
○趣　旨

○令和元年度事業の実績

【令和元年度実績】
・実施件数　：　17件
・参加延べ人数　：　1,808人
・主な活動内容

・地域住民、地元企業、児童や学生が参加した里山整備や森林資源の利活用

・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31年4月19日開催）で審査のうえ、支援を行いました。

【SOGO（そうごう）】
里山林の整備とキノコの植菌
（高岡市福岡町沢川地内）

【富山地区林業研究グループ協議会婦中支部】
地元小学生の林業体験

（富山市婦中町大瀬谷地内）

【なめりかわ森づくりクラブ】
竹林整備と竹のチップ化

（滑川市中野地内）

     　【NPO法人森林総合支援センター】
  とやま森林浴の森での森林教室

（南砺市桜ヶ池外5箇所）

－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

保内里山再生整備の会 富山市八尾町保内 105名

【森林整備活動による森づくりに対する意識改革と
地域コミュニティの醸成】

森づくりに対する意識改革を図り、活動参加者の森
林に対する親しみを持ってもらうため、
①荒廃竹林の整備
②きのこの菌打ち活動
を実施。

なめりかわ森づくりクラブ 滑川市中野 66名

【ヒガン桜（滑川市文化財）広場づくり】

孟宗竹に覆われたヒガン桜（滑川市文化財）周辺の
整備を行い「桜広場」として憩いの場に再生させる
ため、
①荒廃竹林の整備
②伐採した竹のチップ化
を実施。

ＳＯＧＯ（そうごう） 高岡市沢川 102名

【高岡市沢川地区の里山整備および里山に親しむ
会の実施】

荒廃しつつある里山を整備し景観を維持、改善する
とともに、整備された里山に一般市民が親しんでも
らう機会を提供するため、
①里山林の整備（間伐・除伐・刈払い）
②きのこの植菌
を実施。

一般社団法人 ＴＯＧＡ森の大学校 南砺市利賀村 100名

【「ロンレー東山の森」をステージに、教育・保育環
境の整備事業及び教育・保育プログラムの試行】

利賀村地域の森林空間・資源を活かした、保育・教
育環境を創出・整備し、これを保育・教育プログラム
に活用するため、
①森林の活用法検討会
②ササの刈払い、危険木の伐倒などの森林整備、
刈払い機等の安全講習
③小学生への森林教室など
を実施。

R1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

竹林の整備 竹のチップ化

きのこの植菌里山林の整備

刈払い機の安全講習

竹林の整備 しいたけの植菌

森林教室
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二上山夢プラン 高岡市二上山 172名

【二上山の森林空間の利活用】

子供たちや市民に二上山の森林への愛着を深めて
もらうため、
①遊歩道の補修、整備
②桜苗木の植樹、周辺の下草刈りと雑木の除伐
③森林にかかわる簡易な体験学習
を実施。

NPO法人 アイ・フィール・ファイン 富山市八尾町桐谷 35名

【「香りの森づくり」】

女性や子供も楽しめる安全な森づくりを通して、県
民の心身の健康づくりに貢献するため、
①精油蒸留体験
②きのこの原木作りと菌打ち体験
を実施。

NPO法人 大長谷村づくり協議会 富山市八尾町杉平 65名

【森林空間の利活用推進事業】

森が生み出す恵みを活用し、来訪者へ森林の楽し
み方を伝えるため、
①山菜、野草、キノコ教室
②猟師と歩く森の観察会
を実施。

下タ北部地区 森繁の会 富山市町長前山割 60名

【竹を利用したイスとミニ門松まゆ玉づくり】

竹を利用し作成したイス・テーブルを地区のイベント
に活用し地区の賑わいに資するため、
①地域の竹林整備
②伐採した竹を利用したイス・テーブル、ミニ門松づ
くり
③なめこの植菌
を実施。

5

6

7

8

クロモジ精油蒸留体験
きのこの原木作り

キノコ教室猟師と歩く森の観察会

地域の竹林整備

森林体験学習 桜苗木の植樹

ミニ門松づくり



実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

R1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

新川フォーレストクラブ 魚津市小菅沼 130名

【森（里山）の環境整備と保全活動を通じ“楽しく遊
べる森づくり”】

里山の環境整備・保全活動の拠点作りとして建設し
たツリーハウスを地域交流や次世代に継承する森
の学びの場とするため、
①竹林整備により出た竹を利用した「竹ドーム」の
製作
②ツリーハウスからの「アスレチック遊歩道」づくり
③草木染め体験やネイチャーゲームによる里山観
察会
を実施。

大乗悟山を守る会 富山市割山 124名

【神通峡地域の誇る「とやま百山の大乗悟山」の登
山道の整備と周辺の森林竹林の整備】

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とやまの百山「大乗悟山」登山道周辺の森林や
竹林整備
②伐採した竹を利用した竹炭づくり、楽器づくり
を実施。

奥東城森林愛護会 魚津市奥東城 106名

【里山愛護活動事業】

安全で安心して生活できる中山間地域を目指し、里
山の環境を維持し利活用するため、
①下層木の刈払い、伐倒
②伐倒木を活用し榾木、薪などに加工し共同利用
③地区内外の親子を対象とした、地域で収穫される
林産物を使用するイベント
を実施。

金屋ふるさとの会 富山市金屋 109名

【金屋の幻の滝を整備・復活させ、子どもたちにつな
げる】

地元呉羽丘陵の長年放棄され荒れ放題となってい
る森林を日常的に楽しめるように
①荒廃竹林の整備・片付け
②歩道の整備
③ビオトープ整備
④実のなる木、花の咲く木の植樹
を実施。

9

10

11

12

竹林整備竹を利用した楽器づくり

榾木作り きのこの植菌

アスレチック遊歩道づくり竹ドームの製作と

草木染め体験

歩道の整備 ビオトープ整備
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一般社団法人 金山里山の会 射水市青井谷 168名

【里山再生事業】

児童、学生、企業、地域住民に里山活動の必要性
について理解してもらうため、
①里山林の整備
②勉強会、研修会
を実施。

砺波登高会 砺波市一円 105名

【牛岳グリーンシャワーの降る森  活性化プロジェク
トパートⅢ】

地域住民へ牛岳の魅力を再認識してもらうため、
①牛岳登山道周辺のの刈払い、森林整備
②一般公募による森林自然教室
③「山の日」を記念しての講演会
を実施。

NPO法人 森林総合支援センター 県内各地の
とやま森林浴の森 70名

【『とやま森林浴の森』における自然の魅力発見！】

県内各地にある「とやま森林浴の森」の魅力を探
り、その魅力を共有し広くSNS等で魅力を発信する
ため、
①四季を通じた森林教室（６回）
を実施。

15

14

13

嘉例沢森林公園での

森林教室

桜ヶ池周辺の森での

森林教室

森林自然教室 山の日記念講演会

企業の里山活動

体験研修会

地元大学生の

きこり体験



実施団体名 実施場所 参加延べ人数

事業名・実施内容・成果

R1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

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 70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】

地元の小学生に地域の森林に親しみを持ってもら
い、林業に対する理解と関心を深めてもらうため、
①スギの雪起こし、つる切り、下草刈り等の林業体
験教室
②優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植栽地の見
学会
を実施。

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

射水市青井谷 221名

【生物多様性豊かな森の復元とその活用に関する
事業】

造成したﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ池周辺の山林を活用し、児童・学
生たちに生物多様性豊かな森の大切さを学んでも
らうため、
①植樹体験、里山林整備体験
②シイタケ植菌体験
③巣箱や竹細工づくり
を実施。

R1年度合計

実施団体数：17団体 1,808名

16

17

雪起し体験 下刈り体験

植樹体験 里山林整備体験
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