
○趣　旨

○平成29年度事業の実績

県民実践活動事業

【平成29年度実績】

・実施件数　：　14件

・参加延べ人数　：　２，１４３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29年4月27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】
松枯れ被害地のクロマツの植栽（滑川市笠木地内）

【大門里山の会】
竹林整備（射水市入会地内）

　　　　【金屋ふるさとの会】
　　　　地元小学生の森林整備体験（富山市金屋地内）

              【御手植え杉を守る会】
                下草刈り（富山市西笹津地内）

－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

砺波登高会 砺波市一円 193名

【牛岳グリーンシャワーの降る森  活性化プロジェク
ト】

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牛岳周辺の登山道の刈払い、森林整備
②牛岳登山道を利用して一般公募による「森林自
然教室」の開催
③牛岳の植生や歴史に関する講演会の開催
を実施した。

山崎自治振興会 朝日町山崎 215名

【山崎森づくりカルサル大作戦事業】

地元山崎地区の住民が、里山づくりのため、
①下草刈り、伐採跡地に花木を植栽
②カルサル大作戦の実施
を実施した。

金屋ふるさとの会 富山市金屋 292名

【金屋の幻の滝を整備・復活させ、子どもたちにつな
げる】

地元呉羽丘陵の谷奥に滝が存在しており、老若男
女がその滝と自然を楽しめるように整備
①荒廃竹林の整備・片付け
②現地植生等の調査実施
③ビオトープ整備の講演会の開催
④安全講習会
を実施した。

里山と共に 砺波市　頼成の森 50名

【竹林整備及び竹資源再活用】

砺波市頼成の森公園周辺の放置竹林で竹や枯損
木の伐採を行った。

H29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

№
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花木の植栽 下草刈り

安全講習会地元小学生の

整備体験

竹の伐採

森林自然教室の開催 講演会の開催

枯損木の伐採
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道宗道の会 南砺市 235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 133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
を実施した。

富山地区林業研究グループ協議会
婦中支部

富山市婦中町大瀬谷 77名

【地元の小学６年生を対象に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 101名

【滑川市笠木町内海岸松木と環境を守る事業（その
２）】

滑川市笠木地区住民が、海岸松林のマツクイムシ
被害の防除及び植栽を行い、海岸の松林の美観を
取り戻す。
①松林の下草刈りとゴミ拾い
②クロマツ苗の植樹
を実施した。

5

6

7

8

花木の植栽 下刈り

歩道整備（丸太階段）雪起こし

クロマツの植樹

古道周辺の刈払い 森林自然教室の開催

下草刈り
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朝日町笹川地区 朝日町笹川 163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情を持ってもら
うため、
①里山林の下草刈り、木竹の伐採
②竹林整備で発生した伐採竹を活用し、自然薯づく
り
③里山林の整備で発生した伐採木竹を活用し、キノ
コやカブトムシづくり
を実施した。

NPO法人 森林総合支援ｾﾝﾀｰ 富山市婦中町鶚谷 90名

【ササユリの咲く森づくりプロジェクト】

同センターが整備を進めている「じゅげむの森」にお
いて、ササユリはじめとした下層植生の多様化、強
度の間伐を実施し、針広混交林に誘導し生物多様
性の高い森づくりを目指すもの。
①既存散策路の除草作業
②散策路の新設
③竹林整備
④植生調査、キノコの植菌
を実施した。

森羅クラブ立山 立山町芦峅寺 67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下草刈り、雑木伐採、歩道の整備、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山菜の試食会や自然観察会などのイベント開催
を実施した。

御手植え杉を守る会 富山市西笹津 156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住民への広報イベントの
開催
を実施した。
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なめこの植菌植生調査

歩道整備
きのこの植菌

下草刈り 遊歩道の整備

伐採竹を活用した

自然薯づくり

下草刈り
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木工あすなろ 射水市上野 171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整備した里山に植樹
③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 射水市入会地 200名

【里山の整備保全・竹資源の有効利用】

放置竹林を整備し、竹資源を有効利用するため、
①放置竹林での竹伐採およびチップ化
②伐採竹やチップを竹炭加工やカブトムシ養殖活
動を行う非営利団体へ提供し、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。

H29年度合計

実施団体数：14団体 2,143名
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下草刈り 小学生を対象とした

木工教室

安全教室竹林整備
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