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平成２４年度 森林づくり提案事業一覧表
(単位：千円、人)

1
両子山の自然林育成事
業

両子の森プロジェクト 国東市
両子山の自然林育成事業として、下草刈り、植樹、シカネット補修等を
実施し、土壌培養と水質保全についての理解を深める

500 298

2
｢耶馬の森林｣植樹の集
い

「耶馬の森林」育成協議会 中津市
地球温暖化防止等の森林の多面的機能を持続的に発揮させるため
「耶馬の森林」植樹の集いを開催し、広葉樹植栽や耶馬溪ダム上下流
域住民の交流を通じて、森林に対する理解を深める

750 538

3
栗山を学びの森ふれあ
いの森に

NPO法人CO2削減を考える会 宇佐市
雑木林整備、桜の記念植樹（卒業･入学・結婚）を行い、神体山でもあ
る栗山を保全する

352 62

4
青江ダム森林公園づくり
事業

青江ダム森林公園づくり実行
委員会

津久見
市

青江ダム周辺の荒廃した森林の整備（植栽･保育等）と散策道整備を
行うほか、子供たちの森林環境教育の場として活用する

561 294

5
間越海岸保安林再生プ
ロジェクト

NPO法人おおいた環境保全
フォーラム

佐伯市
間越海岸等の保安林を保全するための整備（クロマツ植栽･下刈り等）
を実施するとともに、市民や子供たちの参加による森林環境教育を実
施

658 358

6
上野ヶ丘墓地公園の森
の整備

おおいた上野の森の会 大分市
近隣住民の安心･安全、市民の憩いと安らぎ、生物多様性の確保のた
め森林整備（ヤブの整理、樹木の剪定、倒木撤去等）を実施。また、選
定した樹木を使った体験活動、森についての学習会を開催

75 184

7
森づくり公園の育成と森
に関する特別事業

つくみ環境美化グループ
津久見

市

森林公園で植栽・保育作業を行い市民が憩える空間づくりを実施。ま
た、整備した森林公園を活用し、小学生対象の「森の教室」や「椎茸駒
打ち体験」を実施し、森林環境教育を推進する

407 456

8
森林の恵みを感じるエコ
キャンドルイベント体験
事業

エコキャンドルイベント実行委
員会

臼杵市
一般市民を対象に、地域の森林資源をふんだんに使ったランタン製
作体験等を通じ、森林の恵みや森林の豊かさに触れてもらうことで、、
森林に対する意識の醸成を図る

339 234

9 漁民の森林づくり事業
NPO法人
大分グリーンヘルパーの会

由布市
健全な森林の育成、県土の保全、水資源の涵養、空気の浄化、豊か
な漁場の形成を目的に、一般市民や漁協関係者等と協働で「漁民の
森林」の保育整備（下刈、補植）を実施

299 80

10
かくれた山里の景観保
全と名木の山里づくり５

河原内つじ会 大分市
樹齢100年以上の大分市指定名木等を保全し、名樹の里山づくりを推
進するため、樹木周辺の森林整備（除伐、草刈り）や竹林整備を実施

151 106

11
里山再生＆かぐや姫ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

NPO法人
ｸﾞﾘｰﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰおおいた

由布市
都市住民（森林ボランティア･学生）と共同で里山再生事業を実施。ま
た、希少生物の保護、竹文化の伝承等を実施

140 122

12
おおいたの自然が循環
する森づくり

NPO法人
碧い海の会

大分市ほか

市民ボランティア、他NPO法人、地域住民、障がい者雇用企業等と連
携し、炭焼きを通じ森林資源を循環させ森林整備を加速させるほか、
子どもたちを対象とした森林整備・炭焼体験活動等森林環境教育を実
施

500 1,800

13
森林づくり活動(森林ｾﾗ
ﾋﾟｰ支援事業）

森林ボランティアりょうぜん会 大分市
森林セラピー基地として認定を受けた霊山において、一般ボランティ
アを募集し、森林や作業道の整備を行うとともに、地元住民と都市住
民との交流を図るほか、小学生を対象とした森林環境教育等を実施

211 60

14
森からのおくりもの、森
からのメッセージ事業

(公財)人材育成ゆふいん財団 由布市
湯布院の観光客など、特に都市住民や子供たちを対象に、木工職人
の技術（間伐材利用の木工品）やメッセージを啓発･提供するほか、木
工教室の開催等により、森林環境保全のメッセージを創出する

400 1,112

15 200海里の森づくり (財)中津江村地球財団 日田市
上流の森づくりを下流域住民と行い、水源地域の森林の大切さの周知
と森林整備に対する意識の高揚を図る

860 373

16 市民参加の森づくり 日田市 日田市
日田市民や筑後川下流域住民に、森づくりをとおして森林や木の文
化に対する意識の醸成を図るとともに、上下流域住民の交流・親睦を
図る

225 265

17
新たな広葉樹林の森林
づくり実験

自然の森林づくりプロジェクト 日田市
スギ伐採跡地に自生する広葉樹や芽苗等の成長を促進させながら成
育過程を経過観察し、速やかな広葉樹林の成林を図る

100 72

18 千年の森づくり事業 ふるさとキャラバン隊 玖珠町
有明海に豊かな水を注ぐため筑後川の上流域において森林整備を行
う

410 110

19
荒廃竹林の整備及び竹
の有効利用

千年あかり実行委員会 日田市
管理不足の竹林の伐採･片付けを支援し健全な里山を保全する。ま
た、伐採した竹で灯籠を製作し、日田市千年あかりで有効利用する

440 145

20
森林文化を守る５００年
の森づくり

森林文化を守る５００年の
森づくり

日田市
木材を使った文化的活動実施者と一緒に森づくりを行い、森林と文化
活動の関係性を伝える

450 103

参加
者数

北
部

中
部

NO 流域名 事業の名称 事業主体 活動場所

西
部

事 業 内 容 交付額
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参加
者数

NO 流域名 事業の名称 事業主体 活動場所 事 業 内 容 交付額

21
森林(田舎)暮らし体験事
業

万年山妙見様湧水活性化
委員会

玖珠町
地域外の人との体験交流を通じ、自然環境のすばらしさや林業への
理解を深めてもらうとともに、山村の暮らしを発信する

450 133

22
次世代へ残そうｼｵｼﾞの
森（森の保全活動とｴｺｳ
ｵｰｸ）

NPO法人
生活環境テラス

日田市
シオジ原生林を次世代に受け継ぐための保全活動とより多くの県民に
してもらう活動のためエコウオークを開催する

265 11

23
清水町ふるさとの森再生
事業

清水町共有林 日田市
竜体山森林公園に隣接する共有林を市民に開放し、身近な森林とし
て年間を通して楽しめる森づくりを行う

600 117

24 「森林･木材」講演会 大分県木材青壮年連合会 日田市
森林・木材講演会を通じ、日本を代表する木材産地である日田市の森
林の状態を県民に知ってもらう

450 512

25
ひと山まるごとｶﾞｰﾃﾞﾆﾝ
ｸﾞ

ラブ・グリーン大山ボランテイ
ア実行委員会

日田市
下流地域の住民ボランティアによる育林活動を行い水源の涵養に努
める

320 154

26
三日月山桜の森づくり
事業

夜明地域環境整備実行委員
会

日田市 憩いの森づくりにより都市と地域の交流を行い地域の活性化を図る 454 70

27
伐株山森林公園整備事
業

玖珠地区コミュニティ運営協
議会

玖珠町 伐株山頂で植樹等を行い、町民憩いの森林公園を整備する 750 143

28
内河野憩いの森づくり事
業

内河町自治会 日田市
採石場跡地を緑化し、森づくりを通じて地域の絆を結び、地域の発展
を図る

500 35

29
ボランティアによる森林
づくり事業

佐伯広域森林組合 佐伯市
公募参加者や、自主参加者による森林ボランティア活動（植樹、育樹）
を行い、県民の森林への関心を高める

500 250

30
広葉樹の森自然体験事
業

観感の里森の会 佐伯市
伐採跡地に広葉樹を植栽し自然環境の復活を図り、河川を活かした
自然体験学習を行うフィールドをつくる

500 50

31 秋葉山森林整備事業 秋葉山さくらの会 佐伯市 秋葉山周辺で植栽や歩道整備等の環境保全活動を実施 500 300

合 計 13,117 8,547

南
部

西
部
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＜両子の森プロジェクト（国東市）＞ ＜「耶馬の森林」育成協議会（中津市）＞

両子山における植樹活動 耶馬溪ダム湖畔における植樹活動

＜(公財)人材育成ゆふいん財団（由布市）＞ ＜おおいた上野の森の会（大分市）＞

谷小学校で「マイ箸づくり」木工教室 森林整備（ヤブの整理、剪定、倒木撤去等）

＜ふるさとキャラバン隊（玖珠町）＞ ＜佐伯広域森林組合（佐伯市）＞

千年の森（万年山の麓）における下刈作業 体験公園「亀の甲なおかわ」周辺における
植栽活動

森づくり提案事業 実施例
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平成２４年度 美しい里山づくり支援事業一覧表
(単位：千円、人)

1
湊川上流域里山林整備
事業

NPO法人 さがのせき・彩彩
カフェ

大分市
放棄荒廃し竹林化した里山を整備し、豊かな植生を取り戻す。整備完了
後は、豊かな自然を活用して子どもの環境教育等を実施していく

450 40

2
パークプレイスの美しい
里山保全

ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分公園通り自治
会連合会

大分市
荒廃した斜面の森林部分で除伐を行い、樹間にサクラを植栽することで
里山を復元するとともに景観保全を行う

150 180

3
ふるさとの風景を昭和初
期の時代に再生する

豊後ふるさと再生塾「昭和の
里″かぐや姫″」

大分市
荒廃した里山、住居や田畑に迫っている竹林、雑木を伐採し、有効活用
するほか、子供たちの遊びの場、高齢者の憩いの場、自然体験ができる
交流の場として整備する

750 221

4 山桜日本一の里づくり 永慶寺山登８３戸組合 由布市
永慶寺周辺の荒廃森林の整備、サクラ等の広葉樹植栽により里山を復
元、景観保持を行う。また、遊歩道、ベンチを配置し、登山客や地域住民
の憩いの場として活用する

840 140

5
未来につなぐ!“ゆのきの
里”夢実現ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

柚の木中山間地域等直接支
払組合

由布市
竹が侵入し荒廃している里山を整備し、地区行事やイベントで活用できる
広葉樹の森を造成する。また他地域の人でも気軽に散策できる憩いの場
として整備する

638 90

6
津久見市の春は四浦半
島から

四浦を考える会 津久見市
地域住民･企業等のボランティアが参加し、河津桜やクヌギ等の広葉樹を
植栽することで豊かな海の再生や森林づくり意識の醸成を図る。また桜の
名所として地域活性化を図る

296 140

7
久住連山を背景とした
風情豊かな里山づくり

NPO法人しだれの里を創る会 竹田市
長湯温泉に桜や花を植栽し、大自然と人間との共生と新しい名所を創り
地域経済の活性化を促進する

665 245

8
城跡･大ﾊﾟﾉﾗﾏ・広葉樹
林の里山づくり整備

牧の城森林環境保全愛好会 竹田市
桜･もみじ等の造林を行い「城跡･大パノラマ･広葉樹林」の里山づくりを行
う。また、広葉樹林を整備し名水百選等と一体化して、ハイキングコース
の整備、小中学校の理科教材の利活用等を行う

174 193

9
西
部

美しい里山づくり 日田市 日田市
放置森林の伐採･片付け等を支援し、災害発生の未然防止や集落の安
心･安全な暮らしを守る森林づくりを推進する

823 35

10
南
部

紅葉樹の美しい里山づ
くり事業

紅葉樹の美しい里山づくりの
会

佐伯市 里山に紅葉樹を植栽･管理して、鋼製に引き継いで行く 440 200

合 計 5,226 1,484

事 業 内 容 交付額
参加
者数

中
部

NO 流域名 事業の名称 事業主体 活動場所
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＜NPO法人さがのせき・彩彩カフェ（大分市）＞ ＜四浦を考える会（津久見市）＞

本神崎地区における荒廃竹林整備 四浦半島における河津桜の植栽

＜豊後ふるさと再生塾「昭和の里かぐや姫」（大分市）＞ ＜永慶寺山登８３戸組合（由布市）＞

竹中地区における荒廃した里山林の整備 永慶寺周辺（庄内町五ヶ瀬地区）における
広葉樹植栽

＜紅葉樹の美しい里山づくりの会（佐伯市）＞ ＜牧の城森林環境保全愛好会（竹田市）＞

佐伯市宇目大平地区における下刈作業 牧の城周辺里山における歩道整備、
ベンチ設置等

美しい里山づくり支援事業 実施例
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平成２４年度 子どもの森林体験活動支援事業一覧表
(単位：千円、人)

1 山で遊ぼう!横岳ﾌｪｽﾀ 横岳フェスタ実行委員会 杵築市
山で遊び親しむ体験を通じて、森林の恵みや自然環境を実感する契
機とする

335 300

2 遊悠の森 後山元気くらぶ 宇佐市
地元や近隣の小学生を対象に森林体験学習を行い、自然の恵みや
森林のはたらきについて理解を深める

49 24

3
森のめぐみの創設と河
川愛護促進事業

宇佐市の森と海の共生を推
進する会

宇佐市
小学校の子供達に、植樹体験や森林効用・河川の役割等の講習会、
森と川と海からの恵みの食育学習を実施し、森林や自然を愛する豊か
な心、森林への感謝の気持ちを育み、地域力の向上を図る

424 60

4
三郷小学校みどりの少
年団における森林体験
学習

三郷小学校みどりの少年団 中津市
子供達に、山、川、海のつながりと森林の働きの重要性を理解させ、
緑を愛する心を育成する

201 98

5
「身近にあったぞ!子ども
たちふれあいの森」の整
備と企画運営

おいちゃんの会 中津市
身近にある里山に慣れ親しみ、子供達のふれあいの場として活用す
るための活動を行う

71 98

6
ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑで森林を学
ぼう

おおいた東ネイチャーゲーム
の会

大分市
ネイチャーゲームを通して、子供たちを対象に森林体験を行い、森林
に対する関心度の向上を図る。さらに森林環境、地球温暖化防止意
識の啓発･育成を深める

71 62

7 福徳癒しの森
学校法人城南学園
福徳学院高校

由布市
地域の景観を守りながら森の整備を実施。高校生に森の大切さを理
解させる環境教育の実施。植樹したヤマモミジ、ヤマザクラが育った段
階で森を利用した学校教育の実施

624 664

8
うーた里山林再生ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

うーたの会 大分市
里山林再生･保全をテーマに、子供たちの自然･森林体験活動の推進
に資する安全･安心なフィールドづくりを行うとともに、生物多様性･温
暖化防止・生涯学習等の指向を盛った多様な活動を推進する

554 461

9 ﾁｬﾚﾝｼﾞ!森のｷｬﾝﾌﾟ2012
一般社団法人
ガールスカウト大分県連盟

大分市
次代を担う少女たちが、自然豊かなフィールドでの体験活動を通じ、
自然への畏敬の念を持ち、森の恵みや森林の機能、地球環境への理
解を深める

554 207

10 里山保全親子森林教室
ＮＰＯ法人
里山保全竹活用百人会

竹田市
次世代を担う子どもたちに森林や自然を愛する豊かな心を持ってもらう
ことが重要である。自然素材を使った遊びや森林体験活動を通して、
森林の重要性を認識してもらう

214 40

11 南小学校跡地利用
南小学校跡地利用推進協議
会

豊後大野市
森林との共生の必要性を次代を担う子供たちに伝え、広く一般社会に
その気運を高める活動を行う

488 171

12 森林教室バスツアー
2012全国乾しいたけ振興大
会
実行委員会

豊後大野市

森林体験ツアーにおいて、椎茸の採取体験、廃ほだ木の利用を通じ
た学習会等を実施し、森林の多面的機能や森林のもつ魅力と価値を
再確認してもらう

503 91

13
大野町ふれあいの森 森
林づくり大会

ＮＰＯ法人
大野町森林くらぶ

豊後大野市

森林ボランティア活動に関心のある都市住民や次代を担う青少年に、
森林と水、鳥獣との関わりについての学びの場を提供するために森林
整備を行う

263 103

14
子どもの森林体験学習
活動

豊後自然塾 日田市
子供たちを対象に、森林体験活動を行い、森林環境保全の重要性を
学習する

500 483

15
子どもの炭焼等森林体
験活動

九重宝夢工房 九重町 子供たちに炭焼き体験等を通して里山の大切さを知ってもらう 350 104

16
子ども達の体験型森林
環境教育

山浦川・慈恩の滝ふるさとづく
り実行委員会

玖珠町
子供たちが森林や河川を含めた自然の大切さを学び、将来の自然環
境保全につなげていく

250 68

17
子どもの森林体験木育
授業

日田木材協同組合青壮年会 日田市
子供たちに地元の山林がいかにして守り育てられているのかを知って
もらい、森林の多様性の一部を知ってもらう

443 50

18
南
部

森のチカラ親子体験 NPO法人未来塾 佐伯市
県内の親子に、森に関する知識や木づかいの楽しさを知ってもらい、
森林環境保全への関心を醸成する

426 50

合 計 6,320 3,134

流域名 事業の名称 事業主体 活動場所 事 業 内 容 交付額
参加
者数

北
部

中
部

西
部
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＜横岳フェスタ実行委員会（杵築市）＞ ＜三郷小学校みどりの少年団（中津市）＞

横岳自然公園にて竹細工づくり 中津市山国町守実の里山にて森林体験学習

＜学校法人城南学園福徳学院高校（由布市）＞ ＜南小学校跡地利用推進協議会(豊後大野市）＞

庄内町阿蘇野の学校林にて植樹体験 あかい屋根の郷にて椎茸駒打体験

＜九重宝夢工房（九重町）＞ ＜NPO法人未来塾（佐伯市）＞

九重町松木地区において炭焼き体験学習 佐伯市堅田地区の山林内にて親子
森林体験学習

子どもの森林体験活動支援事業 実施例
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