
811,680 円
(787,800円）

886,662 円
(800,000円）

1,004,149 円
(800,000円）

436,227 円
(436,227円）

1,600,000 円
(800,000円）
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１．森の自然塾（炭づくり教室）
　南部町旧上長田村及び旧東長田村の南さいはく自然休
養村エリアは森林地域であり、また、人造湖「緑水湖」を中
心に自然環境に恵まれており、これを活用し、様々な自然
環境を生かしたイベント及び自然体験活動などを行う。体験
を通じて森や樹木の役割を学習し、森林保全及び環境保全
の森林機能の大切さを伝え、日々の日常生活に活かす環
境教育を植えつける。
２．森のめぐみ体験教室
（きのこづくり教室・森のめぐみトーク＆クイズ教室）
　秋の恵みに感謝し、自然の働きや森林の役割を学習でき
るトークとクイズを行う。また、きのこの生える仕組みの学習
と植菌体験で森のめぐみを口にできる「きのこづくり教室」を
行う。

○テーマ
　南さいはくかまくら　森のめぐみ体験学校
○開催時期等（予定）
　　６月１０日　　森の自然塾（１３０人）
　１１月２５日　　森の自然塾（４５人）
　１１月　３日　　森のめぐみ体験教室（８５人）（２７人）

西部

2
一般社団法人鳥取県
木造住宅推進協議会

西部支部

伯耆町豊かな森づくり
実行委員会
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1

団体名 応募事業の概要

○テーマ
　水と緑を考える
○開催時期等（予定）
　　７月上旬　　中学生による林業職場体験【チャレンジウィ
　　　　　　 　　　ーク４日間】（伯耆町内の中学校２年生１０人）
　　９月下旬　　放課後子ども森林教室（小学生２０人）
　１２月上旬　　森林シンポジウム（一般参加者、林業関係
　　　　　　　　　 者、伯耆町内の中学２年生、約１００人）
　　３月上旬　　森林教室（小学生、小学生保護者、一般参
　　　　　　　　　 加者、約２０人）

南さいはく地域振興協
議会

平成３０年度とっとり県民参加の森づくり推進事業  第１次選定企画

　鳥取県森林環境保全税を活用した「とっとり県民参加の森づくり推進事業」の平成３０年度第１次募集において、９団体から企画の応募があり、３月２２日（木）に開催
された鳥取県森林環境保全税関連事業評価委員会における審査の結果、９企画が採択されました。
　第１次選定企画の概要は次のとおりです。

事業経費
（応募補助額）

１．中学生による林業職場体験
　炭焼き体験、枝打ち・つる切り（カズラ切り）体験、芝刈り
体験
２．放課後子ども森林教室
　森林学習、木工教室
３．森林シンポジウムの開催
　中学生による林業職場体験発表、パネルディスカッション
４．森林教室
　しいたけ植菌体験

テーマ、開催時期及び募集人数地　域

西部

番号

　米子工業高等専門学校建築科３年生（４０名）の生徒と建
築分野の若手及び一般の方に対する建築に関する教育。
知識に加えて、座学、実体験を通じて、森林・林業・木材に
ついて学習する環境共生型ものづくりデザイン教育を実施
する。

○テーマ
　環境共生型ものづくりデザイン教育
○開催時期等（予定）
　　５月上旬　ベンチ寄贈式（前年度製作７組）
 ～５月下旬　森林学習（座学、現地視察）
　　７月中旬　下刈り作業
　　９月３０日 作品展示（木の住まいフェア）
　　９月下旬　間伐・木取り事前指導
　１０月上旬　間伐、造材、集材、搬出作業
　１１月中旬　製材見学、木拾い事前指導
　１２月中旬　枝打ち、除伐作業、制作事前指導
　　１月～　 　作品加工指導
　　２月　　　　組立指導、作品完成、展示

１．「大山ふれあいの森」づくり
　・種から苗木の育成
　・植林前の調査と地ごしらえ
　・体験林業「大山ふれあいの森」づくり
　・植栽後の整備
２．自然保護の啓蒙と広報活動
　・ブナの観察会
　・伯耆町立八郷小学校５年生と源流探訪、ブナの観察、
　　ブナの植林体験
　・ドイツスポーツ少年団への環境教育
　・米子地区青少年健全育成協議会の小学生親子を対象
　 に、源流探訪、林業体験等

○テーマ
　「植えよう　増やそう　ブナの森」森のはたらき！
○開催時期等（予定）
　　４月～１１月　「大山ふれあいの森」づくり
　　　　　　　　　　苗木農場の管理、植林前の地ごしらえ、
　　　　　　　　　　植栽後の整備（草刈りと除伐）等
　　　　　　　　　　（一般参加者１４０人）
　　５月　　　　 ブナの観察会（一般参加者５０人）
　　６月～２月 源流探訪、ブナの植林体験（八郷小学校５年
　　　　　　　　　生２０人）
　　７月末日　源流探訪、林業体験（米子地区青少年健全
　　　　　　　　　育成協議会の小学生親子７０人）

西部 大山ブナを育成する会

西部

日野
グラウンドワーク大山

蒜山

○テーマ
　大山や奥日野地域を中心に生物多様性豊かな里山とブナ
林などの森林環境を活かした森林体験学習の推進
○開催時期等（予定）
　　４月下旬　　大山山麓・春の里山の森自然体験学校(５０
人)
　　５月中旬　　奥日野・春の里山自然体験学校(５０人)
　　８月下旬　　大山山麓・里山こども自然学校(５０人)
　１０月中旬　　大山・秋のブナの森自然体験遠足(５０人)
　１０月下旬　　大山山麓・紅葉の森自然体験学校(５０人)
　１１月上旬　　芦津の里・林業景観を学ぶ自然体験学校(５０
人)
　１１月中旬　　奥日野・秋の里山の森自然体験学校(５０人)
　　１月下旬　　大山山麓・冬の山里自然学校(５０人)
　　２月上旬　　奥日野・山ざと雪遊び学校(５０人)
　　３月中旬　　奥大山・早春の山里自然学校(５０人)

　普段、森や里山の自然にふれることの少ない、未就学児
童や小学校低学年とその保護者を対象に、大山から奥日
野や智頭町の山林をフィールドとした体験型森林環境学習
会を１０回開催し、森林環境保全について普及啓発をはか
る。
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団体名 応募事業の概要
事業経費

（応募補助額）
テーマ、開催時期及び募集人数地　域 番号

800,000 円
(800,000円）

652,930 円
(652,930円）

636,500 円
(636,500円）

284,570 円
(284,570円）

合　　　計 7,112,718 円
(5,998,027円）

リアルマック

　竹の生態や竹林整備の重要性を体験しながら学ぶ。切り
出した竹で竹筒ご飯や竹筒料理、たけのこ料理を作り、箸
や食器作りも行い、竹の有効利用を学び、竹に親しむ体験
を通して自然の恵みに感謝する心を育む。

○テーマ
　竹林整備の大切さと有効利用を地域みんなで学び体験しよ
う！　清水だよ　全員集合！
○開催時期等（予定）
　 4月22日　40人
　倉吉市関金町南堀清水

１．打吹山散策（春・冬）
　打吹山を散策し、植物、昆虫、鳥等にふれ、森への関心を
高める。
２．昆虫採集・観察
　打吹山を散策し、生息する昆虫採集し、昆虫の住む環境
に関心を持つ。
３．植物観察
　打吹山の植物調べを春と秋に実施、森を大切する心を育
む。
４．バードウォッチング
　里山に生息する野鳥についての学習と観察を行う。
５．打吹山クロスカントリー
　クロスカントリーし、打吹山を大切にする気持ちを高める。
６．ドングリ拾いと小物作り
　打吹山でドングリや小枝等を採取し、小物をつくる。森へ
の理解を高める。
７．キノコ採取・観察
　打吹山のキノコ調査を通して、森への関心を高める。
８．打吹山清掃
　地域の高齢者とともに落ち葉拾い等の奉仕活動を行い、
打吹山を大切にする心を育む。
９．ドングリの種まき、育苗
　集めたドングリの一部でブナやシイの苗木を育て、観光客
へプレゼントする。
１０．椎茸栽培・植菌
　椎茸栽培と椎茸を使った料理体験で、森への関心を高め
る。

○テーマ
　地域の里山について理解を深め、森林を大切にする児童の
育成～打吹山を活用して～
○開催時期等（予定）
　　５月　　　　打吹山散策（春）、昆虫採集・観察、植物観察
　　　　　　　 　バードウォッチング
　　６、１０月　打吹山クロスカントリー
　　９～２月　 ドングリ拾いと小物作り、キノコ採取・観察
　　９～１１月 昆虫採集・観察、植物観察
　　９～１０月 キノ採取・観察
　　１１月　　　ドングリの種まき、打吹山清掃
　　４～２月　 椎茸栽培・植菌
　　２月　　　　打吹山散策
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中部 9

中部 倉吉市立成徳小学校

日野 6
日野川の源流と流域を

守る会

１．森林散策と地域の歴史・文化体験学習
　日野川流域の森林を散策し、地域の歴史や森林と川との
つながりについて学ぶ。
２．外来植物駆除活動と自然体験
　海岸林の自然を阻害する外来植物の除去活動と植物観
察を行う自然体験学習会を実施する。
３．森林整備体験
　間伐作業の体験を実施し、森林整備の必要性を学ぶ。
４．日野川流域の生き物等観察・学習会
　日野川流域の生き物等の学習会を実施し、森林と川のつ
ながりについて学ぶ。
５．水産学習と日野川写真塾
　境漁港の水揚げ見学、日野川流域の美しい風景写真の
撮影教室を開催する。
６．日野川源流探訪
　専門家の解説を受けながら日野川源流域の森林を探訪
し、森林の機能や日野川の成り立ち等を学ぶ。

○テーマ
　「日野川流域の自然環境を守り、美しい日野川を次世代に
引き継ぐ」という本会の理念を推進、実現するための幅広い
体験・交流活動を実施する。
○開催時期等（予定）
　　５月　　　森林での自然観察と地域の歴史文化学習（２０
人）
　　５月～　 外来植物駆除活動と自然体験（２０人）
　　６月　　　森林整備体験（２０人）
　　　　　　 　日野川流域の生き物等観察・学習会（２０人）
　　　　 　　　水産学習と日野川写真塾（２０人）
　　９月　　　日野川源流探訪（５０人）５月
　１０月  　　森林での自然観察と地域の歴史文化学習（２０
人）

中部 8
特定非営利活動法人

里山地域研究会

「みどりの体感塾」
　森の話を聞き、体験の森で植樹や草刈り作業を始め、保
育作業を通して「木を育てる」ことの大切さと重要性を学ぶ。
「みささ青空体験塾」
　小学生を対象として、源流探索や森林保全活動を行う。キ
ノコを植菌して木の利用方法の一つを体験・学習する。

○テーマ
　「みどりの体感塾」と「みささ青空体験塾」
○開催時期等（予定）
　みどりの体感塾
　　第1回　5月22日　25人、第2回　  6月11日　45人
　　第3回　 7月 8日　20人、第4回　10月24日　70人

　みささ青空体験塾
　　第1回　 9月15日　40人、第2回  　11月17日　40人


