち）

H30.10.21 花立山の自然、歴史探索（野鳥観察等）

H30.11.3 巣箱づくり　参加者78人

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 170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 300,000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３０年度 企画番号 朝５

上手につくれました

(巣箱づくりH30.11.3）
緑を増やす植樹・下刈、枝打ち活動

(森林体験H30.7.15）

みんなで歩こう花立山

（自然観察H30.10.21）
花立山PR大作戦

（ジュニアリーダー研修会H30.12.2）
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活動区分 森林の整備・保全

団体名

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。

活動場所

宝珠山百年の森づくり実行委員会

東峰村大字宝珠山
（宝珠山百年の森）

補助金額

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 朝６企画番号平成３０年度

宝珠山百年の森づくり

参加者数 ７３名

200,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.11.23
桜、楓、紅葉等６０本を参加者、スタッフで植樹。地元の食材を使った昼食を
とった後、オイスカ留学生や都市住民との交流会を行った。

植栽の指導 親子でも植樹

県民ボランティアの植樹 オイスカ隊員の植樹
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状況写真

H30.7.21 子供の環境づくりのため、園内の山林の草刈り。

H30.12.26 園内の竹で門松つくり。

H31.1.26 園内の竹林で伐竹。粉砕散布し、植樹。

活動の目的
あゆみの森共同保育園の遊び場には、北九州市の河頭山公園とつながる
竹林があり、子供たちの安全な遊び場を守るため草刈、間伐を行う。竹
を切り門松を作る。

参加者数 169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・林業の普及

団体名 NPO法人あゆみの森共同保育園

活動場所 北九州市八幡西区鳴水町5-22 補助金額 193､000円

活動名称 みんなの遊び場-あゆみの森

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 八１

門松作成

ミニ門松完成

門松用の竹を運ぶ。重い！

ミニ門松作成
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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30年度 企画番号 八２

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(原、東黒山) 補助金額 1,000,000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 585名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H31.2.4 三里松原にて抵抗性クロマツの植樹を行った。

H30.12.9～
H31.2.10
全2回

三里松原において、協議会で募った参加者により、松林内の松葉かきと
集積場所への運搬を行った。

みんなで松葉かき かき集めた松葉の搬出

ショウロ発見松林内整備
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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３０年度 企画番号 八３

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人　北九州ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ･ﾈｯﾄﾜｰｸ研究会

活動場所 北九州市若松区 補助金額 465,000円

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。

参加者数 311名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.7.8
～H31.2.17
全７回

青竹踏みの制作活動と乾燥実験を行い、その結果を発表会でレクチャー
した。

H30.7.14
～H31.3.9
全７回

グリーンパークと船尾山において、事前に県民に募った参加者により、
竹林内の間伐を行った。

H30.12.8
～H31.1.12
全3回

ひびきの市民センター正面玄関にて、事前に市民に募った参加者によ
り、環境に配慮した門松を製作設置した。

H30.8.25
事前に市民に募った参加者を対象に、竹細工教室と流しそうめんを行っ
た。

流しそうめん 切り出した竹の搬出

竹細工教室 門松づくり
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯１

活動名称 笠城山植栽ボランティア

活動区分 森林環境学習、植栽

団体名 福岡県環境緑化懇話会

活動場所 飯塚市 補助金額 ３００，０００円

H30.10.31
小学生を対象として、笠城ダム公園でソメイヨシノ５本とヒラドツツジ
１００本を植栽した。作業前には、講師を招いて「森の役割、生物多様
性の視点から」を学習した。

状況写真

活動の目的
　笠城ダム公園で地元小学校の児童を中心にボランティア活動してもら
うことで、今後の地域全体の自然環境、緑化の保全の取組みへと地域の
活動の広がりも期待できる。

参加者数 １２３名

活動実施日 主な活動実績

講師による森林環境教育

みんなで協力しています！ 大きくなあれ♪
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地元住民と味見さくら公園にて安全確認等のあとに、桜の木の剪定及び
周辺のゴミの収集を実施。

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯２

活動名称 味見峠桜整備を主として、山の環境を守る（不法投棄防止）。

活動区分 サクラの木の下草刈、除伐

団体名 味見さくら会

活動場所 香春町 補助金額 ２００,０００円

状況写真

活動の目的
地域に隣接する味見峠頂上付近にある桜（味見さくら公園）で地域住民
による草刈や伐採の整備を行う事で里山の保全及び地域の連帯を図る。

参加者数 ７２名

活動実施日 主な活動実績

地元住民と味見さくら公園にて下草刈りを実施。H30.10.9

H31.3.9

安全作業の説明

地元住民で作業しています！ サクラの剪定作業
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯３

活動名称 遠賀川源流の森づくり活動

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）

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 ６９,０００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、参加者に参加者
の価値を認識してもらう。

参加者数 ６２人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.12.2
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、森づく
りの講話も行った。

H31.1.26 嘉麻市屏において下草刈の作業を行った。

H31.2.16 間伐材を使用したグッズを作成。作品の発表

自然について学びます下草刈に汗を流しています

間伐材を活用してグッズを作っています。
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯４

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 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 ３００，０００円

状況写真

H30.10.21

高校生や大学生、ボランティア団体などが参加した。作業は竹林作業場
で竹を運び出す班と、竹炭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。午後からは森林環境教育が行われ
た。　　　　　　　　　（参加者１５４人）

活動の目的
学生等に広く参加を呼びかけ、竹林の整備や副産物となる竹炭による河
川の浄化を通じて、森林保全の重要性や河川環境の大切さを認識しても
らう。

参加者数 １５４名

活動実施日 主な活動実績

竹を四つに割っています。

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

竹を束ねて窯に入れる準備
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状況写真

H30.7.28 風治八幡宮境内にて、里山保全に啓発、伐採竹の活用方法等の学んだ。

H30.3.13 田川市の伊田小学校で森林環境教育を学習。

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 １３４名

活動実施日 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 300,000円

事前に募った参加者と添田町にて、竹林伐採作業後、竹炭窯に竹を並べ
る作業をおこなった。

H30.7.16～
H31.1.20
(全2回）

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯５

活動名称 上下流域の住民連携による里山保全

活動区分

森林環境教育

伐採後の竹を集めます

河川・里山環境啓発
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H31.2.15
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。

状況写真

H30.11.5
伊岐須小５年生を対象に、九州大講師による「森林の役割と里山保全」講義を
受講した。

H30.11.14 鯰田小４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。

H30.11.16
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。

H31.2.6

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 ６５９名

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 ５００,０００円

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。

H31.2.12
鯰田小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。

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯６

活動名称 森林のはたらきと林業

講師の話を真剣に聞いてます！

うまく打ち付けれるかなみんなでイスをつくりました
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活動区分 森林の整備・保全、森林環境教育

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯７

活動名称 竹林を竹炭と地域の活性化に

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 １８７，０００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、森林環境税を広く
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 ８５人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.7.16
講師を招いて「自然の恵みを大切に」の講義を受けたあとは、炭窯小屋
で竹割や竹炭をネットに入れる作業を行った。午後からは竹炭作業を
行った。

H30.9.15 敷地内において、森林整備を行った。

H30.11.27 敷地内において、森林整備を行った。

講師を招いて「自然の恵みを大切に」の講義を受けたあとは、午後から
は竹炭石鹸作業を行った。

H30.10.20

竹炭の石鹸作業

森林整備

竹割り作業

森林環境教育
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯８

活動名称 第１２回福岡県竹林サミットin宮若

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 宮若市 補助金額 　　　　５００，０００円

状況写真

H30.11.3
　　　～11.4

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。２日間にわたって基調講演やバンブーオーケストラ
の演奏などを実施。

活動の目的
竹林の整備を通じて里山の保全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関心を高める。

参加者数 ４６５名

活動実施日 主な活動実績

日頃の活動を発表

バンブーオーケストラの演奏

基調講演の様子
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H30.7.17
～H30.10.18
全５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 １８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 ５４,０００円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯９

活動名称 放置森（竹）林整備・保全及び植栽（補植）活動
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森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 飯１０

活動名称 森と遊ぼう！

活動区分 森林環境教育・広葉樹植樹・ツリークライミング・森林ヨガ

団体名 フォレストセーバー「正人どんの郷」

活動場所 嘉麻市 補助金額 ２５５,０００円

活動の目的
森林環境教育・森林ヨガ等を体験することで、森の大切さや、森の楽し
さ、清々しさを実感させる。

参加者数 １２６人

活動実施日 主な活動実績

状況写真

H30.10.13 上西郷現地にて森林ヨガ、ツリークライミングを実施した。

H31.3.2
夢サイトかほでひのきの枝からアロマオイル蒸留体験を行った。
午後から現地にてヤマザクラ・イロハモミジの植樹を行った。

森林ヨガ

ツリークライミング
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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３０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、森林保全の意識を高め、緑豊かな森をつくり
育て、上流から流れる豊かな水を有明海に注ぎ、後継者（子、孫、孫
子）まで有明海を守り続け、植林活動を通じ、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 ７５，０００円

参加者数 55名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.7.26
漁連傘下の漁協および生産者による公有林内の下刈り作業を行った。参
加者５５名

注意事項説明状況

下草刈り活動状況

集合写真
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５００，０００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３０年度

麻生地区（池の山）周辺の森林整備・里山保全活動

活動区分 森林の整備・保全　里山の保全

団体名

活動の目的

　麻生地区は星野村の観光施設が散在する観光スポットであるが、民間の所有地は管
理運営が難しく放置されてきたので、４年前から当ＮＰＯ法人がボランティアを募集
してこの麻生地区の森林整備を行ってきた。「星の花公園（通称　ボラタ森）」は整
備した後に果樹や紅葉が楽しめる森林づくりへ、高木暁史氏所有森林（通称　憩いの
森）は、東屋の建設等をおこない、森林セラピーなど、「自然とふれあう森づくり」
を目指して森林整備の体験を通して（財）星のふるさと公園と一体化した麻生丘陵作
りを目指す。

活動場所

ＮＰＯ法人がんばりよるよ星野村

　　八女市星野村
（ボラタ森）（憩いの森）

補助金額

参加者数 ３８６名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.7.2～
H.31.2.24

H30.7.13～
H31.3.16

ボラタ森の草刈り、草取り、遊歩道整備、柚子・カボスの剪定、ブルー
ベリーの育成や採集などが楽しめる森林づくりを一般参加者ととに行っ
た。

憩いの森の檜、杉、常緑樹、竹などを伐採して山桜や紅葉などを残して
広葉樹の森林づくりを一般参加者とともに行った。

憩いの森整備活動

ボラタ森整備活動
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５００，０００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３０年度

ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業

H.30.7.20～
H.31.3.16

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

大牟田の放置された荒廃森林を子供や高齢者、地域住民などが参加し、世代間
交流を通して森の整備を進めるとともに、整備した森を自然体験学習の活動や
交流の場になる「自然楽校・ふれあいの森」として活用を図り、さらに整備活
動や自然体験などの指導者の育成を図る。

活動場所

おおむた環境ネットワーク

大牟田市 補助金額

参加者数 ３６２名

三池山の森や自然体験の森の整備活動、森づくり・参加者募集のための啓発活
動を行った。（全５回）

状況写真

活動実施日 主な活動実績

H30.7.22～
H31.1.12

H.30.10.21～
H31.2.17

森の整備活動や自然体験等を通した指導者育成のための「森の自然体験指導者
養成講座」を行った。（全７回）

整備した森林を「自然体験の森」として活用し、子どもと親などを対象に、森の中で
の自然体験、森林整備、クッキング、自然クラフト等の活動を行った。（全５回）

自然を楽しもう森の仕組み等の学習、整備

クラフト体験

森の中クッキング
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①

②

③

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

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的

山で遊ぼう

参加者数 ３９７人

活動実施日

平成３０年度

大牟田市甘木山他 補助金額

　自然に対する知識が浅い社会人になると、開発事業において自然破壊
を起こしても気づかず、大きな災害につながることが言われている。そ
こで、小さい子どもの時から自然に親しみ、自然の仕組みを学び身に着
けていく子どもの育成をめざして山の活動を行う。

活動場所

社会福祉法人あらぐさ会

観察木を決め、その木肌の拓本をと
る。和紙を木の幹にしっかりとくっ
つけクレヨンでこする。

拓本をとった後は、木の周りを観察
し、葉、実などを採取

、班ごとに模造紙に木の皮の拓本、
葉や実を貼って、図鑑を作る。
木や葉、実の特徴を発表

４２４，０００円

状況写真

主な活動実績

H30.8.1～
H.30.12.16

土の中の小さな生き物や落ち葉、木の図鑑作成等を行い、自然の仕組み
を学び、子どもの育成を目指して山の活動を行った。（全９回）

① ②

③

- 40 -



地域資材を活用した木育イベントの開催

きのこ村協議会

八女市黒木町 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 筑６企画番号平成３０年度

H.30.11.4

木製遊具を展示・体験することで森林や木材に対する親しみを深める場
を提供した。

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（木製遊具）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５３０人）

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　「木育」とは、市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解
を深めるため、木材の良さやその利用の意義を学ぶ木材利用に関する教
育活動です。多くの県民・市民の皆様に、木のおもちゃに直に触れなが
ら、木の温もりと優しさを感じて頂く企画致しました。

H.30.7.21～
H30.11.3

活動場所

参加者数 670人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

木のおもちゃで遊ぶ

木工体験 木製プール体験
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状況写真

６３３名

活動区分

６７２，０００円

H.31.2.20～
H.31.3.17

　甘木山の整備活動を通じて、学生のボランティア活動、竹の伝統行事
利用、市民が四季の楽しみを求めて散歩できる里山づくりを目指す。

団体名 手鎌歴史と里山の会

大牟田市甘木　遊歩道

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

甘木山において、事前に募った参加者等により、草刈り等の整備を行っ
た。（全４回）

H.31.1.13

主な活動実績

企画番号平成３０年度

甘木山の里山整備・保全啓発活動

参加者数

切り出したコナラなどの伐採木にシイタケを植菌し、収穫をした。（全
３回）

保全活動、森林環境教育

年度 筑７

除伐した竹を使ってお正月行事のどんど焼きを行った。

活動場所

H.30.7.8～
H.31.1.27

活動実施日

活動の目的

補助金額

どんど焼き

森林整備

しいたけ植菌
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状況写真

活動区分

森花会

補助金額

H.30.7.22～
H.31.3.3

「安全と教育」「森林活動（レクリエーション）」「林業」「森林の知
識」の４分野を織り交ぜたインストラクター養成講座を行った。（全１
３回）

１７４，０００円

森林づくり活動公募事業の概要

手鎌地区公民館　他

森林ボランテイア&インストラクター養成講座

活動実施日

活動場所

森林・林業の普及

平成３０年度

団体名

　自然に親しみ自然の恩恵を私たちの生活に生かすことを目的とする。
自然物を材料とした作品作りを行う。

年度

１８４人

活動の目的

参加者数

主な活動実績

活動名称

筑８企画番号

インストラクター養成講座

下草刈り実習
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状況写真

H31.2.4
　みやこ町立みやこ伊良原学園（小学校）にて、シイタケの駒打ち
　体験、ドローン飛行操作体験を実施。

H31.2.12
　苅田町立新津中学校にて森林環境教育、ドローン飛行操作体験を
　実施。

活動の目的

森林内の仕事にドローンを活用することにより、林業労働力の省力化と
効率的な作業つながる一つの取組として実際にドローン飛行操作を体験
してもらい、森林環境教育と併せて、森林・林業の大切さを理解させ
る。

参加者数 ６０名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 　森林・林業の普及

団体名 　京都森林組合

活動場所
みやこ町立みやこ伊良原学園
苅田町立新津中学校

補助金額 172,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 平成３０年度 企画番号 行１

活動名称 　ドローンで簡単森林づくり活動

校庭でドローン飛行操作の体験学習

ドローンが撮影するゴーグルを装着

シイタケの駒打ち体験

ドローンが空撮した森林の様子
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