
別紙３

事業費 補助金額

ウ-⑧2 916,301円 250,000円

高知市

高知市

須崎市

大豊町

黒潮町

四万十市

中土佐町

中土佐町

香美市

中土佐町まるごと市
実行委員会

森の元気！お助け隊

甫喜ヶ峰森林公園
ネイチャーゲームの会

甫喜ヶ峰森林公園
ネイチャーゲームの会

ＮＰＯ法人四国自然史
科学研究センター

土佐教育研究会
環境教育部会

高知市

協同組合高知県木材工業
団地連盟青年会

嶺北ジビエ実行委員会大豊町

大月町 大月町備長炭生産組合

238名 368,816円 248,000円

備考

1274名

1

実施団体名

イ-⑤

参加人数
実績事業区

分
市町村名

高知市

10 ア‐④

No

ア-③3

4 ウ-⑧

5 ウ-⑧

6 ウ-⑧

7 イ-⑤

12 ウ-⑧

9 イ-⑤

ウ-⑧8

11 ウ-⑧

13 ウ-⑧

244,887円 130,000円

200名 254,641円 250,000円

・大野見島ノ川渓谷にて紅葉時期にウォーキングを行
い、植物に対する知識と理解を深めるとともに、地域
の森林を守る重要性を知ってもらう

260,306円

5000名 270,645円 250,000円

立川体験交流の会

黒潮町佐賀北部
活性化推進協議会

幡多山もりフェス
実行委員会

島ノ川渓谷等
修景緑化推進委員会

281,494円 164,000円26名

91名

41名 292,245円 250,000円

233,000円

77名 357,227円 230,000円

278,918円 250,000円

21名 95,075円 89,000円

29名 80,000円

200名 245,162円 245,000円

事業実施主体一覧表

・しいたけ菌の働きを学習することで、食物連鎖や森
林を守ることの重要性について関心を深める
・ネイチャーゲームなど自然に触れ合い親しむ活動を
行い、思いやり・生きる力を育むことへの取り組み

・森林に暮らすｺｳﾓﾘをとおして、生物多様性の高い森
林環境保全を目的とした展示会の開催
・標本、写真、ポスターの展示などでｺｳﾓﾘの情報を県
民及び四国へと広く普及啓発する

事業概要

・地域の小学生を対象とした木工教室（自由作成）
・家族で作品を作ることで、絆を深める
・木材に触れることで、木の大切さや、木材文化にふ
れる、また森林環境税のPRを行う

・森林での鹿や猪による食害問題、鹿肉の有効活用
に関する勉強会
・若い世代（学生）のジビエ料理に関する取組みや提
案
・間伐際を利用した木工教室
・ジビエ料理の出店（ジビエうまいものGP）

・製炭体験、ウバメガシの植栽、ウォーキング、町内
圃場での収穫体験
・自然に親しんでもらう、また山林や地域産業の理解
と地域内外の交流を深める

森林の役割、環境への関心を高める
・樹木を知る活動（グリーンアドベンチャー等）
・風力発電とその可能性（見学）
・環境音楽鑑賞（野外オカリナコンサート）など

183,074円

・里山から伐り出した竹を活用し、昔の家に使われて
いた土壁を再現し、「鏝ともり板」などを紙芝居で話し
をする
・竹で水鉄砲を作り、それを使って川遊びをする
・昼食で使う食器を作る

・「蒸し剥ぎ」から「白皮へぐり」までの作業を昔ながら
の手法で体験し、後継者育成へと繋げていく
・伝統ある若山楮の和紙を蘇らせ、地域を活性化させ
る

　「続 世代をつなぐ山仕事」をテーマに木とふれあうこ
とで身近に感じてもらい、森林環境税の補助制度を
PR
・間伐材で木工体験、各ワークショップ、林業機械の
体験乗車、クイズや木育を通じて林業・木材産業の
PRをする

・白木谷地区を縦横する国道269号を安全に通
行、また地区民が山道通行も作業も安心できる
ように、危険な孟宗竹や雑木を除伐するととも
に、付近の雑草の除去なども行う
・参加者を一般公募し、初心者に竹や木の伐り
方を当隊スタッフが指導する

・甫喜ヶ峰森林公園を活用し、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
・自然体験活動を通し、海・川・山の持つ自然への発
見・不思議や地域文化を学び、子どもたちの豊かな心
や生きる力を育む

18名

20名

・木材への親しみ、木材加工の興味を持ってもらうた
めに、丸太を使ったキャラ顔づくりと、中土佐町産ヒノ
キで太鼓（カホン）づくりの木工教室を、まるごと市の
企画のひとつとして行う



別紙３

事業費 補助金額
備考実施団体名 参加人数

実績事業区
分

市町村名No 事業概要

94名 469,347円 250,000円

・天然まいたけが採れる越裏門寺川地区の環境を、
維持し続けられるかの話を聞く
・参加者と住民が一緒に、原木で作られたまいたけ料
理を作り、特に人口が減る若者たち同士が交流する
場をつくる

・林内作業道でのフリートレイルラン、作業道作設時
に伐採した木でスツール作りなどワークショップを開
催
・薪を使った料理の参加型実演と、ドラム缶を使った
お風呂の体験を行う

バーチャル本川村

24

25

ウ-⑧

ウ-⑧

271,082円 97,000円3名

16名 265,878円 216,000円

28名 153,159円 135,000円

59名 177,388円

・須崎市で一番高い山、蟠蛇ヶ森に生息する生き物
の話や、山の営利活動の話を聞いたり、この山で育っ
ている木や花などの植物観察を行いながら頂上を目
指す
・道中で見つけた木の枝や木の実などを使い、木製
のオリジナル時計を作製する

昆虫の森をつくろう会

高知県
シェアリングネイチャー協会

ウ-⑧ 四万十町

イ-⑤ 黒潮町

ウ-⑦ 須崎市

ウ-⑧ 高知市

・奥四万十博の事業として、親子で四万十町の森に
生息している昆虫に触れ、観察のポイントを学ぶ
・昆虫以外にも四万十の森の生物多様性を伝えるこ
と、そして自然環境保全に関する意識を高め子供た
ちの人間性豊かな成長を促す

公益社団法人
生態系トラスト協会

海森自然体験公園

特定非営利活動法人
暮らすさき

35,000円

235,000円265,280円62名

・協会が保護区としている「トラストの森（ヤイロチョウ
の森）」を歩きながら、その周辺に生息するキノコを調
査、観察し役割や不思議な生態を学ぶ
・講師の平澤先生（京都市在住）のガイドによるウォー
キングトレイルでのキノコの野外調査と学習会やキノ
コの採取など

体験を通じて、森林への理解を深める
・親子また地域の人たちと、木工細工に取り組む
・椿油の作り方を体験する
・ｼｲﾀｹ原木への駒打ちから、ｼｲﾀｹの成長を学ぶ

高知市

高知市

土佐清水市

一般社団法人
高知県山林協会

サンゴと森の救援隊

障害者の生活と権利を守る
高知県連絡協議会

香美市 情報交流館ネットワーク14 ウ-⑧

15 ウ‐⑦

16 ウ-⑧

18 ウ-⑦

19 ウ-⑧

17 ウ-⑦

・次代を担う子どもたちに、木や自然にふれあう体験
を通し、高知県の森林の現状、自然環境などに関心
を持ってもらう
・森林技術センター･研修センターは、日頃の研究の
成果を一般にわかり易く解説するブースや森のスタン
プラリー、林業機械試乗体験などを行う
・情報交流館はボランティア団体の日頃の活動成果
や、楽しみながら自然や木に触れる体験ブースなど

312,100円 220,000円

高知市

10名 195,000円 186,000円

・牧野植物園の『昆虫★植物展』企画に合わせ、虫や
生き物に関するﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑに取り組む
・自然体験活動を通し、「気づき」「理解」「行動」など
「生きる力」を醸成するきっかけ作りを目的とする

・ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑの基本的理念と指導法を学ぶとともに、
公認ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰの資格取得を目的とする
・実習：野外で12程度のﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ体験実習及び指
導実習
・講義：室内で4時間～（一部野外での講義あり）
　　　　「自然案内とは」、「実践法」、「指導員制度」、
　　　　「安全対策/自然への配慮」など

・四季の樹木観察会と季節の味覚を楽しもう
～樹木観察会と流しソーメン～

10名 242,000円

40名 286,921円 235,000円

いの町

81,000円

20名

30名 177,933円 151,000円

・季節感を感じることができる秋、紅葉を通して森林や
自然と触れあい、大切さを実感する
・参加者、スタッフみんなで協力しながら野外料理を
することで、色んな人と交流を深める

52,352円 48,000円

・ボランティアの支援で障害者も森林活動へ参加、ま
たリハビリ的効果への期待
・馬路村魚梁瀬の千本山に登山し、植物の研究者を
講師に迎え、魚梁瀬杉と馬路村の森林環境について
学習する

400名

高知県
シェアリングネイチャー協会

津野町 里山ファミリー

20

21

22

23

高知市



別紙３

事業費 補助金額
備考実施団体名 参加人数

実績事業区
分

市町村名No 事業概要

13,976名 11,060,297円 8,059,000円

津野町

743,000円

490,598円 410,000円

36
津野町森の拠点づくり

運営委員会

（1）自然体験・森林教室
（2）椎茸栽培教室
（3）木工教室・竹細工教
（4）森林林業現地体験教室

260名 772,430円 714,000円

ウ-⑨

香南市

香美市

高知市35
一般社団法人

高知県山林協会

【木を育てる】
・森林学習　・間伐体験
【木に親しむ】
・森林散策　・植物観察　・ネイチャーゲーム　・森あそ
び
【木を活かす】
・木工クラフト　・シイタケの駒打ち体験

1241名 336,720円 326,000円

34 情報交流館ネットワーク

・森林学習
・人工林、里山林での間伐体験
・里山林を活かした森林環境学習
・各種木工教室
・その他教室

2887名 743,928円

33 体験活動高知

・木の実クラフト、バードカービング、木の人形作り、
枝の虫作り、県産桧端材での家作り、竹で作るカッ
コー笛作り、万華鏡作りと自然観察、ラワンの種とば
し等
・おもしろ理科実験
・森林環境税を含めた森林環境学習

976名

32 ウ-⑧ 高知市 介良小苺の会

・介良小どんぐりの森のクヌギの間伐を12月に行い、
その木を活用してｼｲﾀｹの種駒打ち体験をする
・丸太を利用した土留の設置や土と木製チップで整地
をして、森を再生させる活動

130名 258,821円 250,000円

250,000円

31 ウ‐⑧ 高知市
特定非営利活動法人

環境の杜こうち

・物部川3市（南国市・香南市・香美市）の自治体、教
育委員会、マスコミなどと協働で開催
・流域の小・中・高校生たちが、これまでに学んだ環
境学習や環境活動などの発表
・地元NPOの間伐材を使ってたワークショップ等

86名 234,468円 216,000円

265,554円 250,000円

30 イ-⑥ いの町 上東を愛する会

・20年前に公開された「絵の中のぼくの村」の東陽一
監督を招聘し、映画で表現した里山の魅力を語っても
らう　　　　　・上映会を通して、自然の中で遊ぶこと、
山や川の魅力、安全な向き合い方を考える

123名 330,122円

29 イ-⑥ 土佐清水市 水森緑

・里山の手入れをすることで、集落の維持管理に貢献
することを目的とする
・地元の人が育ててきた70年ほどの桧を、まな板の作
成、ほか薪割り体験をする

40名

26

27

イ-⑤

イ-⑤

102名

・高知県産の木材で本格的な楽器を作り、ギターや歌
などと合わせて楽しむことを知ってもらう
・高知県産の桧材などを使って、箱型の楽器（カホン
およびボンゴ）を作製し、演奏をする

531,862円 228,000円

合計

64,000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。

33名

高知の木で太鼓を作る会

91名

高知市

・高知県産の木材で本格的な楽器を作り、ギターや歌
などと合わせて楽しむことを知ってもらう
・高知県産の桧材などを使って、箱型の楽器（カホン
およびボンゴ）を作製し、演奏をする

イ-⑤

高知の木で太鼓を作る会

鏡川こども祭り
実行委員会

28

高知市

高知市

127,864円

・川、山、自然を大切にし、環境を考え、次世代へそ
れを受け継ぐ子どもの育成
・体験ｺｰﾅｰ、学習ｺｰﾅｰ、発表ｺｰﾅｰ、飲食ｺｰﾅｰに分
かれ、川の生き物探しや間伐材利用の加工体験、水
質浄化実験、写真による環境学習、体験学習

50,699円 50,000円


