
○趣　旨

○平成24年度事業の実績

（１）県民実践活動事業

【平成24年度実績】

・実施件数21件

・主な活動内容

・地域住民や小中学生が参加した、里山整備の取り組み

・荒廃竹林を整備し、明るい里山の再生と、竹材利用の取り組み

・県民に森林に親しんでもらう自然観察伒やワークショップの開催

　県内で活動する団体･グループから事業提案を募集し、第１回富山県水と緑の森づ

くり伒議（平成24年4月24日開催）で審査のうえ、支援を行ないました。

小羽地域の森林内の体験活動小屋を拠点に、周辺の森
林整備や森林観察伒を、地域住民や学生も参加して実
施。（NPO法人こば）

冬には、学校林において伐採したクロモジを活用し
たかんじきを作成し、積雪の学校林で動物の足跡や
冬芽を観察する「かんじきハイク」を実施。（上市
町立南加積小学校PTA）

地域の里山において、林内の古道の刈払、階段や案内板
の設置等の整備、山間休耕田でビオトープ造成や植樹、
ホタル幼虫の放流を実施するなど、魅力ある中山間地域
を目指し活動。（院瀬見自治伒）

里山の森林整備や竹炭づくり、登山道への案内板の
設置、林間を利用したコナラの植樹やヒマワリ、
ギョウジャニンニクの栽培等幅広い活動を展開。
（しんゆう倶楽部）

活動状況

－とやまの森づくりを支える人づくりなどの推進－ 
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 県民参加の森づくりを進めるため、県民の皆さんが企画し、実践する森
づくり事業への支援を行ないます。 
 また、水と緑の森づくり税を活用した事業のアイデアを募集し、水と緑
の森づくり事業への反映を検討します。 



H24　県民による森づくり提案事業「県民実践活動事業」実施主体別実施概要

実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

金山里山の会 射水市青井谷 103名

【里山再生事業】

　キノコの産地として、自然豊かな里山の再生を
目指し、
　・キノコの発生しやすい里山への整備
　・森林整備に関する研修会を開催
　・キノコの再生に関する研修会を開催
　チッパー機を利用した里山整備により、光条件
や風通しが改善され、キノコの生育に適した里山
になった。

石田自治振興会 黒部市石田 165名

【未来に残す美しい森づくり事業】

　石田地区の振興と豊かな自然環境保護のた
め、大島海岸の松枯れ跡地において、海岸林の
再生を願い植樹を実施。
　石田小学校の児童と振興会員ら地元住民がペ
アで植樹を行うことで、世代間の交流にも寄与。

市民いきものメイト 富山市古沢（ファミリーパーク内） 195名

【とやまの薬草と里山の恵み活用事業】

人と自然の理想的な関係の実現を目指し、
　・放置された竹林や雑木林を整備
　・里山に自生する山菜、薬草等の観察会の開催
　・山菜や薬草の採取と利用の体験
を実施した。
　竹林・雑木林の整備で、里山が明るくなるととも
に、数種類の薬草を栽培・採取し、観察会等の講
座の開催により、里山の活用法や意識の向上に
資することができた。

小菅沼・ヤギの杜 魚津市小菅沼 91名

【三百山（通称さんびゃくやま）森林整備と絶滅危
惧植物の保護活動】

　林内に生育するクマガイソウの保護・増殖により
地域振興を図るため、植生調査と増殖活動、林内
遊歩道の整備及び標識やパンフレットの作成を実
施。
　クマガイソウは徐々に増えており、着実に成果
が出てきている。歩道の整備や案内板の設置等
により、県民の理解や協力を得ながら事業を実施
していく環境を整えた。
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№
活動状況写真

1

石田小学校の児童と地元住民による植樹活動 

チッパー機を使用した里山整備 キノコの発生状況の確認 

竹林整備 

自然観察会の実施 

クマガイソウ増殖状況 クマガイソウの生息環境を 

改善するための森林整備 
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H24　県民による森づくり提案事業「県民実践活動事業」実施主体別実施概要

実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

№
活動状況写真

栴檀山地区森林振興委員会 砺波市夢の平 141名

【ふるさとの森保全活動】

　栴檀山地区の集落が一致協力し、地区の里山
保全を図るため、夢の平レクリエーション地帯の
森林内における小路の整備や、サクラやドウダン
ツツジなどの育成・管理等を実施した。
　植樹や小路整備を通じ、訪れる方に楽しんでい
ただける里山地域づくりができた。また、門松づく
りでは地域の子供たちも参加することにより、森
林からの恵みについて改めて考えるきっかけと
なった。

一般社団法人　縄文文化ふれあい塾 氷見市小竹 132名

【竹林（間伐）整備】

　荒廃竹林を伐採整理し、チップ化して林内に散
布した。
　拡大の進む竹林を整備して、森林浴の楽しめる
明るい里山への再生を図った。

NPO法人こば 富山市小羽 173名

【森もり元気活動パートⅡ】

　子供たちとともに楽しく森づくりを進め、富山市
小羽地区の里山を再生するため、荒廃した里山
林の整備、森林内でのミニコンサートや自然観察
会、タケノコ掘り体験を実施した。
　高文祭の生徒を受け入れた森林整備体験や、ミ
ニコンサートや自然観察会をとおし、地元住民や
青少年の森林への関心を高めることに寄与した。

南郷の里山を考える会 射水市串田 216名

【串田南郷丘陵里山整備事業】

　射水市南郷地区の複数の自治会協働により、
南郷丘陵に広がる里山の保全や整備することに
より、森林浴や花木を楽しめる里山の再生を目指
し、侵入竹の伐採整理と里山林内の遊休地を活
用したそばの栽培を実施。
　スギ林内にまで侵入した竹の伐採・チップ化を進
め、かつての南郷丘陵の姿に戻りつつある。ま
た、休耕地を活用したそば栽培も始め、地域住民
の交流が活発化している。
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改善するための森林整備 

歩道整備（階段の設置） モミジの苗木植樹 

高文祭参加生徒の受け入れ 

（森林整備体験） 
自然観察会 

作業道の開設 

荒廃竹林を整備 伐採竹をチップ化し、林内に散布 

荒廃竹林の整備とチップ処理 
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H24　県民による森づくり提案事業「県民実践活動事業」実施主体別実施概要

実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

№
活動状況写真

南谷地区振興会 小矢部市岩尾滝 97名

【中山間地廃校跡を基点とする森作り活動の整
備】

　小矢部市南谷地区の振興を目的に、
　・林内歩道周辺の森林整備と花木等の植栽
　・森林整備や森林の活用に関する講習会の開
催
　・歩道の除草等の維持管理活動
等を実施した結果、親しみのある森林となり、来
訪者が増加し、森林の役割、整備の必要性への
理解を深めてもらうことができた。

庄自然に親しむ会 砺波市庄川町麻生谷ほか 196名

【炭焼きを後世に伝承し里山を守る】

　自然に学び、自然とふれあい、自然の文化を後
世に伝承するため
　・里山林の活用を進めるための森林整備
　・伐採木を活用した炭焼きを行うための炭窯の
構築
　・炭焼き体験の実施と木炭の活用方法の講習
などを実施し、明るい森林にするとともに、林産物
を活用する知恵や技術を習得した。

愛本夢の里プロジェクト実行委員会 黒部市宇奈月町内山 50名

【平成24年度愛本夢の里プロジェクト】

・山道の開設、修繕、改良
・枯損木や倒木の処理
・展望台に丸太ベンチの設置
・森林浴や自然観察会
等を実施し、黒部川愛本橋左岸側一帯の森林、
里山の環境の保護、地域住民の親睦が図られ
た。
　また、山道周辺の整備も行い、見通しが良くな
り、明るい里山になったことで猿やクマなどの出没
を抑制する効果も期待できるようになった。

上市町立南加積小学校PTA 上市町黒川 95名

【南加積小学校　「学校林の活用（自然体験と地
域の人との関わり）」】

　学校林を利用した自然観察会を季節ごとに実施
し、児童が身近な自然や森林について考えるきっ
かけとなった。
　また、自然観察会で用いるかんじきを、地学校
林から伐採したクロモジを利用して作成するなど、
森林から得られる恵みとその利用も学ぶことがで
きた。
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炭焼きに利用する 

伐採木の玉切り、搬出 

炭窯の作成 

歩道に階段を設置 

地元の方を対象とした自然観察会 

自然観察会 

「木いちご探検隊」 

自然観察会 

「かんじきハイク」 

間伐材を利用したベンチ作成 案内板の設置とケヤキの植樹 
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実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

№
活動状況写真

森のたくはいびん 砺波市頼成ほか 302名

【森に恋するワークショップ事業】

　森林に対する知識や技術の向上を図るための
森林・樹木観察学習会、一般参加者を募り、森や
木の魅力を広めることを目的としたワークショップ
を開催した。
　学習会で伐採したスギ間伐材を製材し利用した
ワークショップを実施した。イオンモール高岡で実
施したワークショップでは、それ以外にも1,600名
が団体活動結果等の展示スペースに来場し、約
150名が木工作を実際に体験するなど、幅広い
方々に森づくりの魅力を広めることができた。

ふるさと再生塾 富山市開ヶ丘 21名

【第2回里山再生実践フォーラム】

　竹林整備を中心とした環境整備と地域の自主的
な活性化を実現するため、荒廃した竹林を整備
し、その伐採竹材を用いて花器を作るワークショッ
プを開催した。
　また、里山再生に向けた知見を深めるための講
演会を開催し、今後の里山再生のあり方について
考える機会を作った。

木を植える会 氷見市新保 72名

【木を植えて森を作る】

　氷見市新保地区の地滑り跡地や周辺の荒廃し
た里山林や竹林を多様な生物の住む森林に再生
するため、H22・H23年度に植栽した木を育成・管
理するとともに、多種多様な広葉樹の植栽を実施
し、四季の変化を体感できる花木の森づくりを行っ
た。

森のむささび 高岡市福岡町五位 149名

【水と緑の森づくり事業】

　小矢部市五位地区の里山保全や自然との関わ
りを学ぶ環境作りのため、里山林や荒廃竹林の
整備、伐採木竹を利用した炭づくりを実施した。
　約8カ月間、ほぼ毎週末に着実に活動し、予定し
ていた約8haの竹林を中心とした里山の整備を行
うことができた。
　また、地域の河川の浄化用として伐採木竹を活
用した炭づくりを行った。
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「木いちご探検隊」 「かんじきハイク」 

自然観察会 

木工作ワークショップ 

伐採竹を用いた花器づくり 竹林の伐採整備 

植樹の状況 

里山林の整備（間伐） 伐採木竹を利用した炭づくり 
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実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

№
活動状況写真

院瀬見自治会 南砺市院瀬見 197名

【魅力発信！　元気な里山づくり】

　南砺市院瀬見地区の背後に広がる里山におい
て
　・古道の整備、史跡を結ぶコースづくり
　・水生植物園の造成、管理
　・ベンチの制作、林内への設置　　　　　を実施。
　里山林内でのウォーキングイベント等に利用し、
地域住民の健康増進や交流の場として活用。
　また、休耕田を活用して水芭蕉などの水生植物
を植栽し、自然に親しむ機会の提供と元気な里山
の魅力の発信につなげている。

ふるさと種 上市町西種 200名

【里山保全整備】

　上市町西種地区における環境整備と地域の振
興、森づくりに対する意識の醸成のため、
　・雑木林や放置竹林を整備
　・都市住民を交えた森林整備体験会を実施
　・伐採木を利用したキノコ植菌研修会を開催
　集落への野生鳥獣の入り込みが減少した。ま
た、地域外からの参加者も交え体験会等を通じ、
地域住民との交流や森林からの恵みへの理解を
深めた。

しんゆう倶楽部 富山市割山 239名

【里山整備事業】

　富山市楡原、割山地区の高齢者や子供たちが
安全安心で元気に暮らせる環境の提供を目的と
して、
　・里山林や荒廃林の混交林化に向けた整備
　・炭焼き体験会やクラフト教室の開催
　･整備森林内における草花や山菜を栽培　　　を
実施。
　その結果、地域住民が森林に目を向けるきっか
けを作り、地域内外からの散策者が増えた。

ふるさとの竹林を育てる会 富山市婦中町葎原 73名

【荒廃竹林の再生及び薬草等の植栽による竹林
の有効活用調査】

　荒廃したふるさとの竹林の再生と竹林の有効活
用を目的として、
　・整備用の作業路の開設
　・豪雪による倒木竹の整理
　・竹林内を利用した薬草や山菜栽培
を実施し、林内環境を改善することができた。ま
た、山菜等を栽培することにより、山の恵みを享
受することができた。
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ホタルの幼虫の観察会 古道に階段を敷設 

伐採木にシイタケ植菌 地区外からも参加した 

森林整備の体験会 

竹炭づくりの準備作業 中学生による森林整備 

オーレンの植栽 開設した作業路と竹林間伐作業 
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実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

№
活動状況写真

増山自治会 砺波市増山 216名

【増山城跡の森を守ろう】

　増山地区の史跡「増山城跡」の森を守り、地域
の生活や環境を守るため、歩道の刈払いや間伐
等の森林整備の実施、伐採木を利用したベンチ
作成・設置を行った。
　これにより、地域外から増山城跡への来訪者が
増加するとともに、地域住民にも憩いの場として
利用されるようになった。

H24年度合計

実施団体数　　　21団体 3,123名

【参　考】

21

実施団体、参加延べ人数の推移

年度 実施団体数 参加延べ人数

Ｈ１９ １５団体 3,935名

Ｈ２０ ２０団体 3,577名

Ｈ２１ ２５団体 5,055名

Ｈ２２ ２５団体 4,611名

Ｈ２３ ２４団体 4,100名

Ｈ２４ ２１団体 3,123名

伐採木を利用したベンチ作成 歩道の刈払い 
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