
○趣　旨

○平成28年度事業の実績

県民実践活動事業

【平成28年度実績】

・実施件数　：　19件

・参加延べ人数　：　１，８９２人

・主な活動内容

・地域住民や小中学生が参加した、里山整備・海岸林整備の取り組み

・荒廃竹林の整備と、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会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

くり会議（平成28年5月17日開催）で審査のうえ、支援を行ないました。

【滑川市笠木町内会】
海岸マツ林での樹幹注入（滑川市笠木地内）

【道宗道の会】
森林自然教室の開催（南砺市地内）

　　　　　【富山地区林研グループ】
　　　　　スギの雪起こし（富山市婦中町大瀬谷地内）

【NPO法人自然環境ﾈｯﾄﾜｰｸ・射水市ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ協会】
広葉樹苗の植栽体験（射水市入会地地内）

－とやまの森づくりを支える人づくりなどの推進－

Ⅹ 県民による森づくり提案事業

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
づくり活動への支援を行ないます。

活動状況



実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

道宗道の会 南砺市 241名

【森の魅力発信！南砺の「山なみ」から散居の里
へ】

幅広い県民に森林へ親しむ気持ちを育んでもらうた
め、
①古道「道宗道」周辺の刈払い、森林整備
②道宗道を利用して一般公募による「森林自然教
室」の開催
を実施した。

二上森林振興会 高岡市二上 207名

【二上地区への花木の植栽事業】

子供たちや市民に森林への愛着を深めてもらうた
め、
①遊歩道の整備（刈払い）
②遊歩道周辺、集落から見える範囲への花木の植
栽
③植栽後の環境整理
を実施した。

富山地区林研グループ 富山市婦中町大瀬谷 41名

【地元小学6年生を対象とした総合学習における林
業体験】

地元の小学生を対象に、
①スギの雪起こし
②下刈、つる切り、歩道整備
といった林業体験教室を実施した。

滑川市
笠木町内会

滑川市笠木 163名

【滑川市笠木町内海岸松林と環境を守る事業】

松くい虫により多大な被害を受けている松林を整備
し、昔からの海岸林の風景を保全するため、
①下草刈りとゴミ拾い
②クロマツ植栽
③海岸マツ林樹幹注入
を実施した。

H28年度　県民による森づくり提案事業 「県民実践活動事業」 実施概要

№
活動状況写真

1

2

3

4

花木の植栽 下刈り

下草刈り雪起こし

松苗の植栽
マツクイムシ防除剤の樹幹注入

古道周辺の刈払い 森林自然教室の開催
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事業名・実施内容・成果
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№
活動状況写真

朝日町笹川地区 朝日町笹川 97名

【ささ郷の森づくり事業】

地域住民に、地元の森林に対する愛着を持っても
らうため、
①きのこ作りのためのほだ木の伐採、植菌
②除伐などの森林整備
③伐採で発生したおが屑を用いたカブト虫プール作
り
を実施した。

NPO法人
地域福祉協会

魚津市稗畠 19名

【竹資源等活用推進事業】

放置竹林を整備し、竹資源を有効利用するため、
①竹林整備及びチップ化
②竹材を用いたバイオトイレ製作
を実施した。

一般社団法人
富山市海岸通振興会

富山市海岸通 29名

【海岸松林を守り育てる事業】

松くい虫により多大な被害を受けている松林を整備
し、昔からの海岸林の風景を保全するため、
①対象松の選定
②薬剤の樹幹注入
を実施した。

森羅クラブ立山 立山町芦峅寺 88名

【里山を活用しての山菜栽培、山菜加工】

放置林の整備を行うとともに、山菜の栽培等をとお
して、森林空間を有効に利用するため、
①下草刈、雑木伐採、広葉樹の植栽等の森林整備
②整備した森林の林床で、伐採木を利用した山菜
の栽培
③山菜の試食会のイベント開催
を実施した。

5

6

7

8

竹林の除伐 竹を活用したバイオトイレ

マツクイムシ防除剤の樹幹注入対象松の選定

森林整備 広葉樹苗の植栽

伐採木を活用した植菌 下草刈り
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№
活動状況写真

御手植え杉を守る会 富山市西笹津 98名

【「御手植え杉」の整備管理及びその周辺の森林・
みどりを守り育てる】

御手植えスギとその周辺の森林整備を通して、地
域住民の地元森林への関心と愛着を高めるため、
①下草刈り等の森林整備
②遊歩道や看板の修復・整備
③御手植えスギに関する広報イベントの開催
を実施した。

木工あすなろ 射水市上野 112名

【富山県射水市上野地区森林整備と有効利用】

森林所有者の高齢化により手入れができず荒廃し
ている森林で
①雑木等の伐採や下草刈りを実施し森林を再生
②伐採した雑木等を利用した、小学生を対象とした
木工教室の開催
を実施した。

大門里山の会 射水市黒河 122名

【竹林整備と竹資源の有効利用】

①放置竹林での竹伐採およびチップ化
②チップ加工需要先への提供し、有効利用してもら
う
③伐採竹を利用した竹細工教室の開催
を実施した。

マツタケを蘇えらせる会 黒部市宇奈月町下立 78名

【マツタケを未来に残す森づくり事業】

かつて発生していたマツタケを蘇えらせ、森林資源
を有効利用するとともに、地域住民の森づくりに対
する意識の醸成を図るため、
① 松枯損木の伐倒、不要木の除去、松枯れ防止
材の注入
② 付近に生えている天然の松苗の移植
③ 生育状況調査等
を実施した。

9

10

11

12

下草刈り 児童生徒への御手植

え杉の歴史を学ぶ会

広葉樹等の除伐 雑木を利用した木工教室

竹細工教室竹林整備

苗木の保育 不要木の伐採
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№
活動状況写真

滑川市
吉浦町内会

滑川市吉浦 36名

【滑川市吉浦町内松林の再生事業】

松くい虫により多大な被害を受けている松林を整備
し、昔からの海岸林の風景を保全するため、
①下草刈り及び枝打ち
②海岸マツ林樹幹注入
③マツ植栽
を実施した。

悠久の森
実行委員会

富山市古沢 14名

【里山林とその役割、森づくりの意味を子どもたちに
体感してもらうための活動】

里山の森林に親しむとともに、森づくりの大切さを
学んでもらうため、小学生を対象に、下記の内容の
体験ツアーを行う。
①里山林の役割と意義を学ぶ講習会
②ツリークライミングや巣箱づくりで里山に親しむ
③森林整備体験
実施した。

チームかぐや姫 富山市婦中町新町 79名

【新町・里山の豊かな森づくり事業】

集落の森林景観を保全し、森林の多面的機能の維
持や都市住民との交流を図るため
①集落内の荒廃竹林の再生整備
②竹チップの活用（散策道舗装、カブトムシ養殖）
③整備後森林への紅葉性広葉樹の植樹
を実施した。

ガイア自然学校
とやま校

富山市婦中町新町 110名

【ガイア自然学校「ガイア村」づくり事業】

野生鳥獣による農作物被害軽減のため、荒廃した
里山を整備するとともに、自然体験イベントを通して
森林に親しみを持ってもらうため、
①除伐、下草刈り、遊歩道整備
②森の遊び場づくり
を実施した。

13

14

15

16

松林の下草刈り 松苗の植栽

森林教室
ツリークライミング体験

森の遊び場づくり 遊歩道の整理

広葉樹苗の植栽竹林整備
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№
活動状況写真

NPO法人自然環境ネットワーク・
射水市ビオトープ協会

射水市入会地 190名

【生物多様性豊かな森の復元とその活用に関する
事業】

地域在来の生き物を保全し、豊かな森の復元とそ
の活用をはかるため、
①ビオトープ池周辺の竹林の伐採、チップ化
②広葉樹の植栽
③自然観察会や自然環境セミナーの開催
を実施した。

NPO法人
健康麻将越中ひばり会

射水市黒河ほか 88名

【里山と海岸の森林整備と県産材の利活用推進事
業】

県内の森林や県産材への理解や関心を深めるた
め、
①森林整備や清掃、植栽イベント
②県産材を利用した認知症予防のための頭脳ゲー
ムの製作と体験会開催
を実施した。

太田辰ノ口東部
第二自治会

高岡市太田 80名

【白妙の松原の保全と育成】

地域の松林の保全と育成のため、
①松林内のゴミ拾い
②倒木や枯枝の整理処分
③林内の下草刈り
④松苗の植樹
を実施した。

H28年度合計

実施団体数：19団体　辞退：0団体 1,892名

19

17

18

倒木等の整理 松苗の植栽

竹林整備 広葉樹の植栽

海岸林の清掃 広葉樹苗の植栽
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