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1
（特）信州そまびとクラ
ブ

佐久市 おおさわ山守塾 21.9
・広報費・通信費・消耗品費
・印刷費・事前除伐代・交通費等

17
一般参加   １３
スタッフ   　４

309 200 120

2 佐久商工会議所青年部   佐久市
もったいないが地球を救
う

21.5～22.3 ・資材費 245
一般参加　150
会員　　  　95

294 200 120

上　小 3 上小きのこ倶楽部 上小管内 原木きのこ栽培教室 21.4～11
・資材費・消耗品費・借損料
・謝金

399 小中学生・一般 245 200 200

4
みんなで支え合うふるさとの森
林づくり

上古田団地推進協議会

箕輪町
｢環境の時代」資産価値１

０兆円の緑資源づくり事
業

21.4～22.2
・借損料・印刷費・消耗品費
・燃料代・材料費

180
一般　　152
みどり小   28

267 200 200

5 上伊那林業士会 伊那市 林業技術研修会 21.10 ・指導者謝金 40
高校生　   30
会員　　   10

251 200 200

6
(特）グリーンウッド
自然体験教育センター

泰阜村
｢炭スタンド｣の薪炭林整
備事業

21.6～22.3
・資材費　・借損料　・謝金
・事務用品・補助員日当

12 スタッフ ・学生 125 200 120

7 別府下まちづくり委員会 飯田市 市道沿線環境整備事業 21.6～22.3 ・資材費 20 地域住民　 232 200 200

8 木曽福島林業振興会 木曽町 森林作業体験教室 21.6～21.10 ・資材費 90
小学生　   60
一般参加   20
指導者　   10

115 100 100

9
原野林野利用農業協同組
合

木曽町
木曽駒高原環境緑化
事業

21.5～7 ・資材費 33
ボラン　  12
組合員　   21

401 200 200

10 森林自由クラブ 南木曽町
木曽川上下流域住民協働
による美しい水源の森づ
くりと山村の活性化事業

21.6～12
・広報印刷費、・資材費
・借損料・謝金・保険料等

149
上下流域住民

469 195 117

11 (特)森倶楽部21 安曇野市
「長峰山フォーラム
Ⅴ」ー里山の手入れと恵
みー

21.10
・謝金　・印刷通信費・資材費
・会場費・保険料

57
一般参加　33
スタッフ　24

213 160 96

12 寿さと山くらぶ 松本市
小・中学校里山学習サ
ポート事業

21.5～12
・教材費・謝金・車借料・資料代
・燃料費・資料作成費等

856
小中生　  776
スタッフ　 80

230 200 200

13 楢川森林のクラブ 塩尻市 しいたけ学習会 21.5～12 ・資材費 180 小学生･スタッフ 119 130 78

14 一期会 朝日村
間伐材で休憩及び作業小
屋を造ろう

21.5～22.2 ・資材費・燃料費・謝金 107
一般参加　37
会員　　　70

369 200 200

15 奈川自然案内人の会 松本市
森をつくり私たちの水と
緑を守る事業

21.7～22.3
・資材費　・借損料・燃料代
・謝金･日当・保険料

28 一般参加・会員 179 200 120

 山に放置されたままの、間伐材を集めて、簡易製材機で加工
して、多くの皆さんに協力いただき間伐材の価値などを再認
識して貰いながら小屋を建設

 上伊那農業高校生徒(2年生)を対象にチェンソーの取扱・伐
倒技術等の研修会の実施

事業実施期間

 林道・登山道・遊歩道整備、森林観察交流ウォーキングの開
催、草刈、除間伐活用ｸﾗﾌﾄ、竹林間伐整備搬出、除間伐、ツ
ル切、枝打、炭焼き体験、竹加工等

 市内の小学校でしいたけ学習会(種ゴマ打ち込み)の開催

 薪炭林の整備(伐倒・間伐)、原木の搬出・運搬、炭焼き、炭
スタンドの運営（炭と米の交換）

 原野に環境緑化木（サクラ）を植樹し美しい風景美の地域を
創造する。

 小学校児童対象に、森林作業体験教室の開催(植栽したヒノ
キ、ケヤキの下草刈り・ツル切り・支柱立替)

 市道沿線の緑地化(平戸ツツジの植栽）

交付額事　　業　　内　　容

 長野県内の森林の現状と間伐の必要性を学び、間伐実習作業
を通して、安全な伐採方法を身につけ今後の森林整備活動に
活かす

事業費主な対象経費 申請額参加人数

佐　久

 上小地域の小中学生に対し、きのこ本来の形・風味などを体
験してもらうことを目的に、原木きのこの栽培や管理方法を
等について体験実践研修の開催

 ブナの森の下刈り、林道･森林探勝路の草刈

 地元小中学校で里山学習を開催(里山の整備・活用の勉強,作
業体験、 山の資源を利用して工作・料理の体験）

 講話｢森の恵みを知ろう｣の実施、里山整備(草刈、除伐)体験
の実施

 みどりの少年団の森づくり協力、ブナ保存林造成調査、獣類
忌避剤塗布作業、間伐材を利用した菌茸原木づくり・種菌打
ち講習会、チラシの作成等

松　本

団　　体　　名

 商工会議所のイベントにて間伐材で親子参加型の作品づく
り、環境パンフレットの展示、紙芝居作成配布、間伐材で作
品(すのこ板)を作成し保育園に寄贈

事　業　名実施地

木　曽

下伊那

地　  　区

上伊那



事業実施期間 交付額事　　業　　内　　容 事業費主な対象経費 申請額参加人数団　　体　　名 事　業　名実施地地　  　区

16
「森林に学ぶ」ネット
ワーク運営委員会

南箕輪村
伊那市

2010「森林に学ぶ」
ネットワーク事業

22.3
・謝金・講師交通費・会議費
・消耗品費

161 学生・一般団体 221 200 200

17 会田中学校PTA 松本市
学有林の木で東屋を造ろ
う

21.7～22.3 ・資材費 310
中学生　240
PTA等　  70

168 200 160

18 四賀林研グループ 松本市
学有林をマツタケ山にし
ようプロジェクト

21.7～22.１
・講師謝金・日当・借損料
・資材費

72
中学生　　50
PTA等　  22

163 200 160

19 (特)信州緑花隊 松本市
美しい松本をきれいにし
ましょう

21.11～22.3 ・借損料　・謝礼 23 一般・会員 198 147 147

20 森林づくり人づくり２２ 大町市
間伐材を活用した森林環
境教育

21.6～10 ・講師謝金　・材料費 150 一般参加 120 200 120

21
鷹狩山に展望公園をつく
る会

大町市
鷹狩山に展望公園をつく
る事業

21.10 ・資材費 5 会員 120 200 120

22 農具川環境美化委員会 大町市 農具川河川公園美化事業 21.9 ・資材費・借損料 6 会員 215 200 200

23 安茂里小学有林愛護会 長野市 学有林の整備事業 21.4～22.1 ・資機材費 51 会員・小学生　 　  354 200 200

24
松代西条地区森林整備
パートーナシップ会議

長野市
住民参加による森林整備
作業

21.4～22.3 ・保険料・通信費・資材費等 113 会員・一般参加 252 200 200

25 （特）雪のはな 飯山市
間伐材でつなぐ地域住民
と都市の子供交流事業

21.6～10 ・資材費 70
一般・小学生、都
市の子供等

378 200 200

26 いいやまブナの森倶楽部 飯山市
地元小学生を対象とした
森林環境学習と地域への
普及

21.6～7 ・指導者謝金・借損料 215
小学生 ・引率職
員・スタッフ

275 200 200

計 　 3,589 6,282 4,932 4,178

大　北
 魅力ある森林公園とするために、公園内に秋に実のなるカマ
ズミ、ナナカマド等を植樹整備

 森林環境教育講座の開催、｢ウッドストーブサミット｣の開
催、森の中で「簡易バイオトイレのワークショップ｣の開催

 農具川河川公園の中間地点にツツジ45本植栽する

 大学生及び社会人による研究・活動発表会、参加団体の活動
紹介、課題につての意見交換会、市民による森づくり現地研
修会など実施し森林ボランティア同士の繋がり構築

 マツタケ山の手入れ講習会、マツタケ発生環境整備(除伐･下
草刈り、腐葉土掻き･撤去)

 県道側道のニセアカシア等の刈り払いかたずけ、跡地の整備
植栽

 ヒノキの枝打ち・間伐ときのこの駒打ち体験、下草刈り・枝
打ち・カモシカ忌避剤塗布などの林業体験と間伐材を使った
工作

 学校・PTA・地域の連携で会田中学校学有林の間伐材を搬
出し製材加工して東屋を建築

長　野

北　信
 市内の戸狩小学校と連携して、里山の森林環境を理解するこ
とを目的にブナの森と地域の暮らしに対する生徒の理解を深
める現地学習等森林学習の開催、感想文作成

 地域の廃寺の中を地域住民、都市部の子供たち、父兄と共に
県産材で床板等の整備作業体験を行い、コンサートや座談会
を開催し、この地域の良否の発見ができ、また県産材のぬく
もりや消臭効果等良さを改めて認識する

 学有林内の遊歩道の整備、階段の整備

松　本


