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平成２６年度こうち山の日推進事業実施一覧表
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1 ウ-⑧ 香南市 三嶺の森をまもるみんなの会

三嶺山系でのシカの影響が顕在化する前の写
真と、今の現状を観て頂き、あわせて講師から森
林の持つ機能、シカの影響、森林の機能を維持
するために取り組むべき事柄について現場で実
践的な講義を行う体験学習事業。

44名 202,180円 202,000円

2 ア-⑧ 香美市 情報交流館ネットワーク

技術センター、研修センター、情報交流館の三者
が共同し自然体験や木工クラフト体験、パネル展
示、工芸品や特産品の販売、音楽イベントなどを
開催し、各施設の取り組みも踏まえ、森林機能と
高知の林業などについて体験学習するイベント。

876名 351,140円 250,000円

3 ウ-⑦ 高知市
一般社団法人

高知県山林協会

障がいのある子どもたちとその家族を対象に薪
でご飯を炊き、昼食のお弁当を作ります。その後
林道 御幸線を散策しながら、記念の森で昼食。
午後は五感をつかって自然を感じることのできる
ネイチャーゲームを行う体験学習事業。

25名 177,751円 166,000円

4 ウ-⑧ 大豊町 立川体験交流の会

木の丸太橋が昔の生活の中で実際に使われて
いたお話しを紙芝居を用いて説明、その後実際
に川に丸太橋を架けてみんなで渡ってみる体験
学習事業。

27名 267,154円 250,000円

5 ァ-① 高知市 森の元気！お助け隊

①チェーンソーによる間伐を見学し、その後子供
達に「手挽鋸」を使って小径木を実際に抜倒。抜
倒した小径木などを元に木工クラフト体験を行い
ます。
②「竹のはなし」を、資料を配布して座学土佐市
の竹製品工場（武森産業）を見学、午後はアジロ
自然の森に帰り、油抜きした竹製ビアグラス・ぐ
い呑みなどを作ります。

67名 255,228円 246,000円

6 ウ-⑦ 高知市 アジロ山の自然と環境を守る会

のこぎり体験で間伐をして切った木の皮はぎ体
験を行い、久保谷山から流れる清流で魚や幼虫
に触れ自然環境を守ることの大切さを学ぶ体験
学習事業。

62名 290,091円 246,000円

7 ウ-⑧ 高知市 森のこども祭実行委員会

ステージイベント、森のスタンプラリー、ものづくり
体験広場、うまいもの広場など“森”をテーマとし
て、森・川・海のつながりや、森と街との結びつき
による暮らし・環境を考えることを目的とした体験
学習イベント。

3,070名 331,111円 250,000円

8 ウ-⑦ 高知市
障害者の生活と権利を守る

高知県連絡協議会

香美市の森林研修センター（情報交流館）におい
て竹害の学習及び竹炭づくりを体験し、その後香
美森林組合の作業地において林業についての
学習を行う体験学習事業。

19名 196,475円 187,000円

9 ウ-⑧ 高知市 高知県キャンプ協会

キャンプを通して、白滝鉱山跡、白滝の森や野原
に咲く花、鳥や昆虫を探したり、森の働きを観
察。登山にもチャレンジ、夜はテントの中から満
天の星空も観察し、緑の働きや大切さについて
考えてみる体験学習事業。

18名 186,830円 144,000円

10 ウ-⑧ 須崎市
NPO法人

四国自然史科学研究センター

調査用具を示しながらコウモリの生態や、森や人
との関わりを紹介し、調査用のドンゴロストラップ
を参加者と一緒に作製。作製後は参加者に貸出
し自宅で調査して貰います。その後フィールド内
を散策し、懐中電灯による視認とバットディテク
ター（人には聞こえないコウモリが出す超音波
を、人が聞こえる音に変換する機械）を用いて観
察会を行う体験学習事業。

73名 155,799円 155,000円
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11 ウ-⑧ いの町 本川ネイチャークラブ　

①森や川の働きを講師から聞き、遊歩道を散策
し、昆虫やムササビなどを観察します。
②森林や川の働きを講師から聞き、森の中の遊
歩道を散策し、野鳥や野草、樹木の観察を行い
ます。
③林業遺産「森林軌道跡」を散策しながら。お気
に入りの宝物(レールの後、木の実、小石など)を
探します。
④紅葉に染まった森の中の木造の建物で、里山
の料理と音楽を楽しむ催しを行います。

88名 284,850円 209,000円

12 イ-⑤ 高知市 ネイチャークラフト研究会

①夏休みの宿題として提出できるような小枝や
木の実を使ったクラフト教室、および県産間伐材
を活用した木工教室を開催。あわせて、森林の
機能と役割について学習し、森林の重要性と森
林環境税の有用性への理解を深めて貰います。
②「門松」の歴史と文化、日本に持ち込まれた孟
宗竹の歴史と利用についての講話を行い、門松
を製作。最後に里山で増加が目立つ竹林の現状
を紹介し、竹炭や竹製品などの活用について提
案します。

78名 293,838円 225,000円

13 ウ-⑦ 津野町 郷地区活性化検討委員会

地元ではパワースポット・ハート形の滝として有
名な「長沢の滝」のある長沢山への地元ガイドと
一緒にウォーキング。そして地元間伐材を使った
クラフト体験。昼食は山の豊かさ・地域食材にこ
だわった料理を堪能し体験・体感を通して森林資
源の豊かさを知ってもらうく体験学習事業。

96名 455,675円 250,000円

14 ア-③
土佐清
水市

サンゴの森の救援隊

ウバメガシの苗を実施場所山林にて植樹、植樹
後、土佐清水市内の節納屋を見学し、ボサ（ウバ
メガシ）が実際どのように使われているか、節が
出来上がるまでの行程などを学習。見学後、宗
田節でとった出汁を使い、味噌汁の試食などを
行う体験学習事業。

31名 255,435円 244,000円

15 ア-③ 大月町 大月町備長炭生産組合
製炭体験、ウバメガシの植栽、ウバメガシの大木
を見るウォーキングなどをし、森や地域産業への
理解を深めてもらう体験学習事業。

40名 224,086円 185,000円

16 ウ-⑧ 宿毛市 研究会はたのおと

ミツバチの生態や巣箱の構造，ニホンミツバチ分
蜂群を誘引する東洋蘭（ミツバチラン）の育て方
に関する座学ののち，実習として，間伐材を活用
したミツバチ巣箱づくりを行います。参加者は自
分が作った巣箱とランを持ち帰ることができる体
験学習事業。

38名 285,365円 250,000円

17 イ-⑤ 黒潮町 幡多山もりフェス実行委員会

間伐材を利用しての木工イス作り体験、苔玉作り
体験、リース作り体験、薪割り体験、木の名前ク
イズ、森林組合ＰＲ、森林・木材についてのシン
ポジウム、林業機械の体験乗車、設計・リフォー
ム相談など様々な形で木の良さを感じて貰うイベ
ント。

3,310名 307,208円 250,000円

18 イ-⑥ 香南市 学生団体FAN

林業に関わるセミナーでは、嶺北の森林をフィー
ルドとして、森林散策から原木市場やモデルハウ
スの見学、森から家ができるまでの一連の流れ
を学習します。木造建築に関わるセミナーでは、
高知県内で活躍されている土佐派の職人の方々
を講師として招き、土佐派の設計理念から土佐
和紙、土佐漆喰など高知特有の技術について学
習する４日間の体験学習事業。

31名 500,492円 200,000円

19 ア-② 高知市 こうち森林救援隊

高知市鏡の森をフィールドとし間伐体験や植樹、
間伐材を利用した木工教室の開催など、森林保
全活動の大切さや間伐材利用の普及啓発などを
行うイベント。

152名 239,197円 235,000円

20 ウ-⑧
四万十

町
朝霧森林倶楽部

①間伐体験②既存のツリーハウス、ログハウス
修理と整備③遊歩道、広場の整備④ツリークラ
イミング体験⑤シイタケの駒打ち体験⑥アジサイ
の植栽などを地域の子供達と一緒に行う体験学
習事業。

125名 241,327円 241,000円
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14,444名 9,154,041円 6,761,000円合計

21 ウ-⑧ 大豊町 嶺北ジビエ実行委員会

鹿の食害問題に悩まされる四国の山の実態を学
び、山への知識を深めてもらいます。また捕獲し
た鹿や猪を美味しく食べてもらう事により食害問
題の総合的な解決を目指し、山の環境回復や捕
獲後の鹿の資源化を目指す森林環境学習イベ
ント。

1,458名 1,490,111円 250,000円

22 香南市 体験活動高知

木の実クラフト、バードカービング、枝鉛筆作り、
木の人形作り、枝の虫作り、県産桧端材での家
作り、カッコー笛作り、県産桧端材のゴム鉄砲作
り、万華鏡作りと自然観察、ラワンの種とばし、マ
イクロスコープカメラによる自然物を拡大して観
察する、楠からショウノウを作る実験、5分ででき
る炭焼き体験、葉脈標本作り、環境学習座学、
校庭の樹木の学習などを行う体験学習事業。

512名 294,129円 294,000円

23 香南市 物部川21世紀の森と水の会
ネイチャーゲーム体験・間伐・シュノーケリング教
室・木工クラフトなどを行う自然環境体験学習事
業。

412名 400,008円 400,000円

24 香美市 情報交流館ネットワーク

森林環境学習、万華鏡づくり、植物観察、木工ク
ラフト、その他理科実験、草笛教室、紙漉き体
験、炭焼き体験、きのこ栽培などを行う体験学習
事業。

1,495名 407,741円 407,000円

25 高知市
一般社団法人　

高知県山林協会

子ども達などを対象に、森林や山に対する理解
や関心を深めることを目的に、幼稚園、保育園、
小学校、養護学校の要望に応じて、地域の森
林・林業の専門家や、森林組合、森林・林業関係
者の協力を得ながら山の一日先生を派遣し、山
の環境学習等を実施する体験学習事業。

2,111名 576,808円 576,000円

26
高岡郡
津野町

津野町森の拠点づくり
運営委員会

森林体験、森林教室・椎茸栽培教室・木工、竹細
工教室を行う体験学習事業。

186名 484,012円 449,000円

⑨山の
一日先
生派遣


