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事業実施主体一覧表

実績
No

事業
区分

実施団体名 事業概要 参加人数 備考

1 ㋐-③⑤⑧ NPO芸農人

耕作放棄地に広葉樹を植えて、環境学習の森づくりをす
る。講師から植樹の仕方や森と海の関係など、環境につい
て学ぶ。
土佐ヒノキの間伐材を削り、「マイ箸づくり」をする。焼きペ
ンで名入れをし、柿渋を塗って仕上げる。

60名 253,053円 250,000円

2
㋐-②③④
㋑-⑤
㋒-⑦⑧

こうち森林救援隊

南国市禅師峰寺の麓から本堂まで340ｍの遍路道周辺の
竹木類の除伐採や下草類の刈払い作業を行い、明るい遍
路道の再生を目指す。
整備した竹林内や遍路道の周辺には桜やツツジ、アジサイ
などの観賞木（100株前後）を植樹し、花の開花時期には地
域住民の憩いの場として活用してもらうことやお遍路さんへ
の「おもてなしの心」にも繋がる里山づくりを目指す。
また、近隣の子どもたちの遊び場や環境学習の場などとし
ても活用する中で、情操教育の醸成に寄与していくととも
に、来るべき南海大地震に備えるための防災学習の場とし
ても活用するなど、子どもたちも育める里山づくりを目指
す。

62名 303,305円 250,000円

3
㋒-①②
　　⑦⑧

アジロ山の自然と環境を守る会

・森の中の楓倒木の伐採や枯れ木の除去、密集した広場
の木の除去、遊歩道の整備と周辺の草刈り作業を行い、
自然体験などこどもたちが安心して遊べる「アジロ自然の
森」整備作業を行う。
・「森のようちえん＆自然体験」を開催し幼児期の子供たち
に森の美しさ、自然を守ることの大切さを体感してもらう企
画を２回実施する。
１回目は道の整備体験と森の散策、木工クラフト
２回目は焼き芋体験と森の散策、木工クラフト

104名 274,055円 250,000円

4 ㋒-⑧ まきのシェアリングネイチャーの会
牧野植物園を活用し自然体験活動（環境教育）プログラム
であるネイチャーゲーム等を実施する。

中止

5 ㋑-⑧ 情報交流館ネットワーク

・森林や木材等に関連した出展や展示、ワークショップ
・森林センターの自然を活用した自然体験
・地元の特産品などの出店
・森の音楽会
などを実施する。

中止

6 ㋒-⑧ 船戸活性化委員会「四万十川源流点」

・ウォーキングイベントに向けて散策コースである古道・木
馬道の復元、追合の滝周辺の整備を行う。
・ウォーキングイベントでは四万十川源流地域の豊かな自
然環境の中をウォーキングすることにより、里山の文化と
保全活動を理解していただく。コースは満天の星本社駐車
場から四万十源流点までの往復１６㎞と四万十源流セン
ターから四万十源流点までの往復８㎞の２コースを設定。

55名 303,924円 222,616円

7 ㋒-⑦ 高知県森林インストラクター会

梼原町松原に位置する久保谷ロードは、森林セラピーの
ロードに認定されている。この行事では、セラピー体験とあ
わせて、植物やきのこの観察を実施することにより県民の
皆さんに森林に親しむ機会を提供するとともに森林の効能
に対する理解を広く深めていただく。森林セラピーの講話
のあとセラピーガイドとともに久保谷ロードを散策しながら
周辺の自然を観察する。

26名 239,501円 239,501円

8 ㋒-⑦ 高知県森林インストラクター会
室戸岬周辺（亜熱帯植物群落）及び金剛頂寺（ヤッコソウ）
等を散策し、樹木を中心とした植物の特徴を観察するととも
に、森林の公益的機能と生態系の循環を学習する。

24名 222,255円 222,255円

9 ㋑-⑤⑧
甫喜ヶ峰森林公園
ネイチャーゲームの会

自然体験活動（環境教育）プログラムであるネイチャーゲー
ム並びに木や竹を使ったクラフト教室を実施し、こどもたち
の豊かな心や生きる力を育む。

37名 101,626円 77,710円

10 ㋒-⑦
中芸地区森林鉄道遺産を
保存・活用する会

魚梁瀬森林鉄道が走り、チェーンソー導入前（昭和30年代
半ば）に活躍した伐木方法を、当時活躍した伐木手（杣）が
大木を伐り、先人の知恵と技術を伝承することで、北川村
や中芸地区での林業と生活の歴史、そして現在の森林の
現状について、理解を深めてもらう。また、見学・体験する
ことで県内の森林について考え、行動してもらうきっかけ作
りとする。

42名 199,953円 141,358円

11 ㋒-⑦ 高知県青年団協議会
県内の農山村地域にとって身近な里山との関りについて学
び、更には草刈りや薪割りの実践を通し、地元青年と移住
者で活発な交流を行う。

35名 276,493円 249,933円

12 ㋒-⑧
公益社団法人

生態系トラスト協会

ヤイロチョウの日に合わせて、８月１５日は「ヤイロチョウの
森の動植物ガイドツアー」、８月１６日は「ヤイロチョウの森
を語るトークショー」を開催。両日ともオンラインでも参加で
きる。

38名 201,187円 187,721円



事業実施
市町村

団体所在地 事業費 補助金額

香美市

香美市

香美市

高知市

香美市

高知市

土佐清水市

土佐清水市

大月町

大月町

梼原町

梼原町

香美市

香美市

大月町

大月町

大月町

大月町

四万十町

四万十町

2,455名 5,673,595円 4,411,451円
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実績
No

事業
区分

実施団体名 事業概要 参加人数 備考

13 ㋒-⑦
甫喜ヶ峰トレイルランニング

実行委員会

甫喜ヶ峰森林公園内に10km、リレー、キッズの３コースを
設け、それぞれのコースを走ることで高知の森林や自然に
触れてもらう。

271名 807,443円 245,743円

14 ㋒-⑦ 一般社団法人高知県山林協会

森のようちえんの甫喜ヶ峰森林公園版として実施。森の楽
しみ方をスタッフと一緒に体験してもらい、森林や自然の大
切さを感じてもらう。森の中で遊ぶ方法を考え、遊び方を生
み出し、思う存分遊んでもらう。

55名 201,733円 179,520円

15 ㋒-⑦ 一般社団法人高知県山林協会
森林や木に関する体験コーナー等を、地元、関係団体、ボ
ランティア団体等に設置してもらい、街の人に森林や自然
に興味を持ってもらう。

1,307名 236,790円 216,748円

16 ㋑-⑧ サンゴと森の救援隊

山仕事の内容や取り組みの理念を紹介しながら、今回使
用するヒノキの伐採を映像で紹介し、あらかじめ切り出し・
製材した木材を使って「折りたたみ式屋台」を作成する。大
工さんからカンナがけと組み立て方を習いながら仕上げ、
カンナがけで出来たヒノキの削りかすでサシェを作る。作成
した屋台は新しくできた水族館のマルシェで活用していただ
く。

35名 264,444円 249,000円

17 ㋒-③ 大月町備長炭生産組合

製炭体験、ウバメガシの植栽、苗木づくり、ウォーキングや
どんぐりの収穫体験をすることにより、自然に親しんでもら
い、山林や地域産業の理解を進めるとともに、地域内外の
交流を促進する。

44名 348,369円 236,494円

18 ㋒-③
特定非営利活動法人
四万川龍神の里

山道の草刈りや清掃を行ったり、森林の中でモニュメント作
りや森づくりなどを行い、地域住民と参加者、または参加者
同士で人との親睦を図る。

91名 310,991円 250,000円

19 ㋒-⑦⑧ 梅久保昔の青年団

香美市香北町の御在所山のふもと地域において、森林資
源と山の恵みの「水」にスポットをあて、それらの持続と活
用について具体的に話し合い、今後の活動や取り組みを
考える。
1回目は大荒の滝を散策して野草植物の観察や、植林、植
樹を見学。2回目はトークセッションを開き、地域の資源と課
題について考え、今後の展開をイメージする。

60名 310,854円 250,000円

20 ㋒-⑧ 大月森づくり会

・大月町の多様な広葉樹林（雑木林）について学ぶ為、樹
木の名前と共に、人や他の生き物にどのように利用されて
いるかなど、様々な角度から広葉樹のことを学ぶ。
・アサギマダラの生態と環境を学習すると共に、大月町の
森林にて、アサギマダラを観察、森林環境の大切さを学
ぶ。

34名 260,348円 250,000円

21 ㋑-⑤ 高知工科大学WAｖert

過疎化集落（人口10名程度）の住民等が憩う場づくりを行う
ため、大工や建築家からレクチャーしてもらいながら木工製
作を行うワークショップを開催する。
製作した木工品は集落の古民家に設置し、地域住民やお
遍路さんらの休憩所として利用してもらう。

36名 250,401円 250,000円

22 ㋑-⑤
公益社団法人

生態系トラスト協会

ヤイロチョウをシンボルとした高知県の森の未来について
考える機会とし、幼児から大学生までを対象に学習会を開
催する。目的に沿ったイラスト・写真・動画・作文等を募集し
て作品を審査・表彰する。

39名 306,870円 192,852円

（注）１　番号は、別紙４の番号と一致させてください。
　　　２　「事業区分」欄については、別表第２の「事業内容及び補助対象経費」欄の事業区分の数字を記入してください。
　　　３　「市町村名」欄については、実施団体の主たる事務局等が所在する市町村名を記入してください。
　　　４　必要に応じて、増行、増項等を行ってください。


