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活動名称 太宰府市内の文化財保護地区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 令和２年度 番号 １

活動区分 森林の整備・保全

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 296,000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 88名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R2.5.9～R2.12.12
全9回 竹林整備、門松づくり

卓上門松

竹の切断作業

制作風景

竹林の整備
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R2.8.8～R2.12.12
全5回 樹木や動植物の観察、自然素材工作

状況写真

参加者数 152名

活動の目的
森林に親しみ、森林の働きや森林が育む動植物を学習するとともにそこに
ある樹木を使った木育活動を通して木材を活用することの意義を学ぶ

活動実施日 主な活動実績

活動名称 四王寺県民の森における森林環境教育・木育活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 ２

活動区分 森林・林業の普及

団体名 福岡県立四王寺県民の森協議会

活動場所 宇美町 補助金額 300,000円

完成したリース協力して工作

リースづくりに使用する木の実など樹木や動植物の観察
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活動名称 薬王寺水辺公園植栽ボランティア

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 ３

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 公益財団法人福岡県造園協会

活動場所 古賀市 補助金額 300,000円

活動の目的
植栽体験、森林環境教育を実施することで、森林の大切さ、自然環境の保
全の大切さを学んでもらう。

参加者数 104名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R2.10.7 緑化木の植栽、森林環境教育及び体験

森林環境教育 造園技能士の指導による植栽体験

ヒラドツツジ100本の植栽 植栽状況
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活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 四王寺こもれび会

活動場所 宇美町 補助金額 200,000円

活動名称 四王寺の森に集い森林の大切さを学ぶ

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 ４

状況写真

R2.10.17～R2.12.20
全4回 森林・竹林の整備、森林環境教育・木育

活動の目的
四王寺の森をフィールドとして、森林整備や、整備で産出した木や竹を使
用して利用する活動を通じて、森林が持続可能な資源であることを普及啓
発する。

参加者数 84名

活動実施日 主な活動実績

参加者単位毎に仕切りも設置

立派な作品が出来上がりました。家族で協力して作りました。

除伐作業

-4-



参加者数 830名

367,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.5.9～R3.3.13
全26回

R2.11.9

海岸松林の整備、清掃

海岸松林の整備、清掃（中学校課外授業）

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 ６番号令和２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を創
る会

活動区分 森林の整備・保全

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 補助金額

除伐木を収集 除伐木をリヤカーで運搬

除伐木を道横に集積 地元の中学生も活動参加
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参加者数 327名

363,000円

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.5.28～
R2.12.15　全12回

R2.11.21～
R2.12.5　全4回

R2.12.18～
R2.12.27　全7回

竹林の整備

「森林ふれあい教室」カズラでクリスマスリース作り

「森林ふれあい教室」ミニ門松作り

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 ７番号令和２年度

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～

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

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、糸島市 補助金額

材料の紹介、作り方の説明 コツを教えてもらいながら作成

竹林の整備
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状況写真

R2.7.5～R3.3.7
全8回 松林の整備

R3.3.13 育樹祭（松苗植樹）

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 442名

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 宮司地区郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 214,000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 令和２年度 番号 ８

開会式

集めたマツ葉はシートで運搬多くの中学生が参加

協力してマツ葉集め
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状況写真

R2.5.26～R3.3.17
全11回 下草刈り、林内整備等

活動の目的
都市部に近い森林（油山）を活動の場とし、森林整備及び森林環境学習を
行いながら、森林をより身近に知ってもらう活動を目指す。

参加者数 64名

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 油山社中

活動場所 福岡市 補助金額 148,000円

活動名称 油山・森に親しむ活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 ９

水落講師による伐倒指導

伐倒後にも反省点、注意点について説明 林内整備

チェーンソーの取扱い指導
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活動名称 博多湾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 令和２年度 番号 10

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はかた夢松原の会

活動場所 福岡市 補助金額 406,000円

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 232名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R2.11.7 海岸松林除伐、松葉かき

R3.3.13 松苗植樹、海岸清掃

安全作業を呼びかけ

協力して伐採木を搬出

手鋸による伐倒

連携企業の数十名を含む総勢100名以上が参加
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状況写真

R2.8.13～R2.11.4
全4回 自然環境モニタリング

R2.5.14～R3.3.18
全20回 森林再生・資源活用に向けた地域住民との意見交換会

R2.6.6～R3.3.13
全27回 森林の再生活動と環境教育

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 342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

団体名 北部九州里山再生プロジェクト

活動場所 福津市 補助金額 434,000円

活動名称 ふくつ大峰山森づくりプロジェクト

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 11

ノコギリ伐竹

マテバシイに植菌したシイタケが発生

チェンソーで伐竹

手作業で伐竹を集積
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活動名称 森林整備活動・普及活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 12

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

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 補助金額 449,000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 83名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R2.5.30～R2.9.19
全3回

R2.12.3,R2.12.4

樹木や動植物などの自然観察

クリスマスリース作り＆材料集め

自分で集めた材料でリース作成 いろいろなデザインのリースが出来上がりました

自然観察 自然観察
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状況写真

R2.9.26,R2.10.11 竹林の整備

活動の目的 遺跡周辺の荒廃竹林を整備し、地域に親しまれる環境づくりを目的とする

参加者数 70名

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 那珂川市竹プロジェクト

活動場所 那珂川市 補助金額 104,000円

活動名称 那珂川市安徳台竹林整備

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 13

集積した竹はチッパーで粉砕ライトアップ用の竹を搬出

竹を伐採し一部はライトアップに利用する
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状況写真

R2.5.23～R3.3.19
全33回 松林の整備・保全

R3.3.1,R3.3.14 植樹祭（松苗の植樹）

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 1,231名

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 福間地域郷づくり推進協議会

活動場所 福津市 補助金額 616,000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 令和２年度 番号 14

松苗の植え方の説明 100本の松苗を植樹

記念標柱と植樹された松苗植樹の様子
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状況写真

R2.11.7～R2.12.5
全4回 林業に関心がある人を対象とした林業塾

活動の目的 自伐林業や副業的な林業に関心のある人々を育成する

参加者数 124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 糸島市林業研究クラブ

活動場所 糸島市 補助金額 300,000円

活動名称 糸島林業塾2020

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 15

チェーンソーのメンテナンスを学ぶ チェーンソーに関する資料が配布された

チェーンソーの取り扱いに関する実習
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活動名称 障がい者と高齢者で放置竹林を宝の山に！

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 17

活動区分 森林の整備・保全

団体名 社会福祉法人野の花学園志摩日々菜々

活動場所 糸島市 補助金額 881,000円

活動の目的

　障がい者の就労と自立支援として、放置竹林の課題解決となるモデル事
業を目指す。地域ボランティアと共に放置竹林を整備し、土壌改良材とな
る竹炭を製造、活用していく。最終的には安定的な竹炭の製造・販売のノ
ウハウを構築し、持続可能な放置竹林の課題解決に繋げていくことを目的
としている。

参加者数 608名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

R2.4.25～R3.3.18
全78回

R2.4.30～R2.12.5
全22回

竹炭製造

竹林整備

火災に備え、給水タンク完備 竹を無煙炭化器で炭化

以前製造した竹炭 竹林の整備
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活動名称 森をつくろう

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 18

活動区分 森林の整備・保全

団体名 Fukuokaちきゅうlovers

活動場所 福岡市 補助金額 79,000円

活動の目的
　植樹を行うことにより　森林保全とCO の削減になり、また、子供たち
にも参加してもらうことで、体験、学び、交流など様々な経験ができるこ
とを目的とする。

参加者数 36名

活動実施日 主な活動実績

R2.11.1
・森林についての説明
・間伐材を使ってタングラムづくり
・植樹活動

状況写真

間伐材を使ったタングラムづくり

成長を願って広葉樹の植栽

皆で広葉樹の植栽

家族連れや学生が多数参加
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活動名称 森を科学する　自分たちの手で2020～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 令和２年度 番号 19

活動区分 森林・林業の普及

団体名 一般社団法人まほろば自然学校

活動場所 太宰府市 補助金額 226,000円

活動の目的
・森林環境教育を実施し、自然を五感で感じ、楽しみながら森に関する知
識を身に付けることで、生物多様性の保全、森林保全・再生の大切さにつ
いて考える。

参加者数 153名

活動実施日 主な活動実績

R2.11.1～R2.12.6
全3回

森の生き物ウォークラリー

状況写真

親子で冬の森を楽しく散策 森に隠されたクイズに挑戦

クイズの答え合せ。何問正解？ みんなで楽しく森を学びました

-17-



状況写真

R2.7.12～R2.12.6
全3回 下草刈り、林内整備等

R3.3.1 つつじ植栽

活動の目的
美しい松林を再生し保全するため、マツ林の下草刈り、除伐などの活動を
行う。

参加者数 273名

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 補助金額 279,000円

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 令和２年度 番号 20

開会式 参加者で林内整備

下草刈り マツ林の整備
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活動名称 ①森林環境教育・安全作業技術者養成講習会、②森林・林業学び塾、③Myはし作り

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 21

活動区分 森林・林業の普及

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 179,000円

活動の目的
森林環境教育・安全作業技術者養成講習会（ツリーワーク、チェーンソーワーク）：
森林内の活動を安全に指導できるリーダーを養成するために、また、森林の魅力を直
に感じてもらうために、ボランティア団体等を対象に講習会を実施する。

参加者数 41名

活動実施日 主な活動実績

状況写真

①R2.10.15
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対してツリーワークの概要
や特殊伐採について座学、その後樹木園内でツリーワークの実践　参加者２０名

②R2.12.14
資源活用研究センター内において、チェーンソーの作業計画、安全対策などの座学と
作業の実践。　参加者２１名

風倒木伐採訓練装置

樹上作業実演

枯れ枝伐り
ツリークライミング体験

チェーンソー座学 伐倒作業での実践

ツリークライミング体験
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R3.2.8～2.11 　73本の植樹と管理作業。参加者若干名(会員)

状況写真

R3.3.14 　32本の植樹と管理作業。参加者25名(会員、オイスカ研修生)

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

参加者数 25名

活動実施日 主な活動実績

活動名称 第９回 グリーンウエ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 令和２年度 番号 22

活動区分 森林の整備・保全

団体名 グリーンウエイブ朝倉水源の森実行委員会

活動場所 朝倉市 補助金額 300,000円

作業の説明 苗木の植え付け

苗木の植え付け

苗木の植え付け
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状況写真

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
内容を発表する事で、情報の交換と人的ネットワークを形成する。あわ
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
０名(新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず活動中止となった
ため、活動の準備段階で支出した経費について補助対象とした。)

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林環境教育

団体名 福岡県竹林サミット実行委員会

活動場所 久留米市 補助金額 130,000円

活動名称 第１４回福岡県竹林サミットin久留米

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 23

新型コロナウイルス感染症の影響により活動中止

新型コロナウイルス感染症の影響により活動中止
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状況写真

R2.6.28
R2.11.3
R3.3.14

市内住民による森林体験（下刈、枝打ち、植栽）を３回実施。参加者２
７人

 R2.10.24 花立山PR大作戦（冬季ジュニアリーダー研修会）を実施。参加者１５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 42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

団体名 花立山を楽しむ会

活動場所 小郡市 補助金額 187,000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 令和２年度 番号 24

緑を増やす植樹・下刈、枝打ち活動

(森林体験 R2.6.28／R2.11.3／R3.3.14）

花立山PR大作戦

（森林教育 R2.10.24）

-22-



状況写真

R2.5～R3.3
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、
樹木の植樹作業などを行った。参加者７０名

秋の樹木と山野草について、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３２名

R2.9.20

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
　しみのある憩いの森にすることを目的とする。

参加者数 102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

団体名 特定非営利活動法人三沢遺跡の森を育む会

活動場所 小郡市 補助金額 175,000円

活動名称 県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全及び森林環境教育活動

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 25

森の手入れ 草刈り

秋の樹木と山野草を楽しむ会

樹木の植栽
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参加者数 440名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.12.13

R2.5月上旬～
R3.3月下旬

(松葉かき)　三里松原において、協議会が募った参加者により、松林内
の松葉かきと集積所への運搬を行った。参加者240名
(松林植樹と下草刈)　植樹は1回、下刈りは複数回。協議会が募った地域
の管理団体による抵抗性クロマツの植樹と下刈りを実施。参加者200名

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
町のシンボルである「三里松原」を継ぐ次世代のために、地域住民など
から広く参加を募り、松原を整備・再生しながら親しみを持ってもらう
ことで、「三里松原」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

岡垣町 補助金額 798,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 26番号令和２年度

三里松原　松葉かき・松苗植樹及び維持管理

松苗植樹！

下草刈り 松葉かき

下草刈り
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244,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 27番号令和２年度

みんなの遊び場　―　あゆみの森

R2.12.25

活動区分 森林の整備・保全

団体名

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、定期的に草刈りや間
伐を行う。
また、伐り出した竹を活用した体験活動を通して、子供たちが自然の中
で遊びながら学ぶ機会を設ける。

活動場所

NPO法人あゆみの森共同保育園

北九州市 補助金額

参加者数 142名

（門松作り）園内の竹を活用し制作。地域から募った参加者の子供たち
は、保育園に飾る門松と家に持ち帰るミニ門松を制作。参加者56名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.6.20
R2.7.18

R2.7.29

（草刈り）保育園の裏山にて、地域の御年配者や保護者を中心に草刈り
を実施。刈払機や鎌を使用。参加者36名（24+12）
（ｽﾀｰﾄﾞｰﾑ・竹食器作り）園内で伐り出した竹を活用して制作。子供たち
が刃物を使うときは必ず大人が補助。参加者50名

にっこり切り取った門松を飾り付け協力して竹割りに挑戦

草刈り作業
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参加者数 310名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.5.3～
R3.3.13

R3.3.20

（放置竹林伐採）一丁溜池周辺にて、地域の御年配者を中心に竹の伐採
と草刈りを毎月実施(全19回)。刈払機を使用。参加者290名
（植樹）毎月の活動で整備した土地にて、地域の参加者を中心に梅・み
つまた・大島桜等200本の苗木を植樹。参加者20名

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
地域住民による放置竹林伐採活動月に一回実施し、毎年３月に、整備し
た土地での地域ぐるみでの植樹祭を実施することで、地域の連携が深ま
るとともに、後世に残したい緑地保全の意識の継続を目的とする。

活動場所

岡垣町緑のまちづくりの会

岡垣町 補助金額 410,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 28番号令和２年度

岡垣町：放置竹林伐採・植樹プロジェクト

みなさんで植樹準備放置竹林伐採活動

植栽木の手入れ 梅・ミツマタ・大島桜を植樹します！
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参加者数 64名

(エコ門松づくり)ひびきの市民センターにてスタッフを中心に環境に配
慮した門松を制作。地域の竹林で間伐した竹を利用。参加者11名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.9.15
R3.1.9
R2.5.12
R2.10.31

(平成竹取伝説)グリーンパーク等で定期的に実施。事前に市民に募った
参加者は、手鋸で散策路を整備しながら竹林内を間伐。参加者18名
(青竹踏みの制作活動)伐り出した竹から同工学部内で青竹踏みを制作。
青葉市民センターで竹踏み健康づくり講座を実施。参加者35名

R2.12.5,12.19
R3.1.9

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
竹林の整備を通して里山整備を指導できる人材へと市民を育成し、各地
で見られる竹林問題への解決の糸口を探りながら竹林の価値を高めよう
とするもの。

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 補助金額 284,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 29番号令和２年度

竹林保全活動

竹踏み講座

竹切出し
竹を加工中…

願いを込めて
竹灯籠も制作

門松 完成！
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300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 31番号令和２年度

笠城ダム公園植栽ボランティア

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
平成26年から飯塚市内の公園にて植栽ボランティアを行っており、この
活動を通じて、地域全体の自然環境の保全への取組みと地域活動の広が
りを期待する。

活動場所

福岡県環境緑化懇話会

飯塚市 補助金額

参加者数 131名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.11.13
地元小学生を対象に笠城ダム公園にて、サクラやヒラドツツジの植栽を
実施。　　　（参加者131人）

作業前の指導風景

植えた後はしっかり埋め戻し先ずは植穴を、、
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状況写真

R2.7.14
～R3.3.19

香春町採銅所にて、桜の植樹、下草刈り作業等を実施
（参加者62人）　（4回開催）

活動の目的
平成27年度からの活動であり、日田彦山線沿線における樹木や花の植栽
等による環境美化に取り組み、地域住民や鉄道利用者の目を楽しませる
ことを目的とする。

参加者数 62名

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 地域美化づくり推進協議会

活動場所 香春町 補助金額 185,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 33

活動名称 日田彦山線沿線の植樹及び美化活動

植栽状況

植栽した樹木 ⇒⇒

下草刈り作業
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状況写真

R2.5.17
～R2.9.13

香春町採銅所円陣の滝にて、植樹された樹木の剪定や除草作業実施。
（参加者67人）　（3回開催）

活動の目的

地元長光地区の町道沿線美化のため桜や梅などの樹木を数多く植栽して
きたが、その樹木を引き続き整備管理することにより、地域住民の連帯
感を築きと共に、木々の花々を楽しみに訪れる観光客と住民との交流を
深めることを目的とする。

参加者数 67名

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 長光桜植樹会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 34

活動名称 長光地区円陣の滝周辺の整備・保全

作業お疲れ様でした！

草刈機による下草刈り作業
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状況写真

R2.5.19
～R2.11.27

味見桜公園周辺において、サクラの生育を保全するため除草作業を実
施。　　　　（計４回）

活動の目的

味見峠桜公園一帯は、香春町の桜の名所であり、障子ヶ岳登山客や地域
住民の憩いの場となっている。
この森を引き続き地元住民で整備・管理することにより、里山を保全す
ると共に地域住民間の連携を図る。

参加者数 53名

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 味見さくら会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 35

活動名称 味見峠桜公園及び味見峠周辺の桜の植樹・管理

味見峠と障子ヶ岳城跡 安全確認

草刈機による作業状況
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状況写真

R2.7.16
～R3.3.10

香春町採銅所金明竹の里にて、竹林の除間伐や林内の除草を実施。
（参加者39人）　（5回開催）

活動の目的
全国的にも珍しい孟宗金明竹林の群生地である採銅所地区において、今
後とも整備を実施して行くと共に、次世代を担う幼稚園児や小学生を対
象に体験学習を通じた担い手育成を目的とする。

参加者数 39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

団体名 金明竹林を守る会

活動場所 香春町 補助金額 216,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 36

活動名称 金明竹林の整備・保全及び普及活動（タケノコ掘り体験）

金明竹林：案内版

間伐状況

チッパー
による粉砕

作業頑張るぞ！

後は肥料に！
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状況写真

R2.12.21
飯塚市内の小学校にて、間伐材を利用した椅子づくりを実施。
（参加者118人）

活動の目的
体験型森林活動の次世代のリーダーとなる子供達に対し、指導的役割を
身に着けてもらうための支援を行うと共に、里山保全と河川水質浄化活
動を通じて、ユニバーサル社会の実現に寄与する。

参加者数 118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 龍王・山・里・川の会

活動場所 飯塚市 補助金額 198,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 38

活動名称 森林のはたらきと林業

仕上げのペンキ塗り

説明を良く聞いて、、

さあ、始めるよ！
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状況写真

R2.6.7
～R2.10.11

飯塚市（関の山、龍王山）及び宮若市（笠置山）の山林において、自然
観察会を実施。（参加者129人）（3回開催）

　

活動の目的
森林の構造や働きについて、自然観察会の体験を通じて学ばせると共
に、観察会の成果を展示会と会誌により報告する。

参加者数 129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 筑豊博物研究会

活動場所 飯塚市、宮若市 補助金額 262,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 40

活動名称 自然観察会（森のはたらき、生き物を知ろう）

集合の風景 みんなで自然観察開

森の働きを学びました
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状況写真

R2.9.8
～R3.3.19

サンビレッジ茜敷地内山林において、間伐作業を実施。
（参加者31人）（計４回）

R2.9.20
サンビレッジ茜施設内にて、飯塚市内の小学生対象に森林環境教育を実
施。　　　　　（参加者31人）

R2.10.18
サンビレッジ茜施設内にて、飯塚市内の小学生対象に森林環境教育及び
苗木植栽を実施。　　　（参加者103人）

活動の目的

森林所有者の高齢化等により荒廃している里山が存在している中で、侵
入竹を間伐したり、その間伐で発生した木竹を炭にしたりする一連の活
動を通して、里山保全の必要性や自然環境維持への関心を高める機運を
醸成する。

参加者数 165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

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 297,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 41

活動名称 竹林を竹炭と地域の活性化に

窯で竹炭を！

間伐した竹→→→

里山の間伐作業
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状況写真

R2.7.16
～R3.1.14

飯塚市立頴田小中一貫校生徒を対象とした、間伐竹材を利用した切割や
棚作りなどの作業を体験。　（参加者134人）　　（5回開催）

活動の目的

平成29年度から里山の侵入竹除去等を行てきたが、この活動を更に多く
の地域住民や子供たちにも林業現場の見学などの森林環境学習を通じ、
森林を守る活動を次世代に引き継いでいく担い手の育成を図ることを目
的とする。

参加者数 134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

団体名 里山を守労会

活動場所 飯塚市 補助金額 190,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 42

活動名称 里山の森整備・森林環境学習活動

上空より活動風景

はじめて
竹を割ったり、切ったり、、
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状況写真

R2.4.27
～R2.10.15

香春町採銅所長光地区の里山林にて、下草刈り作業を実施。
（参加者50人）　（6回開催）

活動の目的

平成24年度から耕作放棄地に柿を植樹し地元住民を中心に除草等を行っ
てきたが、現在ではその景観から九州オルレコースの一部にもなってお
り、特産品の干柿のＰＲと同時に、ボランティア参加者に里山保全の大
切さを伝えることを目的とする。

参加者数 50名

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 長光柿園の里を守る会

活動場所 香春町 補助金額 200,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 43

活動名称 長光柿園の里及びオルレコースの整備

里山林の下草刈り作業
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状況写真

R3.2.25
～R3.3.16

飯塚市内の５つの小学校、幼稚園へ木育セットや木製椅子等を寄贈。
（5回実施）

活動の目的

筑豊の森林資源を木育を通じて、「触れる活動」「造る活動」「知る活
動」といった体験的且つ段階的な学びにより、木材を使うことが豊かな
森林整備と適切な維持管理に繋がり、ひいては地球温暖化などの環境対
策にも誰もが貢献できることを子供達に伝えることを目的とする。

参加者数
０名（新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず活動中止となった
ため、活動の準備段階で支出した経費について補助対象とした。）

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 たんと「木育」ネットワーク

活動場所 飯塚市 補助金額 411,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 44

活動名称 地域材利用の木育・木で遊ぼう！

立岩小学校へ

下山田小学校へ

桜が丘幼稚園へ

大切に使います！
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状況写真

飯塚市庄内生活体験学校にて、地元聖母幼稚園児が普段経験する事の無
い、樹木観察や落葉プール体験、シイタケ菌の種駒打ちを実体験。
（参加者52人）

R3.3.9

活動の目的
児童や園児の体験活動の対象として、木を意識した活動メニューを選定
し、活動の積み重ねによって木材に親しむ教育活動を促進する。

参加者数 52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

団体名 特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリ

活動場所 飯塚市 補助金額 31,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 45

活動名称 「木育」はじめの一歩　～幼児の落ち葉プール・シイタケコマ打ち～

はじめての
シイタケのコマ打ち体験！

ドングリから
こんな芽が、、

夢中でドングリ拾い聖母幼稚園の年少組さん大集合！
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状況写真

R2.8.1
田川市立伊田小学校にて、里山保全や河川環境改善啓発パンフレットを
配布。（参加者28人）

R2.8.29 添田町竹林にて、間伐作業を実施。（参加者13人）

R3.3.12
田川市伊田地域において、小学生による里山保全や河川環境改善啓発パ
ンフレットの配布活動。（参加者69人）

活動の目的
田川地域の中央を流れる彦山川において、上流域では荒れた竹林の整
備、中下流域では小中学生を中心とした河川環境保全の啓発活動を行
い、里山整備による河川環境の向上を図る。

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

団体名 特定非営利活動法人風治さつきの会

活動場所 添田町、田川市 補助金額 300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 46

活動名称 田川地域の里山保全と河川環境啓発

竹林の間伐 風治八幡宮にて
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状況写真

R3.3.6
嘉麻市文化ホールにて、森林環境教育講演と杉檜の葉からアロマオイル
の抽出を体験。（参加者12人）

R3.3.7
正人どんの郷にて、基礎知識としてのハーネス装着及びロープ操作講義
を受けた後にツリークライミングを体験。（参加者14人）

R3.3.13
正人どんの森にて、広葉樹（ヤマザクラ、イロハモミジ）の植栽。
（参加者24人）

活動の目的
森林における環境教育・広葉樹植樹等、いろいろな活動を体験すること
で、森の大切さ・楽しさ・清々しさを認識させると同時に、野生動物等
の生態を観察し、自然の素晴らしさを実感させる。

参加者数 50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

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 193,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 47

活動名称 森と遊ぼう！

ハーネス装着して
ツリークライミング！

たのしいー！

檜の葉から
アロマオイルを！

サクラの木
植えるぞー！
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300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 48番号令和２年度

甘木山の整備・保全活動

R2.12.6

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
整備が行き届いていない身近な山林を、地域住民や関係団体と協力して
整備を行うこと

活動場所

倉永山林保全の会

大牟田市 補助金額

参加者数 73名

公園と周辺の道路に分かれて整備・保全活動　33名参加

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.7.5

R2.10.28

公園周辺の整備・保全　　地方新聞に掲載　19名参加

公園周辺で、雑木の除伐作業　21名参加

ありあけ新世高校の生徒さんが応援

雑木の除伐作業
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参加者数 317名

三池山の森や自然体験の森の整備活動、森づくり活動を行った。（全５回）
（参加者：２３名）

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.6.14～12.12

R2.10.18～
R3.3.13

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６回）（参加者：１５０名）
整備した森林を「自然体験の森」において、「森に親しむ自然体験教室」を開催し、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４回）（参加者：１４４名）

R2.5.16～
R3.3.7

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

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。
　この活動を通して、子供たちなど参加者が、森に親しみ、森の役割・必要性などの森
林を理解し、森の手入れの大切さや整備方法を学び、整備や自然体験活動により森の魅
力や楽しみを実感し、森林保全の意識を高め、地域全体で森を守り育てる気運の向上を
図るとともに、次世代に繋いでいくことを目的とする。

活動場所

おおむた環境ネットワーク

大牟田市 補助金額 467,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 49番号令和２年度

ふれあいの森の整備・森体験指導者育成事業

自然体験

森林の整備
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森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 53番号令和２年度

放置竹林の整備と植林

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

　放置され整備されていない竹林を整備し、一部に広葉樹を植える。伐りだし
た竹をチップや竹炭などに加工し、肥料や土壌改良剤として使用するなど、竹
の有効利用を模索する。今年度は新たに八女市立花町の放置竹林の整備を目的
とした活動を展開する。

活動場所

筑後川―竹・筏・夢プロジェクト

八女市 補助金額 283,000円

参加者数 62名

活動場所において、企業等連携相手からの参加者により、桜の植樹を行った。
参加者7人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.5.24～R3.3.17
全6回

R2.11.21

活動場所において、企業等連携相手からの参加者により、手鋸での林内の除伐
と除伐後の枝葉の整理及び草刈りを行った。参加者38人

活動場所から伐採した竹を久留米市山本運動広場の近くの農地に運び、一般募
集に募った参加者により、竹炭作りを行った。参加者6人

R3.3.20

R2.12.6
久留米市の高良山において、出前講座の形で、一般募集に募った大学生参加者
に森林環境教育を実施し、竹林の整備・保全を行った。参加者11人

来年花見の場所ができました！

満タンにして一杯働いてもらいま～す！大人に負けないよう頑張るよ 

速く燃えて竹炭になってくれ！
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R3.3.20 黒木町田代で製材、製作(テーブル、椅子)を行った。参加者６名

183,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 55番号令和２年度

森と人を元気にする活動

R3.3.14

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

整備の行き届いていない森林を巻き枯らし間伐することで、森林の再生
を行うまた、間伐した木の伐採、製材後、木工品を作り間伐材を生か
す。川遊び、ネイチャークラフトなどの環境教育を行い、森林について
知る機会、触れて楽しむ機会を作る。

活動場所

ＳＡＫＵＳＡＫＵ

八女市 補助金額

参加者数 69名

ほほえみの森にて伐倒を行った。参加者５名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.6.21/8.2/8.9

R2.9.19

咲山(通称)にて巻き枯らし間伐を行った。参加者４７名

グリーンピア八女にてネイチャークラフトを行った。参加者１１名

まま巻き枯らし間伐しました。

ネイチャークラフト いろんな作品完成！！
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R2.10.31～
R2.12.12

　土の中の小さな生き物とその役割について学び、落ち葉や木の実を採
集したり木の種類を調べ図鑑を作成した。また採取した蔓や木の実で
リースづくり等を行うことを通じて、自然の仕組みや営みを学び、子ど
もの自然観の育成を目指して活動を行った。

参加者数 170名

状況写真

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

活動の目的

　子どものころから自然に対する理解や関心をひろげて、社会人になっ
た時、日常生活や開発事業において災害を招かないよう自然破壊を未然
に防ぐことが求められています。児童の日々の遊びや生活の中で、身近
な里山の自然に親しみ自然の仕組みを学んで身につける機会を持てるよ
うこの活動を行っている。

活動場所

社会福祉法人あらぐさ会

大牟田市 補助金額 194,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 56番号令和２年度

山で遊ぼう
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参加者数 242名

蔓でリースを巻き、木の実で飾ったリース作りの提供。
竹と松他でミニ門松づくり。

状況写真

活動実施日 主な活動実績

6/14～9/20

11/6、11/19

森林環境教育

中学生自然観察会。清水山の草木、中学校内の草木の観察

11/19・23、
12/13・26

活動区分 森林・林業の普及

団体名

活動の目的

昨今の災害多発の現在、災害察知能力がない人が多くなってしまった。
自然を知り自然と付き合っていく術を身に着け、それを伝える森林ボラ
ンティアを増やし、人々に自然を案内できる森林インストラクターを養
成する。　また、子供たちを自然に誘い、土、菌、虫、動物、木、葉、
花を知り、ネイチャークラフトやネイチャーゲームを通して自然に親し
ませる。

活動場所

森花会

大牟田市、みやま市 補助金額 398,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 57番号令和２年度

森林ボランティア＆インストラクター養成

自然観察会 リモートで森林環境教育

林内作業
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状況写真

R2.6.14
～R3.1.10
全9回

大牟田市上内の山中にて 山の中での安全な過ごし方を学び
森林の整備、ツリーハウスの製作、補修などを行なう。
参加者96人

R2.9.20
R2.12.6

親子木工教室　竹細工製作、そうめん流し　参加者32人
親子木工教室　クリスマスリース製作　参加者25人

R2.6.28
～R2.9.27
全4回

木育　竹や杉の木を使ったおもちゃや遊び道具の製作
参加者23人

R2.8.30
岩戸山歴史文化交流館にて　環境保全についての学びと
親子でネイチャークラフト　参加者25人

活動の目的
有休森林や間伐材を使用し、ツリーハウス作成によって広く森林及び木
材加工に触れていただくことを目的としています

参加者数 201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

団体名 つながるツリーハウス

活動場所 大牟田市、八女市、広川町 補助金額 497,000円

森林づくり活動公募事業の概要

年度 令和２年度 番号 58

活動名称 つながるツリーハウス事業

みんなでクリスマスリース作り！

自分で好きな材料を選んでネイチャークラフト
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参加者数 187名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

令和2年5月22日～
令和3年1月10日
15回実施

令和2年10月11日～
令和3年3月14日　9
回実施

ボラタ森に於いて、八女市商工会青年部や（株）明治の参加で草刈り、
樹木の剪定、果樹の手入れなどを実施。参加者105人

憩いの森に於いて、間伐、丸太によるベンチ作りなどを実施して、森林
浴ができる森づくりを進めている。

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。一般財団法人「星のふ
るさと」公園（八女市委託）と民間が運営する「星の花公園」と個人所有の山林で構
成される。特に民間の所有地は管理運営が難しく放置されてきた。放棄林の再利用を
行い麻生地区全体の景観保全、整備を行う。
「星の花公園（通称　ボラタ森）」は果樹や紅葉狩りが楽しめる森林づくりへ、放棄
林（通称　憩いの森）は、森林を整備して東屋の建設や伐採した木を薪ストーブの薪
として利用する等の森林づくりを行い、麻生丘陵全体で自然とのふれあい体験を実施
することで、森林への興味を持ってもらう。

活動場所

NPO法人がんばりよるよ星野村

八女市 補助金額 233,000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 59番号令和２年度

麻生地区（池の山）周辺の森林整備・里山保全活動

憩いの森の伐採

憩いの森 遊歩道整備

ボラタ森の草刈
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243,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 60番号令和２年度

宇留津地区海岸林の整備活動

　R3.3.20

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　宇留津地区の住民が、周防灘に面した宇留津地区海岸林の森林整備活
動を行うことにより、住民が入りやすく親しみのある海岸林づくりを目
的とする。

活動場所

宇留津自治会

築上町 補助金額

参加者数 160名

令和３年度に向けた作業の打合せ。　参加者１０人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

　R2.7.5

　R2.8.1
　R3.2.６

　宇留津区有林とその周辺海岸において、当団体会員により、草刈り
機・手鎌での下刈りと除伐を行った。参加者1３０人
　宇留津区有林とその周辺海岸において、当団体会員により、草刈り
機・鉈での下刈りと除伐を行った。参加者２０人

活動説明等 区有林の整備

海岸付近の整備 神社周辺の整備
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200,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 61番号令和２年度

松林の整備活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　今津地区の住民が、周防灘に面した海岸林の森林整備活動を行うこと
により、住民が入りやすく親しみのある海岸林にすることを目的とす
る。

活動場所

農事組合法人　今津の里

築上町 補助金額

参加者数 60名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R3.1.9～1.13
5回

R3.3.20

下草刈り作業　参加者５０人

令和３年度に向けての作業打合せ　参加者１０人

活動フィールド

草刈り作業
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161,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 62番号令和２年度

松林の整備活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　高塚地区の住民が、綱敷天満宮周辺の海岸林の森林整備活動を行うこ
とにより、住民が入りやすく親しみのある海岸林にすることを目的とす
る。

活動場所

東高塚共有林組合

築上町 補助金額

参加者数 80名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.7.12～
R2.10.18　２

R3.3.20

下草刈り及び除伐作業　参加者７０人

令和３年度に向けての作業打合せ　参加者１０人

作業ミーティング 草刈り作業

草刈り作業 草刈り作業
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参加者数 23名

植樹活動（新型コロナのため子供の植樹活動が延期になったため会員に
より植樹）　参加者15人

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.11.19

R3.2.4

草刈り及び植穴準備　参加者６人

苗木の積み下ろし作業（苗木５０本）　参加者２人

R3.2.14

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　平成３０年度に完成した伊良原ダム周辺の遊休地等への荒廃（雑草地
化）防止のため、広葉樹の植樹活動を行う事を目的とする。

活動場所

京都森林研究グループ

みやこ町 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 63番号令和２年度

伊良原ダム周辺の広葉樹植樹活動

作業ミーティング 植樹活動

植樹活動 伊良原ダム
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152,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 64番号令和２年度

京築地区森林整備活動

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
森林の重要性を理解し、森林整備活動を通じて京築地区の緑豊かな森林
を維持す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、上毛町 補助金額

参加者数 24名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.10.17

R2.11.28

戸早学園所有の里山をフィールドとした草刈り　参加者10人

三田 実氏所有森林の枝打ち及び間伐　　参加者14人

草刈り中 草刈り中

草刈り中 間伐作業
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森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 65番号令和２年度

里山林の再生活動

活動区分 森林の整備・保全 

団体名

活動の目的
　侵入竹より荒廃した里山（雑木の林）を整備し、地域住民が親しめる
竹林整備を目的とする。

活動場所

里山復帰

行橋市 補助金額 300,000円

参加者数 113名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R2.5.3～
R3.2.21　16回

R2.5.21
R3.2.7 　2回

　下稗田の山林において、当団体会員に加え事前に募った参加者により、鎌や
鉈・草刈り機等での下刈などを行った。また、現地発生材を利用したコマ打ち
などの体験学習も行った。参加者９８人

　下稗田の山林において、当団体会員に加え事前に募った参加者により、鎌や
鉈・草刈り機等での下刈と竹林整備や不要木の伐採搬出などを行った。
参加者１５人

安全第一 灯篭作成

コマ打ちに挑戦ほだ場起こし
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参加者数 50名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R.3.6

R.3.3.７～
R3.3.13　４回

放置された竹林を間伐し、竹林の整備・保全を行う　参加者１５人

間伐した竹を活用して、地域住民を対象としたワークショップを行い、
竹林保全の意識を高めた。　参加者３５人

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　高齢化等により放置された竹林を間伐し、竹林の整備・保全を図る。
また、間伐した竹を利用してワークショップを行うことで、地域住民に
竹に親しんでもらい、竹林保全の意識を高める。

活動場所

一般社団法人美夜古青年会議所

みやこ町 補助金額 300,000円

森林づくり活動公募事業の概要

活動名称

年度 66番号令和２年度

竹林の整備・普及活動

竹林伐採 竹加工

ライトアップ 竹灯篭
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