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は じ め に 

 

緑の募金事業は、緑のボランティア活動を支援し、国民参加の森林づくり運動

として展開することにより、国内はもとより地球規模で森林づくりを進めること

を目的として、平成８年以降｢緑の募金法｣に基づき、森林の整備、緑化の推進、

緑の国際協力の分野で全国で実施しています。 

高知県では、（社）高知県森と緑の会が募金を集め、毎年度、森や緑に関わる

事業を県内の団体等から公募しています。 

平成 18 年度は、46 団体 48 件の事業について支援しました。高知県で集め

られた募金は、９割強※は高知県内の活動に使われ、このうち４割が公募事業に

より各団体等の地域に密着した活動に活用されています。 

その原資となる緑の募金が、市町村合併や長引く県内の不景気、森林環境税に

より、対前年比 8 割と減収でした。 

この原因には、上記はもちろんですが、どのように使われているかを知らない

という声も多く、当会の広報不足を強く感じました。 

そこで、今回、緑の募金公募事業実施報告集をとりまとめ印刷し、当会ホーム

ページにも掲載することとなりました。これらの公募事業の実施結果は、緑の募

金の社会的意義やその成果を緑の募金の協力者はもとより一般県民のみなさま

に明らかにする上で重要であることから、関係者には配布していきます。 

本報告書が、今後の活動の参考になるとともに、県民のみなさまの緑の募金へ

の理解の一助になれば幸いです。 

※残りの１割弱は上部団体である（社）国土緑化推進機構に納められ、全国的な見地に沿って各種事業
や都道府県に振り分けられています。 

 

平 成 19 年 3 月 

（社）高知県森と緑の会 
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平成 18 年度緑の募金公募事業一覧表   

No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 

【森林の整備】     

1 
自然体験の森づ
くり事業 

森の拠点づくり
運営委員会 

津野町 森
の拠点「森
の楽園」周
辺 

津野町森の拠点｢森の楽園(がくえん)」や周辺の山林を活用した
体験交流の森づくりや町内のフィールドを活用した森林学習を行
った。具体的には、しいたけの駒打ちや遊歩道整備、山の仕事に
ついての学習会を参加者のべ 90 名で実施。 

145,000 

2 
土佐の森づくり
事業 

ＮＰＯ法人土佐
の森・救援隊 

いの町本川 
四国の水瓶、水源流域の森林整備のため、いの町本川｢未来の
森｣にて、4 月と5 月にスギ・ヒノキ人工林（35 年生）0.5ha の適正な
間伐作業を行った。同時に、下層に植樹と研修会を実施した。 

141,000 

3 
運輸労連四国地
連出会いの森 

全日本運輸産
業労働組合四
国地方連合会
高知県協議会 

物部村別府 
国有林 

地球温暖化、環境整備を目的に、出会いと環境を考える機会とす
るため、47 名の参加者で 4 月 22 日に植樹祭と作業をとおして交
流会を行った。当日は高知中部森林管理署から植樹の仕方およ
び安全説明をして、1,200 本の木を植えた。 

150,000 

4 
鏡川水源の森づ
くり事業 

こうち森林救援
隊 

高知市土佐
山菖蒲 

高知市民にとって重要な高知市の水瓶･鏡川において森林整備を
するため。高知市役所を中心に有志からなる隊の隊員等 51 名
で、4～6 月の毎月 1 回、スギ・ヒノキ人工林（35 年生）1.0ha の適
正な間伐及び下層植栽を実施した。 

91,000 

5 
四万十川流域間
伐推進事業 

四万十樵塾 
四万十川流
域の森林 

四万十川源流域での間伐作業等をすることで、水源涵養等森林
の持つ公益的機能の増進に寄与することを目的に、四国森林管
理局と協定を結んだ四万十町内の「ふれあいの森」で参加者のべ
28 名が間伐や森林体験(散策)等を行った。 

125,000 

6 
千本松原活性化
プロジェクト 

千本松原の松
を守り育てる住
民の会 

高知市種崎 
種崎千松公
園及び周辺
松林 

千本松原を再生するために、地域住民の自主活動として、今年度
は枯れ松等木炭化し、補植したクロマツの周囲の土壌に混入し、
成長促進及び活性化を図ると同時に、植樹した松を、3～11 月に
のべ 121 名の参加者で育樹作業を行った。 

170,000 

7 
おおなろ野外活
動の森づくり 

おおなろ野外
活動の森づくり
実行委員会 

高知市神田 
おおなろ野
外活動の森 

地域住民を中心に身近な環境の改善運動に取り組み、大人から
子供までが、自由に森の中を散策できるよう、下草刈や間伐等の
森林整備を、10 月 22 日に参加者 95 名で実施した。 

34,000 

8 

市民参加による
体験を主体とす
る工石山県民の
森づくり事業 

県民の森工石
山を楽しみな
がら良くする会 

高知市土佐
山 工石山
県民の森 

間伐体験や清掃作業・自然観察を実施し、工石山の森林の持つ
公益的機能等を学ぶことをとおして森林の大切さを理解するため
に、5 月と7 月にイベントを実施し、森の学習と参加者の交流を行
った。 

38,000 

9 
高知市有林の間
伐 

四銀森林サー
クル 

高知市鏡吉
原 

森林保全に関する行員、家族、OB 等による間伐を行う森林ボラ
ンティア活動を実施する予定だったが、実施場所の移転の要請が
あり、新しい場所が決まらず、事業を中止した。 

中止 

10 
森と水とのふれ
あい教室 

母なる大地四
万十の郷 水と
森を考える会 

各森林組合 

少しでも多くの人々に木に親しみ、自然の大切さを知ってもらうた
めに、各森林組合(須崎･幡東･窪川町･四万十中央･大正町)が、
それぞれの地域の産業祭で、苗木の無料配布を行った。また、整
備の届いていない場所に記念植樹を行った。 

210,000 

11 
汗見山森林再整
備事業 

アセビ会 
いの町枝川
下汗見 

宇治川の源流である「汗見」の山を地区の住民や関係団体の協
力を得て、自然と調和した桜の山に整備するため、周辺の山林と
遊休地を利用して、しだれ桜の植樹や下刈り作業を実施した。 

131,000 

12 
焼畑から始める
近自然の森づく
り 

焼畑による山
おこしの会 

仁淀川町池
川ツボイ 

焼畑として有名な吾川郡旧池川町で、焼畑での雑穀栽培を復活
させるとともに、耕作放棄地や間伐の遅れた人工林での耕作し収
穫跡地へは植樹を行い、里山林の再生を目指すため、のべ 8 日、
参加者 30 名で作業を行った。 

16,000 

13 
学びの森づくり
事業 

朝霧森林倶楽
部 

四万十町中
神の川小学
校林･松葉川
民有林 

四万十町口神の小学校学校林(5ha)および四万十町松葉川民有
林で、4～11 月の間月 1 回の間伐作業を各月平均 6 名の参加者
で実施した。また、11 月月には学校周囲へのさくらつつじの植え
付けを行った。 

141,000 

14 
災害に配慮した
健やかな森づく
り事業 

によど川森林
救援隊 

仁淀川町長
坂山町有林 

仁淀川支流中津川の上流水源域において、間伐（度重なる台風
襲来の被害の体験も踏まえて作業にあたって森林の立地に留意
を払う）作業を、参加者のべ 34 名でヒノキ林(35 年生)を1.5ha 実施
した。 

136,000 
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No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 

15 
桑田山雪割り桜
の里づくり推進事
業 

桑田山雪割り
桜の里づくり推
進協議会 

須崎市桑田
山地区 

桑田山は春の訪れを一足早く告げる雪割り桜の名所であり、その
桜を増やすために、地元住民のべ 70 名が参加し、接ぎ木作業を
3 月に行い、既存の雪割り桜の管理するために草刈り枝打ち等の
作業を5･11 月、遊歩道清掃を7 月に実施した。 

286,000 

16 
ライオンズの森等
造成事業 

四万十ライオン
ズクラブ 

四万十市具
同 

トンボ公園に隣接する山林を購入し、整備するとともに市民に親し
まれる憩いの場としての森づくりを進めるため、会員が集まって山
林を整備してヤマザクラを植樹した。 

60,000 

17 
木の根を守ろう！
－山のダムづくり
ー 

横倉山自然の
森博物館友の
会 

越知町横倉
山 

横倉山はハイカーが多く、眺望所では路面侵食や土砂流出により
木の根が地上に剥き出しとなり、損傷の激しくなっている根を守る
ため、間伐材を使った土留工や階段、また木片（ウッドチップ）を
敷いて木の根を守る対策を講じた。 

69,000 

18 
行川流域森林整
備事業 

白髪山・行川
観光保勝会 

本山町上関
及び下関の
行川流域 

町内に聳える白髪山登山口から約 9km 手前までの行川流域の河
川景観を保護すると共に、森林と河川の組み合わされた空間の
魅力を引き出すために、森林および河畔林で間伐・枝打ち作業・
雑木林の整備を参加者のべ 22 名で実施した。 

78,000 

19 
景観整備美化事
業 

ふれんど 
本山町木能
津(通称：松
島) 

国道沿いの景観を損ねている遊休地に繁茂する草を除去し、整
地後、コスモス等の花等を植えることで、景観美化活動に取り組
み、本町を憩いの場として提供することを目的とする。 

143,000 

20 部落林整備事業 
南国緑と水の
会 

南国市中谷
部落林 

人手付則のため整備がしづらくなっている南国市内の森林の整
備として、南国市中谷、黒滝、吾岡山の住民がそれぞれ行ってい
る地域活性化の企画運営に協力した。 

39,000 

実績：19 団体 19 件 （予定：20 団体 20 件) 2,203,000 

      
【緑化の推進】     

1 
夏休み親子森林
体験学習 

高知県林業改
良普及協会 

土佐山田町 
甫喜ヶ峰森
林公園 

親子で森林公園の自然に親しみながら、森林や樹木等について
の理解を深め、豊かな情操と森林愛護の思想を養うため、夏休み
に樹木観察や植物採集･標本づくり、木炭を使った陶芸体験等を
50 名の参加者で開催した。 

40,000 

2 
大杉公園整備事
業 

杉地区 
大豊町杉地
区公園 

観光地である国の特別天然記念物｢杉の大スギ｣および｢美空ひ
ばりの苑｣に隣接する後援の周辺整備を行うため、大杉公園の周
辺整備をして美観を整え、車椅子でも園内を散策できるような遊
歩道を設置した。 

228,000 

3 
朝倉中学校里山
づくり 

市立朝倉中学
校ＰＴＡ 

高知市立朝
倉中学校の
校舎北側等
斜面 

PTA・生徒・地域の協同植樹活動（卒業植樹のための準備)を地
域を大切にする心と地域の持つ教育力を高めるために行った。ま
た、学校周辺に多様な生物が生息できる環境づくりと、景観整
備、生徒・地域の憩いの場づくりを行った。 

117,000 

4 
横内緑の少年隊
活動 

横内緑の少年
隊 

大豊町（梶ヶ
森キャンプ
場） 

テントでのキャンプ生活を体感し、自然に親しみながら観察・保護
活動等を通じて、心優しい、思いやりのある子ども達の健全育成
を図るため、2 泊 3 日で野鳥巣箱づくり、動植物･昆虫等の観察･
保護活動、星の観察等を実施した。 

65,000 

5 
第５回 秦里山ま
つり 

秦里山まつり
実行委員会 

高知市秦泉
寺  

地域のシンボルである「秦山」の保全のため、地域全体で考えて
いけるイベントを実施し、竹林問題や里山保全などの活動への参
加意識の高揚を図った。10 月 29 日開催し、竹にまつわる各種体
験コーナーを設け総数 700 名が参加した。 

163,000 

6 
秦山の竹林と友
達になろう会 

秦山の竹林と
友達になろう会 

高知市秦泉
寺  

竹の生育や活用の方法を学びながら、｢ふるさと秦山｣の文化･環
境的な役割について理解するために、植生調査や、筍採取、竹の
伐採･遊具づくり、竹炭づくりなどを小中学生主体で実施し、のべ
200 名が関わった。 

64,000 

7 
見守ろう！ふるさ
と（森と水）を 

土佐山田町立
楠目小学校 
楠目小子ども
エコクラブ 

物部川流
域、楠目小
学校 

自分達でできることを考え実践しようとする子ども達を育てるた
め、物部川流域の水源地域である物部町さおりが原を訪れて、参
加者 40 名が森林の機能について親しみ、楽しみ、学んだ。（バス
借上に緑の募金を活用） 

73,000 

8 
高知子ども森林イ
ンストラクター養
成講座 

高 知 子 ども森
林インストラク
ター 養 成 講 座
運営委員会 

土佐山田町
（情 報 交 流
館） 

こどもが森林に興味を持ち、正しい理解を深め、学校や地域の森
林学習において中核となるリーダーに養成することを目的として、
年間を通じた森林に関する第 5 期となる講座を行った。うち経費
の一部を緑の募金を活用。 

75,000 
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No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 

9 
－野中兼山の歴
史を探る－舟入
川ウォーキング 

舟入川ウォー
キング実行委
員会 

土佐山田町
楠目～南国
市日吉町
（舟入川） 

野中兼山により作られ農業用水や交通手段として利用されてきた
舟入川を歩きながら歴史や史跡を確認することで、山・川・海の関
係を水を通じて考えた。9 月 23 日当日は参加者スタッフ総勢 272
名が参加した。 

137,000 

10 
センス・オブ・ワン
ダーランド ２００
６ 

レイチェルの会 
高知市 高
知こどもの
図書館 

2001 年より継続してきた内容をさらに充実発展させ森と水の果た
す役割の重要性や、次世代を担う子ども達の心に残る体験を通し
て緑の再生・環境整備を訴えるため、ミニイベントを実施した。参
加者数約 1,700 人。 

75,000 

11 

巨樹・古木を訪ね
て、その保存策と
地域の活性化を
図る 

高知県緑サポ
ーター会 

旧安芸郡(芸
西村、安芸
市、馬路村、
北川村) 

県内の巨樹・古木の調査･検討･その保存策についての話合いを
行い、地元の住民ボランティアによる保護活動策を提言し、緑化
意識の定着と地元の活性化を図った。 

90,000 

12 
夏休み・安居渓
谷で遊ぼう会 

伊野緑と水の
会 

仁淀川町 
安居渓谷 

148 千円を申請していたが、28 千円しか交付決定されず、実施が
不可能となり中止した。 
（夏休みに小学生とし家族を募集し、安居渓谷を散策および各種
体験活動等を行い、緑と水に対する認識を深めるため） 

中止 

13 

高知市緑地公園
の桜と緑を育てる
地域グループ支
援事業 

高知緑と水の
会 

高知市 筆
山公園、鏡
ダム公園 

公園を利用している地区民と交流・連携しながら、公園管理に協
力し、緑を育む活動と公園愛護グループの育成として、今年度は
高知市内 2 ヶ所の公園で、桜のテングス病治療の協力を行った。 

62,000 

14 

「塩の道」整備と
関係市町村の体
験交流イベント事
業 

香美緑と水の
会 

香我美町文
代峠～赤岡
町 

赤岡町から物部村に通じる「塩の道」を整備することをとおして、
関係町村の連携を図るとともに、交流イベントを実施。昨年度から
の継続で、塩の道保存会に協力ういただき、残りの一部不明だっ
たルートを設定し、参加者 40 名で歩いた。 

73,000 

15 

平成 18 年度樹木
医セミナー「樹木
の診断・治療に関
する知識」 

高知県緑サポ
ーター会 

四国森林管
理局と周辺
公園･横倉
山･須崎市 

地域で緑化活動を行いたいと希望する人たちのために、樹木の
診断・治療に関する知識としてのセミナー(全 6 回)を開催し、樹木
医とともに活動できる人材育成を行う。今期は 55 名が受講、36 名
が修了した。 

366,000 

16 
高知県緑の環境
会議 講演会・シ
ンポジウム 

高知県緑の環
境会議 

高知市 

広く一般市民を対象に。緑と森林・林業に関する啓発・学習の機
会を提供するために、四国森林管理局において 6 月 10 日にシン
ポジウム｢いま、高知の森林･林業は！｣と題し、講演会を開催し、
140 名が参加した。 

110,000 

17 
「ツリーハウスを
つくろう」 

ＮＣＢ緑の募金
カード友の会 

秦泉寺公園 
地区住民および小学校と連携して、森に親しむ活動を展開し、地
域に貢献するため、公園の遊具、展望台を兼ねたツリーハウスを
間伐材を利用して搬出から完成まで協力してつくった。 

64,000 

18 
消えゆく山里の闊
葉樹の再生を目
指して 

嶺北緑と水の
会 

嶺北地域     
（大豊町、本
山町） 

消え行く山里の闊葉樹の再生を図るとともに、その良さを再認識
ため、消滅しつつある闊葉樹を調査して、その良さを再認識し、種
の採取、育苗、挿し木をして増殖している。今後、嶺北各地域植
樹予定。 

123,000 

19 自然観察会 
幡多緑と水の
会 

幡多地域 

地域の山・川・海辺・平地・などの植物を観察することによって、植
物に対する理解と親しみを深めるとともに、地域に対しても理解と
親しみを深めるため、黒尊の散策を行った。入野松原は雨天中
止。 

4,000 

20 
昆虫の森づくり事
業 

昆虫の森をつく
ろう会 

いの町 

子ども達が自然に親しみ健全な心身を育み、人的交流によって地
域の活性化と環境に重要な役目を果たす森の育成に努めるた
め、昆虫の森づくり事業として竹切り・筍掘りや炭焼き、駒打ち体
験をいの町にて行った。 

61,000 

21 

安芸地区の自然
文化を調査し、学
ぶことにより地域
の活性化を図る 

安芸緑と水の
会 

安芸地域 

見学先の都合で 12 月実施となり、緑サポーターと共催で参加費
を集めて乗り合わせ等で対応して行った。 
(安芸地域自然や歴史を調査するとともに学び地域の理解を深め
ると同時にお宝を発掘して地域の活性化に役立てる。) 

中止 

22 
第 3 回家族でふ
れあう木のフェア
ー 

高知県青年林
材協会 

高知市 
子ども達が木に触れる機会を持ち、家族に木材製品を広く紹介す
ることで緑や自然に対する意識を高めるため、7 月 30 日に高知市
仁井田木材団地にて親子木工教室を開催。300 名が参加した。 

160,000 

実績：19 団体 20 件 （予定：21 団体 22 件) 2,150,000 
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【国際協力】     

No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 

1 
安徽省日中友好
の森づくり・交流促
進事業 

安徽省日中友
好の森づくりネ
ットワーク 

高知県 

「安徽省日中友好の森づくり事業」の植樹･交流事業で訪問して
いる准南市の学生達の来高の助成をし、高知の学生達とで日中
両国の交流を深めた。11 月 1 日～5 日に記念植樹や日本の教育
現場の視察、林業の見学等を行った。 

430,000 

実績：1 団体 1 件 （予定：1 団体 1 件) 430,000 

      
【地区・支部実施事業】    

1 

汗見川流域河畔林
整備事業 
［第Ⅰ期-森林の整
備］ 

本山町支部 

本山町汗見
川流域(坂
本・屋所･瓜
生野地区) 

本山町内を流れる汗見川流域の河畔林を整備(広葉樹林への樹
種転換)し、渓谷美あふれる水辺空間とするため、6 月の 11 月に
坂本地区・屋所地区･瓜生野地区で、下刈り作業を行った。 

20,000 

2 

「木とふれあう木工
教室」 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

越知町支部 
越知町民会
館 

木製品の良さをPR するとともに、木材にふれる機会を作ることで
山・森・木への興味を持ってもらうため、親子参加者 37 名を対象
に、8 月 26 日木工製作を行った。 

162,000 

3 

森地域環境整備事
業 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

仁淀川町支部 
仁淀川町森
湯ノ川 

町営住宅周辺の耕作放棄地及び土羽法面へ住民によるヤマザ
クラの苗の植樹を3 月 25 日に行い、ふるさとづくりとして地域の
環境整備を図った。 

67,000 

4 

香美市体験林業教
室 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

香美市支部 
香美市物部
町 笹民有
林･別府ほか 

間伐体験、木工品製作を通じ、森林の機能･役割等森林と林業と
の関わりに関心を持たせ、郷土の森への愛着を深め地域林業の
振興を図るため、大栃小、中学校を対象に体験林業教室を実施
した。 

71,000 

5 

須崎地区管内緑化
推進事業 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

須崎地区 
県須崎林業
事務所管内 

須崎地区管内において、身近な自然を愛する心を育むことを目
的として、苗木を6 樹種 226 本配布し、地域住民等により公園緑
化活動等を実施した。 

200,000 

6 

緑の公共空間づく
り事業 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

伊野地区 
県中央西林
業事務所管
内 

事業の中心であるベンチの製作の技術的･人員的に実施できな
くなり、中止した。 
(地域で住民自らの手で、公園等公共空間の緑化整備を行い、
緑化思想の普及啓発に努めることが目的だった) 

中止 

7 

記念樹のすすめ事
業 
［第Ⅰ期-緑化の推
進］ 

伊野地区 

配布場所：
県伊野合同
庁舎玄関ロ
ビー 

記念すべき節目に、植樹をすることを通じて、緑あふれる安らぎ
のある環境づくりへの機運を醸成し、緑化思想の普及啓発に努
めるため、8 団体に 10 種 236 本野苗木を配布した。 

149,000 

8 
緑の町づくり事業 
［第Ⅱ期-緑化の推
進］ 

大月町支部 
大月町内全
域 

緑化活動を通じて大月町及び西南地域の自然環境の保護と美
化活動を行い、地域社会に貢献することを目的とし、自生の草木
類苗作り、風力発電所敷地内への植裁、小学生を対象とした環
境学習会等を行った。 

150,000 

9 

栗ノ木川流域河畔
林整備事業 
［第Ⅱ期-森林の整
備］ 

本山町支部 
本山町北山
東地区･栗ノ
木川流域 

栗ノ木川流域の整備の遅れている河畔林の間伐･雑木の伐採等
の手入れを行うことで、河川景観を確保し、北山東地区の交流モ
デルの場として確立するため、北山東部落会と協同して7～10 月
の間に 9 回のべ 38 人で整備作業を行った。 

126,000 

実績：7 団体 8 件 （予定：7 団体 9 件) 945,000 

      

実績：46 団体 48 件 （予定：49 団体 52 件) 5,728,000 

 
※ 事業交付決定総額は、6,752 千円だったが、実績ベースでは総額 5,728 千円を交付した 
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【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年３月１日～１１月３０日 

●事業場所 高知市種崎 県立種崎千松公園及

び隣接松林 

●目 的  地域住民が自主的に千松公園及び

隣接松林の再生すること 

●活動の概要 

 平成１４年から１６年の３ヶ年にわたり、緑の募金公

募事業の助成を受けてクロマツの苗木を５００本補

植し、千本松原の再生に努めている。 

 また、松原内での循環系を確保するため、他県の

情報などを参考に、平成１７、１８年に同じく助成を

受けて炭焼窯を設置し、枯死した松の木炭化や木

酢液の抽出をするとともに、これらを幹周りの土中に

混入し、植裁松の成長促進及び活性化に役立つこ

とを実証し、千本松原の景観の回復に寄与しようと

活動している。平成１８年度の活動は次のとおり。 

・３月は、三角支柱（ハチク竹５００本）加工、支柱を

立てる作業（６日間 のべ１３名） 

・４月上～中旬は、小屋立て準備作業（柱の穴くり及

びホゾ付け）、屋根の組み立て、トタン葺き仕上げ 

・４月末～５月上旬、第１回草刈り作業（８日間 のべ

会員１８名、４月３０日はボランティア参加 ４０名） 

・７月中旬、第２回草刈り作業（９日間 のべ会員２５

名、７月１６日はボランティア参加 ３５名） 

・９月中旬、第３回草刈り作業※猛暑のため作業は

ボランティア無し会員のみ（１０日のべ会員２５名） 

・「緑の募金」街頭募金参加 ２名 

・１０月１４～１６日、第１回炭焼き(準備～窯だし) 

のべ６名 

・１０月中旬、第２回及び３回炭焼き のべ１２名 

・１１月上旬、清掃及び除草作業（３日間 のべ会員 

 

２名、１１月５日はボランティア参加 ３０名） 

・１１月１４日粉炭及び散布作業 

●実施結果 

松の手入れとともに、昨年度設置した炭窯で、

炭を使った作業を継続して実施することができ

るようになり成果をあげている。 

森林の整備事業.６ 

千本松原活性化プロジェクト 
千本松原を守り育てる住民の会 

高知市種崎５２７－２２ 

▲上：11 月5 日清掃及び除草作業参加者で記念撮影。 
（会員を含めて、一般参加ボランティア30 名） 

 中左：除草作業(子どもの姿も) 中右：炭窯 
 下：成長を促進させるため、植えた松の周りに炭を散布する 
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【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１１月３・５・１１日 

●事業場所 高知市立朝倉中学校 

●目 的   

○ 小鳥や昆虫が生息できる里山をつくり、学校周

辺に多様な生物が生息できる環境を整える。 

○ PTA、地域、生徒、教職員の協同植樹活動を通

して森林環境を考える場とする。 

○ 里山づくりの活動を通して、地域を大切にする

心と地域の持つ教育力を高める。 

 

●活動の概要 

地域の人々に働きかけ、手弁当でボランティア活

動をお願いした。校舎(北舎)北側の斜面ならびに第

１と第２グラウンドの境の斜面で整備を進めている。

作業日程は次のとおり。 

１１月３日(金) 間伐材搬入、伐開(草刈等)、杭製

作、間伐材設置、盛り土及び肥料

混合、草刈及び枯れ木伐採によっ

て出た植物搬送等。参加者９３名。 

１１月５日(日) 杭製作、間伐材設置等。５４名。 

１１月１１日(土) 間伐材搬入、伐開（草刈等）、杭

製作、間伐材設置等。３２名 

 ※ 平成１９年２月２８日(水)に記念植樹(卒業植樹

として)を実施予定。卒業生徒１６７名。 

 

この事業は平成１７年度から３年計画の２年目で

あり、緑の募金公募事業に応募して取り組みを進め

ている。１７年度も１１月に５日間、のべ９３名で作業

し、３月７日の卒業式に卒業生１６２名が記念植樹を

行っている。 

緑化の推進事業.3 

｢朝倉中学校里山づくり｣事業 
高知市立朝倉中学校 PTA 

高知市朝倉丁６０４－１ 

高知市立朝倉中学校 

▲朝倉中学校学校通信（平成18 年 10 月 27 日発行）で、保護

者、生徒、教職員に里山づくりの協力を呼びかけた 
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【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年６月１０日～１１月１１日 

        （講座自体は平成１９年３月１０日終了） 

●事業場所 高知県立森林総合センター 

●目 的  本講座をとおして子どもが森林に興

味を持ち、正しい理解を深め、学校や地域の森林

学習において中核となるリーダーに養成することを

目的とする。 

●概 要 

年間を通じた森林に関する講座を開講している。

一定の講座を受講した子どもを｢高知子ども森林イ

ンストラクター｣として認定している。 

●実施内容 

講座の期間は平成１８年６月から翌１９年３月まで

で、内容は、森林環境･生態に関するものと、木工な

どの有効利用に関するもので、体験型の講座とその

前後に座学を行った。実施場所は、高知県森林総

合センター「情報交流館」や里山を中心に、夏休み

は１泊２日で仁淀川町しもなの郷および中津明神山

での合宿、嶺北地域での林業見学を行った。 

・第１回(6/10) 開校式と里山観察 

・第２回(7/1) 子ども樹木博士(樹木観察と樹木博

士認定試験) 

・第３回(7/15)  スタードーム(竹ドーム)をつくろ

う！･･･孟宗竹を材料としてドームづくりに挑戦 

・番外編(7/16) 竹で紙をつくろう･･･竹や牛乳パッ

クを材料に紙漉体験 

・第４回(8/6～7) 夏のキャンプ in 仁淀川町･･･山や

川に親しみながら動植物や星についての学習 

・第５回(8/20) 悪天候につき中止 

・第６回(9/9) 山の中でのオリエンテーリング（高知 

大学演習林）･･･大学生が実施 

 

・第７回(10/14～15) 秋のキャンプ in 嶺北・・・伐採

地や製材所の見学・林業についての学習 

・第８回(11/18) 間伐材を使った木工 

・第９回(12/9) ミニ門松づくり 

・第１０回(1/13) 子ども達による自由研究 

・第１１回(2/10) 子ども達による自由研究 

・第１２回(3/10) 研究発表会と終了式 

緑化の推進事業.８ 

高知子ども森林インストラクター養成講座 
高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会 

香美市土佐山田町大平８０ 

高知県森林総合センター 情報交流館内 

上
・
樹
木
観
察 

中
・
孟
宗
竹
を
使
っ
た
ス
タ
ー
ド
ー
ム 

下
・
間
伐
材
で
車
づ
く
り 
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【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年５月１４日～９月１０日 

●事業場所 四国森林管理局２階大会議室、牧

野植物園、須崎市～土佐市ほか 

●目 的  巨樹･古木等の樹木や森林の保全、

緑の普及啓発に関する活動等を地域社会と連携し

て行うことにより、広く環境の保全に寄与することを

目的として活動している｢緑サポーター ｣を育てるた

め。全国で６日間のカリキュラムが統一されており、

その内容に沿って樹木医セミナーを行う。 

●概 要 

樹木医セミナー｢樹木の診断･治療に関する知

識｣は、平成１１年度から日本樹木医会高知県支部

とともに取り組んでおり、こうした活動に興味を持ち、

ともに活動したいという県民のための普及啓発事業

である。このセミナーの修了者（６回のうち５回を参

加する必要がある）は、申請により(財)日本緑化セン

ターが窓口となる｢緑サポーター｣として認定され、

樹木医の補佐業務に関わることができる。県民の関

心が高く、毎年５０名を超える応募者がある。 

●実施内容 

６日間の日程で、樹木医や大学教授や専門家を

講師とし、講義(座学)と現地研修(実技)を行った。 

・５月１４日：四国森林管理局で講義、午後は高知

城で現地研修｢高知城城山の名木･古木観察｣ 

・６月１１日：四国森林管理局で講義(森林の生態と

樹木、土壌、きのこ等) 

・６月２５日：四国森林管理局で講義（昆虫･樹病等） 

・７月９日：五台山牧野植物園で現地研修 

・８月２７日：須崎市～土佐町で名木･古木観察 

・９月１０日：四国森林管理局で樹勢回復と外科手

術、城西公園で樹木治療実習等 

 

●実施結果 

 受講者５５名中３６名がセミナーを修了した。 

新緑サポーター 

の中で、希望者に 

ついては高知県緑 

サポーター会に加 

入し、巨樹･古木を 

訪ねる旅、勉強会 

や各種公園の木の 

治療等の活動への 

仲間入りをし、活躍 

している。 

 

緑化の推進事業.15 

平成1８年度樹木医セミナー 
高知県緑サポーター会 

香美市土佐山田町大平８０ 

高知県森林総合センター 情報交流館内 

▲上：名木･古木観察「佐川の大楠」を見学する 
 中：講義の様子。浜田樹木医による「樹勢回復と外科手術」 
 下：現地研修｢樹木治療実習｣城西公園にて 



 - 11 - 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年７月１日～１２月３１日 

●事業場所 大月町内全域 

●目 的  地域社会に貢献することを目的とし、

緑化活動を通じて、大月町及び西南地域の自然環

境の保護と美化活動を行った。 

●実施内容 

１）種の採取と育苗 

 ・ウバメガシ（１２月、１２人） 

・オオイタビ（１２月、８人） ・ノジギク（１２月、５人） 

・ハマカンゾウ（１１月、７人） ・足摺桜（７月、４人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）緑化 

風力発電所内への植裁など９～１２月で、１３５名

参加。 

３）足摺桜の整備 

幻の桜(＝大月町でのみ確認されている)とされる

足摺桜の整備(大月町長沢地区、２７人参加） 

４）小学校を対象にした環境学習会の実施 

風力発電所内(１１月５回、児童約２４０人参加) 

５）花壇の清掃 

大堂トンネル周辺の除草等３回（のべ２９人参加） 

 

地区･支部実施事業(第Ⅱ期).8 

緑の町づくり事業 
（社）高知県森と緑の会 大月町支部 

幡多郡大月町弘見２２３０ 

（大月町役場産業振興課） 

▲左上：ドングリ植裁活動(12月 17 日)、右上･下段：小学生ほかを対象にした植樹活動など環境学習会 
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土佐の森づくり事業 
吾川郡いの町天王北４－６－４ 

ＮＰＯ法人 土佐の森・救援隊 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年４月２２・２３日、５月１４日 

●事業場所 吾川郡いの町本川（町有林） 

●目 的  森林ボランティアの活動家の養成。 

●活動の概要 

いの町本川の吉野川源流域で、森林整備（間

伐）を活動内容として、森林ボランティアの活動家の

実践研修、訓練などを実施した。 

この事業での間伐面積は０．５ｈａ（スギ・ヒノキ林

分、樹齢３５年生）で、一般県民ボランティア２４名が

参加した。 

●初参加者の声 

以前から森林環境について関心がありましたが、

関心を持つだけではいけないなと思い、実際に間

伐体験ボランティアに参加することにしました。１人

で参加することへの不安と、自分にできるだろうかと

いう不安を抱いて、｢未来の森｣での間伐体験活動

に参加しましたが、救援隊の皆さんに、あたたかく接

していただき、チェーンソーの取り扱いの研修を受

けるときにはその不安も消え去りました。・・(途中

略)・・。これからも経験を積んで、適切に間伐ができ

るようになりたいと思っています。 

（高知工科大学３回生・女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸労連四国地連出会いの森 
高知市布師田金山３９３６ 

全日本運輸産業労働組合四国地方 

連合会高知県協議会 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年４月２２日 

●事業場所 香美市物部町別府 

●目 的  地球温暖化、環境整備を目的に出

会いと環境を考える機会とすること 

●活動の概要 

 ４月１８日に前回設置した看板が土砂崩れで破損

したため、再度製作し４名で設置。４月２２日の植樹

当日、香美市物部町別府にて運輸労連四国各県

から４７名が参加して「運輸労連四国地連出会いの

森」づくりを行いました。 

 当日は、高知中部森林管理署の澤山所長にご挨

拶をいただき、その後植樹の仕方及び安全説明を

して、ヤマザクラ、イロハモミジ、コブシ、ヤマグリ、ク

ヌギを１，２００本植樹しました。 

 

森林の整備.２ 森林の整備.３ 
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鏡川水源の森づくり事業 
高知市西塚ノ原１０５－２４ 

こうち森林救援隊 

   

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年４月８日･５月３日･６月１０日 

●事業場所 高知市土佐山 

●目 的  高知市民にとって重要で貴重な資源

である高知市の水瓶「鏡川」。こうち森林救援隊は、

この清流の水質を保全するために、森林の整備が

遅れている現状を憂慮した高知市役所有志を中心

として結成された。「緑のダム」と称される森林の水

源涵養機能を十分に発揮させるため、一般県民も

募集して森林の整備（間伐作業）を実施する。 

●活動の概要 

高知市土佐山のスギ・ヒノキの人工林（３５年生）１

ｈａを、一般県民ボランティアを含む５１名で、４～６

月の各１日ずつ間伐作業を行った。 

●初参加者の声 

間伐作業は以前から興味があり、子どもと間伐体

験イベントへの参加はありましたが、チェーンソーで

の本格的な作業はしたことがありませんでした。 

間伐もされずに放置された木々は細く、枝も重な

り合って葉も少ししかありません。足下も暗く草が生

えないため、土が雨などに流され荒らされているよう

でした。間伐が完了している森と見比べたら、一目

瞭然でその違いがわかり、森が生き返っているよう

でした。貴重な体験をさせていただき、本当にありが

とうございました。また時間があきましたら、参加させ

ていただきます。(抜粋して掲載) 

（高知市役所廃棄物対策課職員･男性） 

 

 

 

 

 

 

 

四万十川流域間伐推進事業 
高岡郡四万十町琴平町３－１４ 

四万十川財団内 

四万十樵塾 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年３月～１０月（９回実施） 

●事業場所 ｢ふれあいの森｣四万十川町（旧大

正町）･･･四国森林管理局と協定 

●目 的  主として四万十川流域において、整

備が遅延した森林を対象として間伐等を適正に推

進し、水源涵養、土砂流出防止等の森林環境の維

持･保全に努めることで公益の増進に寄与する。 

●活動の概要 

ふれあいの森協定を結んでいる３．３ｈａで、間伐

等の森林整備及び間伐材の有効活用等の活動を

継続的に実施している。活動日は２７日（毎月第一

土、日曜日及び臨時に設定した日）、のべ参加人

数は１２１名であり、このうちの９回分を緑の募金の

助成を受けて実施した。 

毎回始業時には、機器や服装の点検、安全ミー

ティングの実施等を行って安全対策に努めている。 

また、間伐材の有効利用として、ログハウス建設

等を行い、一般公募をして一泊二日でログハウス加

工組立見学、間伐体験、市ノ又風景林の散策を行

い、森林や自然環境についての意見交換をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上：事前のミーティ

ング 

下：市ノ又風景林の

散策 

森林の整備.5 森林の整備.４ 
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災害に配慮した健やかな森づくり事業 
吾川郡いの町１３８１番地 

によど川森林救援隊 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年９月２・３日 

●事業場所 吾川郡仁淀川町長坂（町有林） 

●目 的  昨年(平成１７年)の度重なる台風の

襲来による被害の体験を踏まえ、森林の立地に格

段の留意を払い、画一的に３０％の間伐ということで

はなく、間伐本数の設定を行うほか、林縁木の伐採

は厳に慎み、風による倒木の抑止に留意した森づく

りを行う。 

●活動の概要 

仁淀川町の町有林で、ヒノキ７齢級１．５ｈａについ

て３０％の間伐を行った。参加人員はのべ３４名。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑田山雪割り桜の里づくり推進事業 
須崎市桑田山乙６８４ 

桑田山雪割り桜の里づくり推進協議会 

          

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年３月から１１月まで 

●事業場所 須崎市桑田山地区 

●目 的  既存の雪割り桜（ツバキカンザクラ）

の管理保全。苗木育成と定植活動 

●活動の概要 

桑田山は雪割り桜の名所として有名であり、毎年

桜の会開花時（２月中旬～３月中旬）に、訪れた方

への案内やイベントを開催している。 

この桜を増やすために接ぎ木を行い、既存の雪

割り桜を管理するために、草刈り、枝打ちなどの作

業を地元住民のべ７０人で行った。 

・接ぎ木 ３月２０日 

・下刈り、木きり ５月２５日、１１月２７日 

・開花場所への道路清掃 ７月２６日 

 

森林の整備.14 森林の整備.15 

▲上：間伐された林 下：参加者で記念撮影 

上：接ぎ木作業  

中：道路草刈 

下：平成19 年2 月 

25 日満開でした

(森と緑の会撮影) 
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木の根を守ろう!-山のダムづくり- 
高岡郡越知町越知丙７３７番地１２ 

横倉山自然の森博物館友の会 

          

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１２月３日(１１月２３日が雨

天であったため延期した) 

●事業場所 越知町横倉山畝傍眺望所 

●目 的  県立自然公園であり、ハイカーが多

く訪れる眺望所では、樹木の根が剥き出しとなり損

傷が激しく、枯死に繋がる可能性がある。また、平

成１６、１７年の台風により倒木の被害が大きい。そ

のため、木の根を保護するための対策を講じ、自然

環境を維持したい。そのことにより、登山客に自然

保護への理解を深め、森の役割や大切さを再認識

することへつなぐことを目的とする。 

●活動の概要 

 友の会会員１３名が参加し、間伐材を使った土留

工や階段、木片(ウッドチップ)を敷き、地上に剥き出

しになっている木の根を守る対策を講じた。 

●実施結果 

路面浸食や土砂流出による荒廃を防止できる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

部落林整備事業 
南国市岡豊町八幡５６３の３番地 

南国緑と水の会 

          

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年７月、１１月、１２月(１１月

に雨天のため延期) 

●事業場所 南国市中谷・黒滝・吾岡山 

●目 的  人手不足のため、整備がしづらくな

っている森林の整備として、南国市中谷・黒滝・吾

岡山の地域活性化の企画運営への協力を行った。 

●活動の概要 

南国市の次の３ヶ所で作業をおこなった。 

中谷はヤマザクラの名所であるが、その桜のまわ

りに雑木が繁茂して日当たりが悪くなっているため、

それらを整備するために、１２月３日に伐採作業を

実施（１１月に雨天のため延期）した。地元住民の皆

さんと南国市役所職員と１３人と協力して行った。 

黒滝の水芭蕉の整備作業を７月１５日に参加者７

人で整備した。吾岡山では、整備と剪定のしかたの

実習として、当会代表である濵田樹木医を講師に

剪定の実習を兼ねて４３名で作業を行った。 

 

上：中谷で桜の周りの木を伐採 上：吾岡山での剪定 

森林の整備.20 

上：横倉山の畝傍眺

望所。木の根が剥き

出しになっている。 

下：整備後。登山道

には階段を設けた。 

森林の整備.17 
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大杉公園整備事業 
長岡郡大豊町杉 

杉地区 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１０月 

●事業場所 杉の大スギ隣接公園 

●目 的  観光地である国の天然特別記念物

｢杉の大スギ｣及び｢美空ひばりの苑｣に隣接する公

園の周辺整備を行うため。 

遊歩道を整備し、コンクリート舗装し、ベビーカー

や車椅子が通りやすく、誰もが足下に気を遣うことな

く公園内の散策を楽しむことができるようにする。 

●活動の概要 

昨年３月からしだれ桜、イロハモミジ 、オンツツジ

を植裁し、夏季には園内の草刈等を行った。 

今事業で、当地区を訪れる身体障害者の方等に

配慮して、遊歩道（A 線 L=48.2m・W=2.0m、 B 線

L=61.5m・W=1.0m）をコンクリートで舗装し、車椅子

で園内を散策できるようになった。平成１７年度から

継続事業（２年目）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横内緑の少年隊活動 
高知市口細山２－２４ 

横内緑の少年隊 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年７月２８～３０日 

●事業場所 梶ヶ森キャンプ場(長岡郡大豊町) 

●目 的  自然に親しみながら自然環境の美

化・森づくりおよび野鳥等の動植物の観察・保護活

動などを通じて心優しい思いやりのある子ども達の

健全育成を図る。 

●活動の概要 

緑の少年隊活動として、２泊３日梶ヶ森キャンプ

場でテントによる非日常体験を行った。ナタによる薪

割りや飯ごう炊飯、火おこし等の体験をした。期間

中、野鳥の巣箱作りをし、それぞれの自分の手で取

り付け、昆虫等の動植物の観察、保護活動を行った。

夜は、山荘梶ヶ森の職員さんを講師に星の観察等

を行った。参加者１５名。 

緑化の推進.４ 

上：舗道をつくる 

左下：休憩所まで

つづく 

右下：緑の募金で

実施されているこ

とを標示する看板 

緑化の推進.２ 

上：集合写真 下：巣箱をつくり、その後取り付けた 
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高知里山まつりin秦 
高知市中秦泉寺 54-3 

秦ふれあいセンター内 

高知里山まつり実行委員会 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１０月２９日(日) 

●事業場所 高知市中秦泉寺｢秦泉寺公園｣内 

●目 的  高知市の北山に広がる、緑豊かな

自然環境の保護と、里山の手入れを通じて子ども達

が自然を楽しみ、高齢者の知恵と経験との交流によ

り、こころ豊かに育つことをめざして、竹を中心とした

工作実習を実施すること。 

●活動の概要 

竹をキーワードに、次世代を担う子ども達を中心

にしたイベントを開催した。４月にタケノコを掘り、焼

きタケノコ体験。まつりとしては第５回目の開催。参

加者は会員も含めて７００名 

①竹工作コーナー 竹とんぼ･紙でっぽう・竹馬等 

②竹遊具コーナー 竹のブランコ、マスト登り等 

③竹炭コーナー 体験と炭の展示や販売 

④里山紹介コーナー 保全活動の紹介と現地見学 

⑤環境保全コーナー コミュニティ会議の河川ウォッ

チングなどの保全活動紹介 

⑥食感交流コーナー 

⑦子どもフリーマーケットコーナー 子どもが実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見守ろう！ふるさと(森と水)を 
香美市土佐山田町楠目３９１－２ 

香美市立楠目小学校 

楠目小子どもエコクラブ 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１１月２８日ほか 

●事業場所 さおりが原（香美市物部町） 

●目 的  物部川や物部川流域の森林での体

験活動をとおして、ふるさとの森や水に親しみ楽し

むこと。森林や川を守り育てている人達の活動に気

づき、自分達にできることを考え実践しようとする子

どもを育てること。当エコクラブは全国こどもエコクラ

ブ（ＪＥＣ）に加入し、保護者や教職員がサポーター

となって組織している自主活動組織。 

●活動の概要 

１１月１０日には甫喜ヶ峰森林公園で散策（木の

実拾いや植物観察）、木と森について学習した。１１

月２８日には学校で、山の素材で飾り板を作った。 

この助成では、バスを借りてエコクラブ３３名とサ

ポーター３名でさおりが原を訪れた。山田の町なか

とは違う空気や森の香りを感じながら、さおりが原ま

で高知中部森林管理署員４名と歩いた。さおりが原

では、巨木を取り囲んでその大きさを実感したり、実

際に山の中で森林の話を聞くことによって、川が生

まれる場所で物部川をより身近に体験できた。 

緑化の推進.５ 緑化の推進.７ 

上：竹とんぼ

づくり 

左下：巨大竹

のブランコ 

右下：手作り

炭窯で、竹炭

つくり 

上：森林の話を聞く 

下：さおりが原を目指し

て歩く。落ち葉のじゅう

たんを踏みしめながら、

途中川を横切り、丸太の

橋を渡り進んだ。 
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-野中兼山の歴史を探る- 舟入川ウォーキング 
香美市土佐山田町神母ノ木４２８－２ 

舟入川ウォーキング実行委員会 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年９月２３日(土･秋分の日) 

●事業場所 

集合･昼食･解散場所：高知県森林総合センター 

視察、研修場所：物部川合同堰、旧山田堰、春野

神社、野中兼山邸跡(土佐山田

町中野地区)、中野公民館 

ウォーキング：土佐山田町楠目(談義所) 

       ～南国市日吉野(駅前緑地公園) ８ｋｍ 

イカダ下り：南国市金地(ミロク機械(株)前) 

       ～南国市日吉町(駅前緑地公園) ２ｋｍ 

●目 的  地域で現在忘れられている舟入川

を歩き、歴史の一端に触れ、感じてもらうことで、水

を通じ、山･川･森の関係を見直してもらうため。 

（舟入れ川は、今からおよそ３５０年前、土佐藩の執

政野中兼山によって作られた。農業用水だけでなく、

物部川の上流域と高知市を結ぶ交通手段でもあっ

た。そのことにより、山･川･海の結びつきも舟入川を

通じて強かったと考えられる） 

●活動の概要 

舟入川沿いを、史跡や講師から見聞しながら歩

いた。また、終盤の２ｋｍを小学校５・６年生の子ども

達が２人１組で（大学生ボランティアが１人補助でつ

いた）、本人が作った｢イカダ｣で川下りを体験した。

参加人数は２７２名（ウォーキング１５４名（うち、イカ

ダ下り２７名）、ボランティア１１８名）。 

 

 

 

 

 

 

 

高知県緑の環境会議 講演会･シンポジウム 
高知市丸ノ内１丁目３番３０号 

高知県緑の環境会議 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年６月１０日 

●事業場所 四国森林管理局（高知市） 

●目 的  広く市民を対象とし、緑と森林･林業

に関する普及啓発活動をおこなうこと。 

●活動の概要 

シンポジウム「いま、高知の森林・林業は！－危

機下の林業と環境、再生の｢芽｣を現場から探る－ 

上記表題により講演会を行った。 

最初に依光良三氏（高知大学名誉教授）にシン

ポの趣旨説明と「森林・林業、そして環境の現状」と

題して、問題提起をしてもらい、福田真苗氏（土佐

林業クラブ会長）に「森林の経営管理をめぐる現状

と課題」、常石勝氏（物部森林組合）に「現場で働く

者の視点から考えること」、田村耕一氏、竹内将純

氏（大正町森林組合）に「環境保全型林業と森林・

林業再生への課題と「芽」」、田岡秀昭氏（森昭木

材）に「森と街をつなぐ運動から森を守ることにどう

つなげるか」、川田勲氏（高知大学教授）に「木材市

場の新たな動向と林業～全国・高知の動向～」と題

して報告を受けた。 

その後、依光氏をコーディネーター として会場の

質疑と討論、まとめを行った。 

参加者は一般市民を含めて１４０名。 

緑化の推進.9 緑化の推進.16 



 - 19 - 

ツリーハウスをつくろう 
香美市土佐山田町大平８０ 

森林総合センター情報交流館内 

ＮＣＢ緑の募金カード友の会 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年７月８日～８月２７日 

●事業場所 秦泉寺公園（高知市） 

●目 的  地区住民および 地区の小学校と連

携して、森に親しむ活動を展開しながら、公園に遊

具･展望台を兼ねたツリーハウスをつくり、地域に貢

献すること。 

●活動の概要 

 秦泉寺公園に、公園のシンボルとなる遊具＝ツリ

ーハウスを、地元の秦地区の方々、秦小学校５、６

年生、高知市職員さんとともに作った。指導者は情

報交流館｢森づくり助っ人隊｣のみなさん。 

７月２日、土佐山田町の森で約１００本を間伐する

ところから始め、８月１４日、公園に運んで土台づくり

を行った。 

８月２０日には、５年生約４０名が参加し、皮剥と梯

子づくりを行った。２７日に６年生約３０名が参加し、

最終作業。丸５日以上かけて何とか完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 家族でふれあう木のフェア 
高知市小倉町２－８ 

高知県青年林材協会 

 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年７月３０日 

●事業場所 高知市仁井田木材団地 

（高知県木材流通センター） 

●目 的  近年自然や環境に対する関心が高

まっており、自然素材である木材が見直されている。

そのため親子木工教室や木のおもちゃなど、直接

木に触れることで木のよさを肌で感じ、同時に、ガー

デニング資材、木材、木造住宅を広く紹介すること

で家庭においても緑に接し、木材や自然に対する

意識を高めること。 

●活動の概要 

林青・団青会合同親子木工教室として、夏休み

の７月に親子対象で開催した。 

今回でこのイベントも３回目を数え、電動糸鋸や

技術的なことは、メンバースタッフが手伝った。参加

者は約３００名と非常に盛況だった。 

緑化の推進.22 緑化の推進.17 
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安徽省日中友好の森づくり･交流促進事業 
香美市土佐山田町大平８０ 

高知県森林総合センター情報交流館内 

安徽省日中友好の森づくりネットワーク 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年１１月１日～５日 

●事業場所 高知市（県立南中高等学校）、南国

市、大豊町、本山町、土佐町等 

●目 的 毎年県内で募ったボランティアにより、

｢安徽省日中友好の森づくり事業｣として植樹活動を

中国安徽省で行っている。５年前に准南市第十三

中学の先生と生徒と植樹を行ってから毎年交流を

続けている。また、平成１５年から高知県立南中･高

等学校の先生と生徒が文通の交流を行ってきた。 

今年１１月に、南中･高等学校が創立２０周年を迎

え、記念式典に参加するために来日するのを機に、

両国の県民（主に学生）が、共に高知県内の森林・

林業の学習を行うことをとおして、より一層お互いの

国の交流と理解を深め、日中両国の森林環境を保

全する担い手として学生を養成することを目的とす

る。 

●活動の概要 

 ４泊５日で訪日した間に、「海と港と川の学習（国

土交通省協力）」、「幼稚園から大学迄の日本の教

育現場の視察（県教育委員会協力）」、「森林・林業

と木材の販売、加工等の学習（嶺北木材市場協

力）」等、視察や合同勉強会を行った。南中･高等学

校の記念式典では、両国で記念植樹を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香美市体験林業教室 
香美市物部町大栃１６４１ 

香美市役所 林政課 

高知県森と緑の会香美市支部 

【募金事業の概要】 
●事業日  平成１８年６月１６・２９日、７月６日 

●事業場所 物部町（大栃中学校は笹(民有林)ほか、

大栃小学校は別府（農林漁業体験実習館ほか）） 

●目 的  間伐体験、木工製作を通じ森林の

持つ機能、役割及び森林と林業との関わりに関心

を持たせるとともに、郷土の森への愛着を深めさせ、

地域林業の振興を図るため、村内の小･中学生を対

象に体験林業教室を実施すること。 

●活動の概要 

○大栃中学校体験林業教室(６月１６日・２９日) 

高知中部森林管理署職員による森林の公益的機

能の講話。物部森林組合職員による｢間伐の話｣と

チェーンソー、鋸を使用した間伐体験。 

間伐体験は、物部町笹の民有林で行いました。 

○大栃小学校体験林業教室(７月６日) 

高知中部森林管理署職員による「森林の働き」の

講話と、木の葉当てクイズ、巣箱作り等木工品制作

を行うとともに、一泊二日の共同生活をとおして、協

調性と自然を大切にする心を育んだ。 

 

 

 

 

緑の国際協力 地区･支部事業.４ 

上(間伐体験)と左下(学習)は大栃中学校 右下は大栃小学校 
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