
令和３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ための
啓発活動

各務原市ほ
か

・竹林の整備
・竹を使った啓発活動（竹の虫かごづくり、炭焼き、竹あか
りイベント等）
・ミニ門松制作講習会の開催

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
・里山林整備
・里山ウォーキング（里山を見る、楽しむ）の実施
・里山クラフト教室の実施

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
・里山林整備、竹林整備
・木育教育（ドングリこま回し大会、炭焼き体験、キノコの
植菌）

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
・岐阜農林高校生間伐実習
・外山小学校総合学習（環境教育）支援
・外山小学校ゴボ山の倒木、枯損木の除去、下刈　等
・花木生産（挿し木)講習会の開催

5
ぎなんプレーパークの
会

岐南町
身近で森を感じよう　～プレーパークをと
おして～

岐南町ほか
・削り馬活用ワークショップ
・ケヤキの有効活用体験（伐採体験、スプーン作り等）
・プレーパークでの木工工作体験

6 飛騨五木株式会社 高山市
学びの森公園および市民公園の自然環
境を活用した木育事業

各務原市
・樹木や生き物の観察を楽しむ講座を開催
・自然物を使用した工作体験

7
特定非営利活動法人長
良川自然学校

岐阜市 長良川　川の学校事業 岐阜市ほか
・長良川での川遊び、キャンプ体験
・鵜匠見学
・長良川での親子自然体験

8
木の駅上石津実行委員
会

大垣市 山に人を呼び戻そう 大垣市

・間伐搬出作業、薪作成
・初心者向け伐採講習会
・チェーンソー目立て、安全講習
・侵入竹除去作業

9
一般社団法人ぎふ地球
環境塾

海津市 ぎふ地球環境塾 海津市ほか
・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

10
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 大垣市ほか
・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

11
金生山自然文化苑保存
会

大垣市 陸貝とヒメボタルの生息地保全事業 大垣市
・ヒメホタルの学習活動、ＰＲ活動
・陸貝、ヒメボタルが棲める環境を整える
・幼稚園、小学校、中学校の社会学習

12
木曽三川子ども狂言ク
ラブ

海津市 木曽三川環境と学び狂言プロジェクト 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

13 学校法人立木学園 大野町 木育推進事業 大野町

・もくフェスの開催（県産材などの木のおもちゃを集めた木
育キャラバン、体験型ワークショップ（ネイチャーゲーム）、
県産材の木のおもちゃづくり）
・揖斐川町の団体と連携した森あそび
・自然に触れる秋みつけ　等

14
いび森のようちえん　こ
だぬき

揖斐川町 子どもたちが遊ぶ森の整備と活用 揖斐川町

・森の調査観察と整備の進め方等の今後のプランニング
・機械の使い方講習と実践（草刈り機、チェーンソー）
・間伐体験
・製材見学（間伐した材を活用）
・間伐材等を用いたワークショップ

15 雲上の櫻愛好会 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、枯死枝の処理、樹勢回復剤散布等の保全活
動
・桜の増殖（挿し木）
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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

16 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
・展望広場の整備（案内看板の整備、間伐、草刈り）
・展望広場の施設名募集、小津地域のフォトコンテスト
・森林体験教室（森林散策、木工教室など）

17 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、遊歩道整備
・グリーンウッドワーク（小径木での小物作り）
・苗木の植栽体験
・山の素材だけで小屋づくり

18 関市広見交遊会 関市 関広見ICふれあい遊歩道整備事業 関市

・里山林整備安全講習
・散策道の整備
・里山までの通路整備（草刈り）
・軽登山の実施

19
富岡ふれあいまちづくり
委員会

関市 大岡山整備事業 関市

・安全講習、倒木体験
・大岡山整備
・伐採した木を活用した木材工作
・伐採木の搬出と処理
・木育キャンプ　等

20
ＮＰＯ法人自然、生活共
生会

関市 「森と海は一つ」新しい森づくり川づくり 関市
・山林整備（間伐、除伐、植林）
・紙芝居の作成、講演
・登山大会の開催

21 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
・市民参加型整備活動（竹林整備や森林整備等）
・整備で出た材を活用したモノづくりワークショップ（アロマ
ブロック作りやすのこ作り等）

22
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
・エゴノキ林分調査、種子採取、幼苗育苗、調査
・エゴノキの収穫、獣害対策
・小学校における環境学習、エゴノキの幼苗育苗

23 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

・植栽予定地の地拵え及び植樹場所のマーキング
・人工林皆伐地における広葉樹の植栽
・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

24 明宝ジビエ研究会 郡上市 明宝の森とエコサイクル推進事業 郡上市

・安全講習の実施
・里山林整備、木材搬出
・炭窯整備
・搬出した木材を炭用材に加工
・ネイチャーキャンプ（森林散策と間伐材を使った木工クラ
フト）の実施

25
一般社団法人こどもの
庭

美濃加茂市
森のようちえんにおける里山整備および
環境教育事業

美濃加茂市

・子どもたちの遊び場整備（安全講習及び工具扱いの技
術講習、里山林整備）
・間伐材の資源利用を学ぼう（伐倒・搬出作業見学、薪割
体験、野外炊事体験間伐材を活用した木工体験　等）

26
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したアルプホルンの製作
・製作したアルプホルンの演奏会
・情報紙を活用した広報活動

27 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
・薪割ワークショップ
・御殿山登山教室

28 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・新生竹
伐採及び植樹による里山再生活動

美濃加茂市
・タケノコ倒しと新生竹伐採
・苗木の植樹活動
・傾斜地の竹林伐採

29 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
・下刈りを中心とした森林整備
・侵入竹の伐採等の竹林整備
・小学生と伐採作業、竹炭作り、キノコ栽培

30 可茂森林組合 七宗町
Ｒ３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
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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

31
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

・広葉樹林植林・育成
・子どもの環境体験事業
・河川環境保全事業
・森の幼稚園事業
・ハナノキの保護活動　等

32 大洞里山整備隊 美濃加茂市 里山整備・体験講座 美濃加茂市
・山林整備安全講習会
・里山整備講座（下刈り、植樹、間伐）
・里山体験講座（薪活用、里山散策等）

33 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

34
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（今渡・土田地区）の遊歩道一帯の環境整
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）

35 小里川ダム里山教室 瑞浪市
２０２１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
・湖畔山林の植栽

36
釜戸町まちづくり推進協
議会

瑞浪市 竜吟の森　木育推進事業 瑞浪市

・竜吟の森周辺の草刈り及び里山整備
・森の幼稚園での木育
・里山体験会
・自然観察会（シデコブシ、ハルリンドウ、ギフチョウ）

37 たきろ里山クラブ 多治見市 里山を守れ！地球村活性化プロジェクト 多治見市
・里山整備安全講習会
・里山整備
・きのぼり体験会

38
特定非営利活動法人岐
阜環境カウンセラー協
議会

多治見市
里・山・川の保全・活用を通じた地域おこ
し調査研究事業

多治見市

・環境問題学習講座
・荒廃山林、農地、市街地の見学会
・自然生態系学習講座
・意見交換会
・「エコプラットホーム」設立総会

39
ほんでんの自然を守る
会

瑞穂市
ハリヨの生息地保全活動及び普及啓発
活動

瑞穂市
・ハリヨの生息環境の改善
・小学生への普及啓発
・指導者養成

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。下流域の学生、市民との
交流を通じて森、川、里づくりの活動へ
新たな提案をし、活動の担い手を育て地
域を元気にする。

恵那市

・間伐材を活用した箸づくり
・森と川を知る現地学習
・間伐体験
・森の診療（森林調査と森、川、里を生かしたまちづくりへ
の提言作り）
・シンポジウムの開催

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
・地元の子どもたちを対象にした木育

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（キノコの植菌、栽
培）
・中学生を対象にした森林環境教育（「森と水」「野生動
物」をテーマに）
・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

・森林環境教育
　木を学ぶ教育（木と山のお話）
　木を育てる教育（下刈、枝打、間伐）
　自然の木を観る教育（裏木曽ひのき備林見学）
　木を使う教室（間伐材を使用しての木工教室）

44 加子母むらづくり協議会 中津川市 学びの森　木の匠育成事業 中津川市

・地域資源調査及び活用アイディアコンペ
・森林保全及び河川環境保全のためのワークショップ
・森林整備
・県産材を使用した木造建築実習

45 いのちもり 中津川市 森とくらしの学校事業 中津川市

・里山林整備
・森林体験教室
・森林体験キャンプ
・小児救急法講習会
・体験活動リスクマネジメント講習会
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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

46
苗木地域まちづくり推進
協議会

中津川市 夜明けの森活性化事業 中津川市

・夜明けの森周辺の整備（草刈り、伐採等）
・高峰湖周辺の木柵、看板、マップ作り
・ドローン空撮（森林調査、マップ作成）
・自然体験ワークショップ（楽器作り等）

47 山里楽耕ぼうけんくらす 恵那市
里山の遊び場づくりと親子の自然体験活
動「ぼうけんくらす」

恵那市

・危険木の除去
・里山林整備安全講習
・自然体験「ぼうけんくらす」
・木工講座
・植物活用講座
・キノコの菌打ち体験

48
保養地の山を良くする
会

下呂市 美しく楽しい四美の森づくり 下呂市

・森林整備ボランティア活動
・森林活用体験会
・環境学習会
・ビオトープ整備
・森林健康法体験会

49
中切区里山環境整備活
動組織

下呂市 中切区里山整備事業 下呂市

・里山林安全講習会
・里山林整備（伐採・集積・搬出・整地）
・子ども会との共同作業（展望デッキ修繕、植栽）
・健康ウォーキングの開催

50
ふるさとの森再生の会
よのさ

下呂市
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
・木育活動（薪割イベント・間伐材スプーンづくり）
・未利用材の有効活用（ログトーチ、クリスマスツリー、オ
ブジェ）
・間伐材を利用した古民家改築

51
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（薪づくり）
・山の恵みの感謝祭
・チェーンソー講習会

52 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

・里山林整備
・有用広葉樹モデル林整備（歩道整備、案内看板設置）
・環境学習イベント
・県域を越えた森林と海を結ぶ交流会の実施

53
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

下呂市ほか
飛騨地域

・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
・「カフェで語るひだの森」の開催
・森林体験イベント
・森林の様々な話題を提供するシンポジウムの開催

54 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
・訪れる人が休憩できる木製ベンチを設置
・地元の子どもたちと鳥の餌台を作成

55
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

・森のワークショップの開催（チョロチュウ、時計、スプーン
作り等）
・木育キャンプ（伐採体験、製材所見学等）
・木材の加工体験（薪割り、スプーンづくり、箸づくり）

56 森の自然学校 高山市 清流の森づくり 高山市
・里山林整備
・木育活動（ネイチャーゲーム、木工クラフト）の実施

57
ＮＰＯ法人活エネルギー
アカデミー

高山市 里山を大切にする暮らしプロジェクト 高山市
・里山林整備
・搬出した材を活用した木の椅子づくり、薪加工
・炭焼きや薪材を活用した子ども大学の実施

58
特定非営利活動法人山
の自然文化研究セン
ター

高山市 森と川の結のはたらき 高山市

・巨樹巨木保全・保護活動
・森づくり整備体験、自然観察
・森林、川などの調査
・環境教育の指導者育成
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