
別紙３

事業実施
市町村

団体所在地 事業費 補助金額

高知市

高知市

南国市

香美市

香美市

高知市

高知市

高知市

高知市

高知市

津野町

須崎市

四万十市

四万十市

黒潮町

黒潮町

いの町

いの町

香美市

高知市

香美市

高知市

大豊町

大豊町

事業実施主体一覧表

No
事業
区分

実施団体名 事業概要 参加人数
実績

備考

1 ウ-⑧
高知城公園

ｼｪｱﾘﾝｸﾞﾈｲﾁｬｰの会

自然とふれあう遊びとネイチャーゲームを通して、季節の
移り変わりを感じる
・リコーダーによる「虫の音コンサート」
・「木の実を見つけよう」
・竹と和紙を使って
土佐凧の製作「冬の風と友だちになろう」

28名 46,712円 41,000円

248,100円

2 ア‐② 森の元気！お助け隊

高知農業高校生・工科大生ほか参加者による
・台風で倒れた倒木の処理の仕方を学習と実践体験
・チェンソー操作・モンキーラダー安全帯使用各方法を
体験学習
・白木谷を「桜の里山」にするため、植樹と名札付け

21名

58,315円 51,035円

281,059円 250,000円

3 ウ-⑧
土佐教育研究会
環境教育部会

森林に親しむ、森林の役割や環境への関心を高め、自然
環境保全の大切さなどを学ぶ
・樹木を知る活動　　木工ワークショップ
・風力発電見学とその可能性を知る
・環境音楽鑑賞　（野外オカリナコンサート）

118名

77,655円 67,935円

200,000円

4 ウ-⑧
まきのシェアリング

ネイチャーの会

牧野植物園で自然体験活動（環境教育）プログラムネイ
チャーゲームなどを実施し、子どもたちの豊かな感性を呼
び起こし、生きる力を育む
ものづくり(絵本づくり）　ネイチャーゲーム （フィールドビン
ゴ、宝探し、目かくしイモ虫）

22名

ウ-⑧
四国自然史科学

研究センター

高知県の森林に暮らすコウモリを、梅雨時期から晩秋まで
複数回野外観察会を開催し、コウモリの情報を広く県民に
周知する　そして森林環境の保全に対して、どのように関
わっていくかを考える

36名

5 ウ-⑧
まきのシェアリング

ネイチャーの会

牧野植物園で自然体験活動（環境教育）プログラムネイ
チャーゲームなどを実施し、子どもたちの豊かな感性を呼
び起こし、生きる力を育む
ものづくり（木のフレーム）　ネイチャーゲーム （フィールドビ
ンゴ、カモフラージュ、森の美術館）

27名

179,403円 176,903円

7 イ-⑤
幡多山もりフェス

実行委員会

　「来て、見て、触って遊ぼう！山もりフェス」をキャッチフ
レーズとし、林業を身近に感じてもらい幡多流域の木材産
業の活性化を目指す　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

4000名 275,390円

6

8 ウ-⑧
黒潮町佐賀北部

活性化推進協議会

若山楮の伝統を残し、「蒸し剥ぎ」から「白皮へぐり」までの
作業を、昔ながらの手法で専用の道具を使いながら体験す
る　伝統ある若山楮の和紙を蘇らせ、後継者へとつないで
いき、地域を活性化させる

200名 258,628円

越裏門･寺川地区
村おこし協議会

集落活動センター「氷室の里」を拠点に、地域産業の活性
化としてキノコ栽培に取り組んでいる
・森林生態系におけるきのこの役割の学習とヒノキ間伐材
活用のナメコ栽培体験
・きのこの生態学習と栽培きのこ収穫体験
・森林の機能と働きについて学習

190名 268,770円

250,000円

250,000円

250,000円

619,495円

10 ウ-⑦ （一社）高知県山林協会
小さな盆栽づくりや、森のお弁当箱づくり等を通し、森林や
自然に触れることで、その大切さや心地良さを実感する

34名

9 ウ-⑧

720,703円 250,000円

239,958円 198,485円

11 ウ-⑦ （一社）高知県山林協会

園内に設けたコース（一般･キッズコース・リレーコースな
ど）を走ることで、自然に触れその大切さや保全について、
関心を高めてもらう
県産品や原木栽培のきのこ等をを使った昼食を提供するこ
とで、高知の自然や森林に関心を持ってもらう

163名 250,000円

12 ア‐② 嶺北ジビエ実行委員会

・四国内におけるシカやイノシシなどの食害状況について
学習し、対策状況などをパネル展示
・山の環境回復や、捕獲後の動物の有効的な資源化を目
指し、ジビエ料理の普及を深める
・CLT工法に関する講演、紙漉き体験、ジビエクイズなど

810名
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いの町

高知市

大豊町

大豊町

香美市

香美市

大月町

大月町

いの町

高知市

高知市

高知市

高知市

香美市

室戸市

高知市

土佐町

土佐町

梼原町

梼原町

中土佐町

中土佐町

土佐清水市

土佐清水市

200,655円 182,655円

ウ-⑧ 立川体験交流の会

・山の暮らしの中で、動物と関わり方をビデオや紙芝居で
紹介し、動物の習性を学習、また今昔や最近の鳥獣被害
の増加などの理解を深める
・昔ながらの罠作り体験や罠の設置の仕方などを学ぶ

22名

13 ウ-⑧
障害者の生活と権利を守る

高知県連絡協議会

障害者とボランティアが協力し合いながら、瓶ヶ森の笹原を
ウォーキングし、植物観察をする
（元）営林局職員から、自然や森林についての環境学習を
深める

12名

269,955円 250,000円

15 ウ-⑧ 情報交流館ネットワーク

木工体験、自然体験、企画展示などを通して、森林を含め
た自然環境に関心をもってもらい、森林の大切さや楽しさ、
暮らしとの関わりを考える
・丸太切り大会･高所作業車･火おこし体験･木の魚釣り･竹
のジャングルジム･バームクーヘン作り･木工教室など

750名 374,349円

14

16 ア‐③ 大月町備長炭生産組合

製炭体験、ウバメガシの植栽、ウォーキングや町内の圃場
において収穫体験（どんぐり拾い）
町内外の方にも自然を体験してもらい、山林や地域産業の
理解を進めるとともに、地域内外の交流の促進

22名 290,862円

ネイチャークラフト研究会

豊富な自然に恵まれている石鎚山系は、希少な植物やき
のこ観察に人がたくさん訪れる。しかし、知識や認識不足
で、食中毒などが後を絶たないための注意喚起や学習を
「きのこ大収穫祭」と同時に開催
・野生きのこの展示･解説、写真展示
・森林散策時の留意パネル展示

100名 198,526円

250,000円

204,163円

197,000円

162,180円

18 イ-⑤
鏡川こども祭り

実行委員会

自然に親しむ体験を通して、山、川、自然環境の大切さを
考え、次世代へそれを受け継ぐ子どもたちを育むいろいろ
な体験、学習イベント
・間伐材を利用した木工体験コーナー
マイ箸･小枝ストラップ･小枝ネズミ･ミニカー･竹のぼり作り
をする中で、自然の大切さを実感してもらう

100名

17 ウ-⑧

266,523円 250,000円

53,307円 50,000円

19 ウ-⑧
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し、子どもたちの
豊かな心や生きる力を育む
・自然学校（キャンプ）を開講し、ネイチャーゲームやクラフ
ト、炊事体験などを行う

34名

243,450円 197,450円

60,000円

20 ウ-⑦
高知県

森林インストラクター会

・室戸岬亜熱帯植物アコウやシオギク、クワズイモなど、
30種類を観察
・観光ガイドによる室戸ジオパーク見学
・金剛頂寺境内周辺に分布するヤッコソウを中心に照葉樹
林帯の植生の観察

22名

ウ-⑦ 松原まろうど会

梼原町松原地区住民が整備してきた、久保谷森林セラ
ピーロードで木･草花･苔など自然に触れ、また歩くことでセ
ラピー効果を体験する
家族や仲間と歩いてもらうことで、絆を深めてもらう

97名

21 イ-⑤ Hand in Hand Project

土佐町瀬戸地区にある『瀬戸の川床』に、地域内外の人達
が集うため、地元産材を使ってのワークショップ
・手すりおよびカウンターテーブルの制作
・長椅子･折りたたみテーブルの制作
・スギ/ヒノキの特性に関する座学　　など

26名

244,449円 216,449円

23 ウ-⑧
島ノ川渓谷等

修景緑化推進委員会

大野見島ノ川渓谷にて紅葉時期に合わせ、ウォーキングを
行い、道中で植物や自然について学習する　地域の森林・
自然をを守ることの大切さを実感してもらう

32名 122,482円

22

24 イ-⑥ サンゴと森の救援隊

炭焼きに適した原木を参加者で切り出し、ドラム缶やホー
ムセンター等で手軽に手に入る資材を用いて、炭焼きがで
きるワークショップ
薪や炭を使った料理やドラム缶で薪風呂体験

22名 202,613円

94,000円

180,613円
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高知市

高知市

黒潮町

黒潮町

高知市

須崎市

津野町

津野町

四万十市

四万十市

香美市

高知市

高知市

土佐市

12,790名 9,167,377円 7,202,742円

アジロ山の
自然と環境を守る会

不法投棄の山を整備し、「森のようちえん」など開催してか
ら10周年の記念イベント
・サクラやドウダンツツジなどの記念植樹
・10年の歩みのパネル展示
・丸太切り･木のボーリング体験
・木の楽器作りと演奏会
・木工･クラフト体験（木の椅子･ススキのほうき等）

300名 333,303円 230,000円

155,021円

26
イ-⑥
ウ-⑧

海森自然体験公園
自然体験を通して、山や森林への理解を深めてもらう
・ヤブ椿の自生地を探索、椿油作り
・原木から炭作り（窯入れおよび窯出し）

41名

25 ウ-⑧

323,666円 250,000円

93,171円 65,671円

27 ウ-⑧
四国自然史科学

研究センター

重症熱性血小板減少症候群について啓発する学習会を開
催し、県内におけるＳＦＴＳウイルスの分布を確認するため
の体制づくり
ダニに刺されない予防についても学ぶ

50名

222,410円 212,278円

155,021円

28 ウ-⑧
船戸活性化委員会
「四万十川源流点」

四万十川源流地域の豊かな自然の中、また復元した古道･
木間道を、地元ガイドとともにウォーキングと植樹する
・里山の文化と保全活動を理解してもらう
・津野山古式神楽と、ふなと花取り踊り鑑賞

35名

ウ-⑥ 良材ネットワーク

・親子の木工教室 「コースター･鉛筆立てづくり」
・「家づくり発表会」 香美の木で建てた家の事例報告
　　　　　地域材でつくる木材住宅の助成制度の説明
・マリオネット（ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙｷﾞﾀｰ）演奏会

100名

29 ウ-⑧ トランジション四万十

・映画『森聞き』
・植林活動や環境保護活動についてディスカッション
・森のようちえん発足に向けての説明会･ディスカッション
・木工ワークショップ
（木で作るカホン、バターナイフ、巣箱など）
・森に関する本の閲覧

90名

221,946円 101,946円

31 ア‐② こうち森林救援隊

除間伐整備をしてきた高知市行川の水源の森で、森を守り
育むイベント
・ツツジやモミジ、クヌギなどの落広葉樹を植樹する
・間伐作業の体験と見学
・間伐材等を活用した木工教室

21名 302,315円

30

250,000円

32
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〕　植物観察　森林散策
　　　　　　　　   ネイチャ―ゲーム
〔木を活かす〕 木工クラフト　ネイチャークラフト
　　　　　　　　   シイタケ駒打ち体験

1724名 480,911円 472,343円高知市

2822名 739,972円

ウ-⑨

739,972円

33 体験活動高知

森林環境学習･環境税解説･ものつくり工作
〔座学＋物作り〕
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　県産桧端材家づくり
竹で作るカッコウ笛作り　万華鏡作り　自然観察
ラワン種飛ばし

719名 391,123円香南市

合計

（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。

357,823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
・その他の教室

香美市


