
平成２５年度　森林の体験活動支援事業　事業実績一覧

1
「地球に緑を　桜島を緑に」どん
ぐり照葉樹の森づくり

桜島どんぐりころころ植樹
祭実行委員会

森林の役割，育苗の技術
の学習

種蒔きから育苗
下刈り，植樹活動 1,245名

2
森林の大切さを次世代へ繋ぐ
森林環境教育

特定非営利活動法人
　四季の会

森林恵みや木材の循環利
用の学習

除間伐，歩道整備
木工，炭つくり，椎茸栽培 145名

3

森林の働きと森の維持管理するた
めの取り組みを知り，森の恵みを受
ける体験を通して，森を大切にした
いと感じる心を育む森林体験活動
事業

鹿児島県グリーンマス
ターの会

森のつくりや働き，人工林
や照葉樹林の学習

里山の手入れ
森の手入れと芋飴づくり 80名

4 福平緑の少年団「森の教室」 福平緑の少年団
森林の役割と森林の管理
の学習

除間伐と木材の搬出体験 42名

5
かごしまの森林と県民をつなぐ
森林づくり活動

特定非営利活動法人
　森と木の研究所

自然や森林の働きの学習
森のサバイバル体験
県産材による木工教室 325名

6 人と絆の森プロジェクト
特定非営利活動法人
　みどりの風かんかん

森の成り立ちと森林の役
割
森から受ける恩恵

木工クラフト体験
椎茸駒打ち，ジャムつくり
等

88名

7
「森へ行こうよ！！」親子自然
体験教室

特定非営利活動法人
　たんぽぽ

森林の機能について学習
丸太切り，木工教室
椎茸駒打ち 84名

8 森を知り友達になろう
特定非営利活動法人
　鹿児島ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ

森の役割や動植物，森に
おける環境循環の学習

間伐材等の木工体験
ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ，椎茸駒打ち 87名

9
薪割り体験で生きる力と森林環
境教育

グローバル・フォレスター
森の役割，木材（バイオマ
ス）の利用についての学習

薪，竹の伐採
薪割り，木登り等 57名

10
森林を活用した幼児の環境学
習普及事業

特定非営利活動法人　か
ごしま子どもと自然研究
所

学習活動プログラムの開
発

森林環境教育プログラム
の実践 557名

11 樹木・森林体験自然教室 牟礼岡小学校　親父の会 校内の樹木の学習 スギ材を使った木工教室 76名

日置市 12
里山の保全・ふれあい活動事
業

特定非営利活動法人
　ふく松

森林や木の学習
里山や小川の体験
巣箱つくり，椎茸狩り 159名

鹿児島地域　１２件 2,945名

13 やっぱり’木’になる「木の話」 南薩木材青壮年会 森林の働きについて学習 木工工作体験 132名

14 森林ふるさと今昔物語
特定非営利活動法人　南日
本CLE交流センター

森林の変化と食生活の変
化
の学習

下刈り，炭焼き小屋作り
竹細工，椎茸栽培等 150名

枕崎市 15
炭作り体験　～炭作りから森を
知ろう～

特定非営利活動法人　子育
てふれあいグループ自然花

森林の機能や需要性，炭
作りの技術についての学
習

森林伐採と炭作り 124名

指宿市 16
身近なところでの木材利用と森
林の公益的機能体験活動

宮ヶ浜自治公民館
みどりの果たす役割，マツ
林の公益的機能の学習

木工体験，マツ林の手入
れ 86名

南薩地域　４件 492名

薩摩川内市 17
「山城」人と山との関わりを感
じ，森林を身近に感じよう！！

特定非営利活動法人
　もんじょの郷

森林の公益的機能につい
て
の展示，読み聞かせ

木工体験，ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ
森林整備 1,062名

18 森林を活用した体験活動
さつま町立
佐志小学校ＰＴＡ

森林の働きの学習 椎茸駒打ち体験 29名

19
樹木・椎茸栽培等により循環型
の森林・林業・環境について学
ぶ総合学習

さつま町立
鶴田小学校ＰＴＡ

人と自然・森林環境の学習 椎茸駒打ち体験 41名

20
カブト虫飼育と椎茸栽培から循
環型の森林・林業・環境を学ぶ
総合学習

紫尾緑の少年団 人と自然・森林環境の学習
カブト虫飼育場づくり
木工教室，椎茸駒打ち 55名

21 さつま町ｄｅ「森林体験学習」
さつま町グリーンツーリズ
ム研究会

地球温暖化と森林の関わ
り
樹木や竹，キノコの学習

椎茸栽培，竹炭・竹細工，
和紙作り，木登り 146名

北薩地域　５件 1,333名
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平成２５年度　森林の体験活動支援事業　助成決定一覧

22
「宮脇昭方式」生態学に習った植林
用ドングリ拾い種まき環境学習及び
苗作り体験事業

特定非営利活動法人霧島ふ
るさと命の森をつくる会

地球温暖化と森林環境の
学習

どんぐりの種蒔き，育苗 79名

23
森林に入り森林を感じて森の恵
みを実体験－５

かごしまふるさと森林インスト
ラクターの会　山輝会

森林の役割や恵みの学習
竹林整備，竹の筏つくり，
竹細工，木工教室等 131名

24
第３回蒲生小学校３年生「森林
環境体験活動」

蒲生郷おかべ会
山の恵みと森林環境の学
習

下刈り，木工クラフト，木登
り等 56名

25
「ふれあいの森」で感じる森の
大切さ

特定非営利活動法人
森の学校楠学園

林業と人，森と水の関わり
についての学習

下刈り，蔓切り，歩道つく
り，森林のクラフト体験 98名

26 親子ふれあい事業 東塩入ふれあい会
森林の仕組み，草木や樹
名の学習

椎茸，キクラゲづくり，和
紙・竹細工体験 370名

27
身近な森を学び木の利用を体
験する活動

高岡緑の少年団 森林環境学習
木材加工の見学，木柵づく
り 76名

28
森の仕組みを学び・山の手入れ
を体験しよう

特定非営利活動法人
　「水と地球」

森の仕組み，木の機能を
学ぶ

下刈り，薪取り 46名

29
水と森の学校　～見つめよう私
たちの山野の森，水環境を通し
た森林環境学習～

伊佐市立
山野小学校ＰＴＡ

森林や川の働きの学習
伐採見学，沢登り，学林地
の整備，森林トレッキング 184名

30 屋外木工体験教室
牛尾校区コミュニティ協議
会

木のぬくもりの学習 木工体験 45名

姶良・伊佐地域　９件 1,085名

31 森と語ろう！！森林体験学習
特定非営利活動法人　大隅
照葉樹林原生林の会

森林の機能や地形・歴史
の学習

林間音楽会，ネイチャー
ゲーム， 46名

32
森林を学びながら友達を作る活
動

小中一貫校花岡学園ＰＴ
Ａ

森林の働きや機能の学習 木工教室 87名

33
竹林整備とミニ門松づくり体験
活動及びしいたけ駒打ち体験
活動

吾平町竹林改良グループ
竹林の自然環境への影響
等の学習

竹林整備，門松つくり，椎
茸の原木伐採・駒打ち 75名

34
森林の役目を学び「森と友達」
になろう

くまそ自然塾
森林の役目と森を守る仕
事の学習

巣箱つくり，歩道整備，椎
茸栽培 263名

垂水市 35 椎茸駒打ち体験活動
垂水市立
新城小学校ＰＴＡ

椎茸栽培と料理の学習
椎茸駒打ち，収穫体験
親子料理教室 81名

36 森林恵みの体験教室 恒吉緑の少年団
地球温暖化や森林の働き
の学習

製材所見学，木工体験，
椎茸駒打ち体験 142名

37 里山探検隊
特定非営利活動法人
　どんぐり谷自然塾

森林と水性生物，里山役
割の学習

水辺の観察，里山の伐
採，門松つくり，椎茸栽培 87名

大崎町 38
間伐材利用の学習及び森の恵
みを体験

西井俣自治公民館
森を育てる意味と間伐の
重要性と椎茸の学習

間伐材の木工体験，椎茸
駒打ち体験 57名

大隅地域　８件 838名

熊
毛

西之表市 39
ヤクタネゴヨウ保全と種子島の
森林環境学習

ヤクタネゴヨウ保全の会
種子島の森林やヤクタネ
ゴヨウの学習

ヤクタネゴヨウの保全活動 110名

屋
久

島 屋久島町 40 環境保全型観光振興事業
特定非営利活動法人
　屋久島環境グループ

森林絵地図の作成，森林
体験プログラムの作成

炭焼き，椎茸栽培，門松つ
くり，植栽体験，森林調査 211名

熊毛地域　２件 321名

大
島
喜界町 41

”開校１周年記念”学校環境づく
り事業

喜界町立
喜界中学校PTA

森林の防風や飛砂防止の
機能の学習

木工体験，植栽，下刈り 115名

大島地域　１件 115名

7,129人
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　合計決定件数　４１件
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