
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

高知市

高知市

高知市

高知市

四万十市

黒潮町

高知市

高知市

香美市

高知市

香美市

香美市

大豊町

大豊町

大月町

大月町

大豊町

大豊町

香美市

高知市

75,242円11 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、こどもたちの豊
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。

28名 144,501円

171,364円

10 ㋐-② 嶺北ジビエ実行委員会

三嶺の森の害獣対策と講演
丸太切り競争等で日常余り触れることのない木との触れ合
いを感じていただく。
瓜坊レース等でジビエイベントを盛り上げる.
ジビエグルメ料理店舗によるおいしいジビエ料理を味わっ
ていただくとともに、スタンプラリーなどを実施しお客さんに
色々なジビエ料理を楽しんでいただく。
射的用の銃で模擬狩猟体験をしていただく。
いろいろなジビエグッズを紹介、販売する。
鹿などの食害関連の現状と対策のパネル展示により、害
獣被害の現状や対策などを多くの方に知っていただく。
ジビ肉利き肉コンテストによりジビエ肉を真剣に味わってい
ただく。

1,933名 940,629円 179,029円

9 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、どんぐり拾
い、苗木づくり

45名 278,897円

250,000円

8 ㋒-⑦⑧ 立川体験交流の会

・火起こしの歴史や火の重要性についての講義（紙芝居で
話をする）
・木材（スウェーデントーチ）を活用した火起こし、たき火体
験（併せて昼食作り）
・水棲動物についての講義、観察
・川遊び体験

40名 273,041円 250,000円

7 ㋒-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

2,000名 461,385円

250,000円

6 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、近年、問題と
なっているシカによる獣害の実態について、講師から説明
を受けながら現地で自然や森林についての学習を進める。

10名 126,248円 117,248円

5 ㋐-②③ こうち森林救援隊

林内に自生している山桜（20株余り）の周辺の除間伐を進
めて、山桜を森のシンボル化していくとともに、稜線付近の
広場やそこへと続く山道付近には新たに桜を始めとした観
賞木を植樹することにより、花の開花時期には地域の皆さ
んが楽しみ集える森づくりを目指す。
また、近隣の小中学校などにも子どもたちの遊び場や環境
学習の場としての活用を促すなど、情操教育の養成にも寄
与するとともに、森の中腹にある広場までの仮道を整備し、
来るべき南海大地震に備えるためのより安全な避難路づく
りを目指す。

80名 363,801円

250,000円

4 ㋑-⑤
幡多山もりフェス
実行委員会

間伐材を利用しての木工椅子作り体験、木のファイルBOX
作り体験、木の小鳥巣箱作り体験、木の実のリース作り体
験、森の○×クイズ、森林紹介冊子配布、林業機械の体験
乗車　等

3,072名 378,384円 250,000円

3
㋐-①②
㋒-⑦⑧

アジロ山の
自然と環境を守る会

①森の中の風濤木の伐採や枯れ木の除去密集した木々
の除基作業及び遊歩道の整備と周辺の草、安心して遊べ
る様に森の遊具点検作業実施。
②「自然体験＆森のようちえん」事業を開催し幼児期の子
どもたちに森の美しさ、自然を守ることの大切さを体感して
もらう企画で3回実施。

271名 265,368円

12,300円

2 ㋐-② 坂本龍馬倶楽部
田中良助邸とその敷地内にある里山の雑木林を伐採し訪
れる方々が安全で楽しめる景観にする。

37名 204,326円 152,191円

1 ㋒-⑧
高知城公園

シェアリングネイチャーの会
ネイチャーゲームという手法を使い自然（季節の移り変わり
や自然の仕組み等）を直接体験してもらう。

34名 15,108円
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事業実施
市町村

団体所在地 事業費 補助金額

黒潮町

黒潮町

中土佐町

中土佐町

香美市

高知市

土佐清水市

土佐清水市

高知市

高知市

梼原町

梼原町

土佐町

土佐町

津野町

津野町

芸西村

芸西村

室戸市

高知市

香美市

香美市

四万十市

四万十市

いの町

いの町

11,487名 8,314,749円 4,639,070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。

合計

211,930円

24 ㋒-⑦⑧
ほのほの王国

もみじまつり実行委員会

職業体験・ワークショップ・働く車の展示・ほのほの市
その中の職業体験において、間伐体験及び高知中央森林
組合職員による講話を実施。また、ワークショップにおいて
間伐材等を利用した木工教室を開催する。

210名 144,270円 105,270円

23 ㋑-⑤ トランジション四万十

馬で木材を搬出する馬搬を体験してもらい、林業の貴重な
伝統文化を知ってもらう。
搬出した木材を使ったグリーンウッドクラフト（生木を使った
木工）による食器作りに挑戦してもらう。

26名 236,930円

235,000円

22 ㋒-⑦
甫喜ヶ峰トレイルランニング

実行委員会
10km、リレー、キッズの3コースを設け、それぞれのコース
を走ることで自然を楽しむ。

254名 797,176円 250,000円

21 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。

26名 243,086円

250,000円

20 ㋐-④ 竹あかり実行委員会

・竹灯り点灯式
・ミニ竹灯り制作体験
・ステージイベント
・飲食物販
・松林ライトアップ
・ごめんなはり線利用来場者へプレゼント贈呈

2,861名 1,616,856円 250,000円

19 ㋒-⑧
船戸活性化委員会
「四万十川源流点」

ウォーキングの実施
（満天の星本社駐車場から四万十川源流点までの往復
16km
　四万十源流センターから四万十川源流点までの往復8km
の２コースを設定）
イベント参加者による植樹

50名 337,596円

201,696円

18 ㋑-⑤ Hand in Hand Project

土佐町における山林の活用状況、および、地元にある森林
資源活用の重要さを伝える。木の特性を知る機会を創出す
るとともに、ウッドデッキに関する制作技術と知識を習得し
てもらう。

36名 252,379円 233,379円

17 ㋒-⑦⑧ 松原まろうど会
セラピーガイドと一緒に久保谷森林セラピーロード体験す
る。道に生えている木・草花・苔などに触れ、またセラピー
ロードを歩くことの効果を知ってもらう。

70名 221,226円

250,000円

16 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

77名 149,885円 137,000円

15
㋐-①
㋑-⑤
㋒-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、ヒノキ林
の間伐を見学してもらう。
あらかじめ切り出し・製材した木材と、林内で採取した木材
等を作業場へ搬出して、海域公園内の観光施設などで訪
れた方や地元の人々に使ってもらえるテーブルやベンチ・
イスを作成する。

39名 279,540円

196,597円

14 ㋒-⑦
（一般社団法人）
高知県山林協会

・秋の森で遊ぶ
・昼食のカレー作りを通して多くの人と触れあう

27名 197,126円 170,824円

13 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ウォーキングを行い、道
中で植物や木について学習を行う。参加者の幅を広げるた
めに希望者については長い距離でマラソン大会形式で行
う。

72名 196,597円

12 ㋒-⑧
黒潮町佐賀北部
活性化推進協議会

釜から蒸し上がった原木を1本1本丁寧に、皮と白いオガラ
の木に分けて剥ぐ作業をしていきます。白いオガラの木は
焚き付けなどに便利とされていて、木の中央には穴が
すっーと通っています。木の方は紙になる原料にはならな
い。皮になる方が紙となる原料です。
時間を区切らず、蒸し上がった楮を次々と剥ぐいで行きま
す。体験者の受入れは区切りはなく常時受け付けていきま
す。

189名 190,394円 190,000円
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