
令和２年度　清流の国ぎふ地域活動支援事業　採択事業一覧

整理
番号

団体等名 団体等所在地 事業名 活動場所 事業内容

1 NPO法人　竹林救援隊 各務原市
竹林の間伐と放置竹林を無くするための
啓発活動

各務原市ほ
か

・竹林の整備
・竹林を使った啓発活動（子供向け竹の子堀、竹林整備
等）
・ミニ門松つくり体験イベント会等の開催

2 三輪の里山を守る会 岐阜市 恵みの森づくり推進事業 岐阜市
・岐阜市三輪地区の里山林整備
・子供会との連携による植樹、木工教室などの環境教育

3
特定非営利活動法人
ぎふし森守クラブ

岐阜市
ながら川ふれあいの森・森林教育・森林
整備活動

岐阜市
・ふれあいの森での里山林整備活動、森林環境教育「木
育」活動・キノコ植菌、竹炭焼市民講座

4 本巣林研クラブ 本巣市 外山地域森づくり 本巣市

・間伐展示林の間伐、間伐講習会
・農林高校生間伐実習
・外山小学校総合学習支援
・ゴボ山倒木、枯損木の除去、下刈

5
一般社団法人メディア・
アンド・クラフツ

本巣市 子どもが散策できる山をつくる事業
岐阜市
本巣市

・風倒木の除去、拡大竹林の伐採
・小さな歩道の整備
・森林環境教育と音楽を組み合わせた「森の音楽会」

6 ぎふ竹の根交流サロン 岐阜市
竹林整備と竹林で子供達と共に（地域密
着型）

岐阜市
・竹林整備
・炭焼き
・ワークショップ（竹細工、コンサート、タケノコ堀イベント）

7
特定非営利活動法人
山県楽しいプロジェクト

山県市 「森フェスInやまがた（山県）２０２０」 山県市
・「森フェスINぎふ山県（やまがた）２０２０」の開催
（自然体験ブースやものづくり体験ブースの出展）

8
ぎなんプレーパークの
会

岐南町
ぎなんで自然を体験しよう　2020
　～プレーパーク～

岐南町

・削り馬づくりワークショップ
・ドングリコーヒー製作体験、試飲、プレーパークで森の飾
りづくり
・地元小学校での木のキーホルダーづくり

9
船来山古墳群ボラン
ティア

本巣市 船来山古墳群環境整備事業 本巣市
・里山整備
・里山ウォーキング
・農林高校の協力のもと、刈ったあとの雑草・竹の活用

10
NPO法人長良川自然学
校

岐阜市 長良川　川の学校事業
岐阜市
関市
郡上市

・長良川での川遊び、キャンプ体験
・鵜匠への弟子入り体験
・長良川での親子自然体験

11
森・川・海ひだみの流域
連携協議会

岐阜市
森・川・海ひだみの流域活動と流域学習
会の開催

西尾市
四日市市
鳥羽市
岐阜市

・佐久島エクスカーション参加支援
・吉崎海岸清掃活動への参加支援
・答志島奈佐の浜海岸清掃参加支援
・森・川・海ひだみの流域学習会の開催

12
NPO法人ピープルズコ
ミュニティ

輪之内町 ぎふ地球環境塾

平田町
輪之内町
安八町
揖斐川町

・４月から１２月の第2土曜日に講義、体験、実習、ワーク
ショップ等を実施

13 大垣市環境市民会議 大垣市 ふるさと大垣環境教育事業 大垣市
・小中学校で行われている「ふるさと大垣科」の授業に
て、環境保全や生物多様性を体験を通して大切さを理解
してもらう出前講座の実施
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14
サツキマスレズレクショ
ン

大垣市 サツキマスのふるさと大垣
揖斐川河川
敷

・揖斐川河川敷の清掃活動
・コクチバスの捕獲駆除
・サツキマスの生態学習会

15
木の駅上石津実行委員
会

大垣市 間伐材の有効利用
大垣市（上
石津町）

・地域住民と共同による間伐及び搬出
・間伐実施時の安全講習の実施
・薪割り加工
・地域の薪ストーブ・薪ボイラーへの供給

16 親子モノづくりクラブ 大垣市 木装推進事業 大垣市 ・杉材を使った「木装」木モザイコ作品制作体験イベント

17
木曽三川子ども狂言ク
ラブ

海津市 山川里海の子ども狂言プロジェクト 海津市ほか
・木曽三川流域の歴史、森・川の保全、防災をテーマとす
る狂言の研修・体験活動

18 学校法人　立木学園
揖斐郡大
野町

木育推進事業 大野町

・木のおもちゃを集めた木育キャラバン
・アカデミックワークショップ
・県産材の木のおもちゃづくり
・親子での丸太切り体験
・揖斐川町の団体と連携した森あそび

19
いび森のようちえんこだ
ぬき

安八郡神
戸町

おやこ木育Café 揖斐川町 ・出張「木育子育てひろば」の実施

20 雲上の櫻愛好会
揖斐郡池
田町

池田町の宝樹　雲上の櫻を未来に残そ
う、増やそう

池田町

・支柱設置、樹勢回復剤等の保全活動
・桜の増殖（種子採取、播種）
・研修事業の実施
・若者への事業呼びかけ

21 小津区自治会 揖斐川町 小津地域を主体とした森づくり事業 揖斐川町
・住民協働による小津地内展望広場の整備
・小津地域の山々、河川を案内する活動
・搬出した木材を利用した体験教室

22 ＮＰＯ愛宕山ランド 美濃市 子どもと自然をぐっと近づける森づくり 美濃市
・愛宕山の森林整備活動、歩道整備
・竹のデッキ、キノコ作りイベント
・SNSによる情報発信

23
ＮＰＯ法人　自然、生活
共生会

関市（武芸
川町）

「森と海は一つ」新しい森づくり川づくり 関市

・登山道の造成
・山桜とモミジの植栽
・児童への紙芝居（「森と海は一つ）」）
・登山大会の実施

24 昭和造園土木株式会社 岐阜市 百年公園の森をつなぐ木育ＷＳ事業 関市 ・百年公園内の未利用材を活用した木育ＷＳ

25
エゴノキプロジェクト実
行委員会

岐南町 エゴノキプロジェクト 美濃市

・傘ロクロに適したエゴノキの選木
・不要木の除去とエゴノキの抜き切り・搬出・造材
・萌芽更新の整備
・種子採取及び、とり播きによる幼苗の育苗

26 郡上漁業協同組合 郡上市 第１１回長良川源流の森育成事業 郡上市

・定着率の高い樹種及び大苗の選定
・人工林皆伐地における広葉樹の植樹
・植栽木保護のための防獣ネットの設置
・自然体験学習における植樹活動の取組み紹介
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27
一般社団法人こどもの
庭

美濃加茂
市

美濃加茂の里山で遊ぼう！ 美濃加茂市

・里山整備活動の補助
・里山遊び
・小児救急法セミナーの受講
・危険生物講座の開講

28
みのかも
アルプホルンクラブ

美濃加茂
市

アルプホルンを吹こう
美濃加茂市
ほか

・県産材ヒノキの間伐材を利用たアルプホルンの作成
・作成したアルプホルンの演奏会
・情報紙を活用した広報活動

29 山之上まちづくり協議会
美濃加茂
市

山之上まちづくり活性化プロジェクト 美濃加茂市

・侵入竹の伐採
・竹あかりアートの作成
・竹チップを竹林内に敷き詰め、園児の遊び場等に活用
・薪割体験
・河川敷の草刈

30 三和まちづくり協議会
美濃加茂
市

みわまちづくりプロジェクト 美濃加茂市
・竹伐採による里山整備活動
・間伐材や竹材活用の体験講座
・里山での「ヤギさん除草」を学ぶ講座

31 金谷里山整備支隊
美濃加茂
市

ボランティアによるタケノコ倒しと新生竹
伐採活動

美濃加茂市
・里山整備（危険木伐採、景観木等の植栽、竹林伐採、タ
ケノコ倒し、新生竹伐採と駆除）

32 川合まちづくりの会
美濃加茂
市

子どもたちに引き継ぐ川づくり推進事業 美濃加茂市
・水辺付近の雑木、竹林、高木樹整備
・川遊び体験、水辺の勉強会
・水辺と森の多世代交流会実施

33
木曽川左岸遊歩道友の
会

可児市 木曽川左岸遊歩道等周辺整備事業 可児市

・木曽川流域（今戸・土田地区）の遊歩道一体の環境整
備
・一般市民を対象とした環境保全イベント（竹細工教室、
ウォーキング）

34 半布里の郷 富加町 富加町の自然を守る里山整備活動 富加町

・町内の森林整備の在り方や地域の活性化についての
検討会の開催
・下刈を中心とした森林整備
・竹林整備
・竹炭、キノコ栽培

35 可茂森林組合 七宗町
R２可茂南部１００年の森林づくりプロジェ
クト　【エコ薪】でＣＯ2削減せよ！

七宗町

・森林・環境税の様々な活動内容やしくみの周知
・間伐作業から薪加工までの流れをパネル展示
・林内整理活動
・放置残材を薪に加工

36
特定非営利活動法人
美濃白川どんぐり会

白川町
落葉樹林　植林・育成、河川環境保全事
業

白川町

・落葉樹林植林・育成
・河川環境保全事業
・子どもの環境体験事業
・森の幼稚園活動支援

37 御嵩町観光協会 御嵩町 小原城址周辺環境整備事業 御嵩町

・地元自治会との現状調査
・町民などとの協働による山道整備、危険木除去
・子供たちを対象とした森林学習会の開催
・周辺環境の維持管理

38 小里川ダム里山教室 瑞浪市
２０２０秋の小里川ダム湖周ウォーキン
グ

瑞浪市
・ダム湖周ウォーキングの実施（森林・ダムの働きを解説）
・ウォーキングルート等の草刈り、枯損木処理
・湖畔の環境整備

39
特定非営利活動法人
里山を守る会武並

恵那市 里山・みんなの森づくり事業 恵那市
・側溝整備（申請）
・ハス池への導水管敷設
・森林インストラクター指導による里山体験
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40
土岐川庄内川源流の森
委員会

恵那市

土岐川・庄内川源流の森の資源、恵みを
発見し生かす。活動の担い手養成と上
下流域の交流を通じて森、川、里づくりを
進める活動

恵那市

・恵那市内の森林の調査、課題の発見、課題解決への提
言
・森の学校と講演会
・間伐体験と箸づくり体験
・ジビエを含めた森、川、里の資源活用

41
NPO法人
奥矢作森林塾

恵那市
峰地区における森づくりと担い手づくり活
動事業

恵那市

・串原峰地区の森林整備活動
・地域住民を主とした担い手（自伐林家）の育成
・整備時に発生するＣ，Ｄ材を木の駅へ出荷
・地元の子ども及びその親を対象にした木育

42
ひるかわ里山活性化委
員会

中津川市 里山活性化事業 中津川市

・里山林の整備
・里山林整備により得られた木材利用などの森林環境教
育
・マツタケ再生の試験

43
付知町優良材生産研究
会

中津川市 未来を担う中学生への森林環境教育 中津川市
・森林環境学習（下刈、枝打、間伐）
・裏木曽ひのき備林見学
・間伐材を使用して木工教室

44 付知町まちづくり協議会 中津川 環境保全事業 中津川市
・付知町地内での林道施設整備
・施設周辺の立木等伐採、搬出
・サイクリング大会を利用した森林整備のPR

45 加子母むらづくり協議会 中津川市 かしも学びの森　木の匠育成事業 中津川市
・森づくりワークショップによる間伐材の資材調達
・地域の子どもと学生の共同作業による公共施設の木質
化

46
保養地の山を良くする
会

下呂市(萩
原町)

美しく楽しい四美の森づくり 下呂市

・森林が持つ多面的機能を向上させる森林整備
・森林が持つ多面的機能を向上させる歩道整備
・整備したフィールドを活用した環境学習会
・森林が持つ多面的機能を向上させるビオトープ整備
・整備したフィールドを活用した森林健康法体験会

47
中切区里山環境整備活
動組織

下呂市(馬
瀬)

中切区里山整備事業 下呂市

・不要木の伐採、草刈の継続、広葉樹の植栽を地域の子
ども達と協同作業で実施
・平成31年度の活動の紹介と令和２年度の活動に対する
チラシの作成

48
野上里山整備隊活動組
織

下呂市(萩
原町)

野上子ども環境教育促進事業 下呂市

・草刈り
・広葉樹植栽
・森林公園内で森のこども園（小中学生）と森林整備体験
の実施
・森のこども園対象者と活動拠点の整備の実施

49
ふるさとの森再生の会
よのさ

下呂市（小
坂町）

トータル的に損をしない山づくり推進事業 下呂市
・作業道作成研修、林産物の生産
・木育イベント（薪割イベント・間伐材スプーンづくり）
・新生児への木製スプーンプレゼント

50
森守クラブ合同会社
まつぼっくり

高山市
里山の資源を活用した里山づくり推進事
業

高山市

・里山林の整備と林地残材搬出
・しいたけやなめこ栽培、薪づくり
・山菜や木の芽の収穫体験
・チェーンソー取扱い・伐採講習会の実施

51 二本木生産森林組合 高山市
飛騨高山「彦谷の里」里山活用と広葉樹
林育成事業

高山市
・森林整備及び歩道整備
・環境学習イベントの実施

52
ひだの未来の森づくり
ネットワーク

高山市
フリーマガジンと協働した森林に関わる
情報発信活動

高山市
飛騨市
白川村
下呂市

・フリーマガジン発行会社と協働した森林に関する定期的
な情報発信
・フォーラム、勉強会の実施
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53 高山南の森保全の会 高山市 高山南エリア里山林整備事業 高山市

・高根町での里山林整備
・高山市高根支所と連携し新規参入者を募集
・訪れる選手や市民・観光客に事業及び森林環境税の
PRを実施

54
NPO法人飛騨高山わら
べうたの会

高山市 森林環境教育推進事業 高山市

・木育キャンプ（伐採体験、製材所見学、マイ箸づくりな
ど）
・プレイパークづくり（クライミングウォールづくり、木育ひ
ろばのおもちゃづくり）

55 森の自然学校 高山市 清流の森づくり 高山市
・高山市清見の里山林整備事業
・里山整備で得られた木材を使った森林環境教育、木育
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