
H27　森林・山村多面的機能発揮対策　活動組織一覧表

1 下田市 一般社団法人　河内同志会
○森の力再生事業後の管理活動
　除草木刈払い等の管理活動のほか、山林の景観保全等を図る

2 下田市 やまたか農林
○山村の活性化活動
　荒廃している森林、竹林の整備のほか薪等の資材を有効活用し、さまざまな体験活動を実施
する

49 下田市 茅原野里山保全会
○山村の活性化活動
　除草木刈払い、侵入竹の除去等の管理活動のほか、間伐材を薪や炭などとして有効活用を
図る

3 南伊豆町 南伊豆万葉の里管理運営協議会
○山村の活性化活動
　荒廃している里山の広葉樹林や竹林の整備を行うほか、植樹会や動植物観察会を定期的に
開催し、地域の活性化を図る

4 南伊豆町 一條竹林整備組合
○山村の活性化活動
　荒廃している竹林の整備により竹の子生産に適した環境を整備し地域の活性化を図る

5
下田市
南伊豆町

株式会社いしい林業
○森の力再生事業後の管理活動
　除草木刈払い、侵入竹の除去等の管理活動のほか、間伐材を薪や炭などとして有効活用を
図る

6 南伊豆町 ＮＰＯ法人　きこりサーファーズ
○里山林の整備と地域活性化活動
　地域住民の拠点となる里山づくりを目指し、荒廃している里山林の整備を行うとともに、森林
環境教育の実践や間伐材の有効活用を図る

7 南伊豆町 南伊豆しぜん協和国
○里山林の整備と地域活性化活動
　荒廃している里山林の整備により地域住民に親しまれる里山づくりを目指す。あわせて、地域
住民が里山に関心を持つよう森林資源を活用したイベントの実施

50 南伊豆町 南伊豆新生機構
○里山林の整備と地域活性化活動
　荒廃している里山林の整備により地域住民に親しまれる里山の再生を目指す。

51 南伊豆町 NPO法人伊豆未来塾
○里山林の整備と地域活性化活動
　荒廃している里山林をＮＰＯと地域住民が整備し、里山の機能を再生するとともに、小・中学生
を対象に炭焼き体験や薪づくり等里山の資源の活用を図る。

52 南伊豆町 ワンダーフォレスト・テラの森
○里山林の整備と地域活性化活動
　荒廃している里山林を整備し、地域住民と都市住民との交流を通じた絆の森として地域の活
性化を図る。

8
松崎町
西伊豆町

西伊豆古道再生プロジェクト
○山村の活性化活動
　広葉樹林、竹林の整備のほか薪等の資材を有効活用するとともに、再生された古道を観光に
活用する

9 西伊豆町 西伊豆自然防衛隊
○公有林を活用した地域貢献活動
　西伊豆町有林の人工林間伐等の整備を行い、里山の活性化を図る

53
下田市
西伊豆町
松崎町

西天城ドングリクラブ
○里山林の整備と地域活性化活動
　荒廃している里山林を整備し、地域住民が里山に親しむことができる環境づくり、景観づくりを
目指す。

54 沼津市 環境整備「森と竹で健康クラブ」
○公有林及び社有林を活用した地域貢献活動
　沼津市有林や千本松林、長泉町の社有林の間伐等の整備を行い、里山の活性化を図る

10 裾野市 十里木環境保全会
○森林資源の有効活用
　十里木別荘地周辺の藪化が進んだ山林の伐採を行い、薪やペレット等をエネルギー源とし
て、別荘住民に利用を促す循環サイクルを構築する

11
小山町
御殿場市

ＮＰＯ法人　小山緑志会
○里山林の整備及び森の力再生事業の管理活動
　荒廃している里山林の整備により、地域の保全と地域住民との交流を図る

12 小山町 小山町山地強靭化総合対策協議会
○里山林の整備
　地域住民及び森林所有者による森林整備活動を通じ、間伐材の利用促進と住民参加による
森林整備手法の普及を図る

13 伊東市 宇佐美フォレスト協議会
○里山林の整備と森林・環境教育の実践活動
　地域住民と有志により、荒廃している里山林の整備を定期的に行うとともに、地域住民や観光
来訪者を対象に森林環境教育を実施する。

14 伊東市 新井里山の会
○里山林の整備（財産区有林）
　地域住民自らの森林整備活動を通じ、地域の保全管理を図る

15 伊東市 城ヶ崎海岸の松と自然環境を守る会
○海岸防災林の整備実践活動
　地域住民と児童生徒により、荒廃している海岸防災林の保護活動を行う。

55 伊東市 伊東市吉田地久保共有林整備活動組織
○里山林の整備による地域の活性化
　地域住民による財産区の里山林の整備体制を整えるとともに、地元のＮＰＯが開催している
森林環境教育を観光客に提供し、地域の活性化を図る

16 御殿場市 くすのき会
○地域の活性化活動（市有林）
　地域住民ら有志等の奉仕活動による市有林の整備を行い、共に汗をかくことを通じてコミュニ
ケーションを形成し、地域の活性化を図る

70
御殿場市
小山町

特定非営利活動法人ふじさんスポーツコミッ
ション協会

○里山林の整備及び森の力再生事業の管理活動
　台風の影響により荒廃した里山林をＮＰＯと森林所有者がともに整備し、地域の保全と地域住
民との交流を図る
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17
伊豆市
伊豆の国市

修善寺里山保存会
○里山林の整備と森林・環境教育活動による地域の活性化
　地域住民と有志により、荒廃している里山林の整備を行うとともに、都市住民を巻き込んだ森
林環境教育を提供し、地域の活性化を図る

18 伊豆市 NPO法人伊豆こどもﾐｭｰｼﾞｱﾑ
○森林の整備と森林・環境教育の実践活動（国有林）
　獣害等による生育不良の森林を整備するとともに、森林環境教育プログラムを提供すること
で、幼児から大人まで楽しみながら森を大事に育てる心を育む

56 伊豆市 平成森鮮組
○里山の整備
　住民の高齢化と獣害により荒廃している里山の広葉樹林や竹林の整備を行い、地域を囲む
里山の整備と保全を図る

57 伊豆市 萬城の滝周辺整備協働の会
○里山林の整備による地域の活性化
　地域住民により伊豆の名瀑「萬城の滝」と市営キャンプ場周辺の里山林を整備し、都市住民
に癒しの場として提供するなどにより、地域の活性化を図る

71 伊豆市 一般財団法人青羽根振興会
○里山林の整備による地域の活性化
　地域住民が自ら荒廃している里山林の整備をすることにより里山の再生を目指す

58 伊豆の国市 高原の森を守る会
○里山林の整備と森林・環境教育の実践活動による地域の活性化
　地域住民と有志により、荒廃している里山林の整備体制を整えるとともに、地元のＮＰＯが開
催している森林環境教育を観光客に提供し、地域の活性化を図る

59
清水町
伊豆市

(有)鈴木造園
○森の力再生事業後の管理活動
　竹林の侵入等荒廃している森林で、侵入した竹を除去する等の整備活動を実施し、災害に強
い里山林の維持を図る

20 富士宮市 希望の森を育てる会
○学校林の整備と森林・環境教育の実践
　生徒と保護者、地域住民により、造成した学校林の整備を行う

21 富士宮市 森のたね里山保全プロジェクト
○里山林の整備と森林・環境教育の実践活動による地域の活性化
　地域住民と有志により、荒廃している里山林の整備体制を整えるとともに、都市住民を巻き込
んだ森林環境教育を提供し、地域の活性化を図る

22
富士市・
富士宮市

一般社団法人富士山木造住宅協会
○里山林の整備と森林資源の活用による地域の活性化
　荒廃森林の整備を行うとともに、工務店、エンドユーザー等を対象に森林環境教育、森林資源
活用を推進し、地域の活性化を図る

23 静岡市 麻機自然体験コミュニティ『Balance』
○里山林の整備と森林資源の活用
　巴川水系の荒廃している里山林の整備を行うとともに、森林環境教育、森林資源活用を推進
し、地域の活性化を図る

24 静岡市 しずおか森と学ぶ家づくり会
○森林・環境教育の実践活動
　林業家、製材業、建築士等による一般県民を対象に、木材需要拡大につながる森林・環境教
育の実践活動

25 静岡市 静岡市林業研究会森林認証部会
○森林・環境教育の実践活動
　一般県民を対象に、森林空間を活用した森林・環境教育の実践活動

26 静岡市 チックリンと山の仲間
○地域の放置竹林整備活動（民地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

27 静岡市 ＮＰＯ法人　森と水辺を育てる会
○地域の放置竹林整備活動(国有地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

28 静岡市 竹林再生プロジェクト大内
○地域の放置竹林整備活動（民地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

29 静岡市 ＮＰＯ法人　しずおか環境教育研究会
○社会貢献活動と森林・環境教育の実践(県有地）
　県の里山体験の拠点施設のきめ細かな整備と親子を対象とした森林・環境教育の実践活動

30 静岡市 やつやま友の会
○地域の放置竹林整備活動（民地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

31 静岡市 しずおか山林相続検討委員会
○里山林の整備及び未利用資源の活用
　境界の明確化など荒廃している里山林の整備体制を整えるとともに、未利用森林資源を搬
出・加工し、森林所有者のの森林整備への関心を高める

32 静岡市 谷津山再生協議会
○森林・環境教育の実践活動（静岡市有林）
　一般県民を対象に、森林空間を活用した森林・環境教育の実践活動

60
静岡市
富士市

山のふもとを守る会
○地域の放置竹林整備活動
　地域住民ら有志等による、地域の課題となっている放置森林の整備を行うことにより、生活環
境の保全と交流を図り、地域の活性化を推進する

62 静岡市 ＮＰＯ法人　ＺＩＯＮ（ザイオン）
○山村の活性化活動
　旧東海道周辺の荒廃している人工林、竹林を整備し、所有者、地域住民とともに整備後の手
入れ方法、間伐材や竹材を使ったワークショップなどを通じて今後の保全維持に努める

63 静岡市 神沢の山林保全の会

○山村の活性化活動
　地元自治会が所有する荒廃した森林を自治会活動として整備してきたが、地元の有志による
維持管理及び森林を活用したさまざまな体験活動を実施するなど、交流の山として地域の活性
化を進める

72 静岡市 ＮＰＯ法人三保の松原・羽衣村
○海岸防災林の保護活動
　地域住民らによる景勝地である三保松原の草取りや落ち葉掻きの活動を通じ、健全な松林の
造成を目指す
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33 藤枝市 三つ池里山の会
○山村の活性化活動
　侵入竹の除去と併せ、広葉樹等の植栽により憩いの場を創出し、地域の活性化を図る。

35 藤枝市 滝谷里山保全の会
○山村の活性化活動
　荒廃している森林、竹林を整備することで発生した薪等の資材を有効活用したり、さまざまな
体験活動を実施する

36 藤枝市 経心の森保全活動組織
○地域の放置竹林整備活動（民地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

37 牧之原市 牧南里山利活用推進協議会
○山村の活性化活動
　荒廃している森林、竹林を整備するとともに、積極的に資材を搬出し、さまざまな体験活動を
実施する

64 牧之原市 榛原ふるさとの森～だ～ず
○地域の活性化と森林・環境教育の実践(県有地）
　県が整備した里山体験の拠点施設「榛原ふるさとの森」を地域の宝として育てるとともに、親
子を対照とした森林・環境教育の実践活動

38 焼津市 高草山研究会
○地域の放置竹林整備活動(民地）
　地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

65 焼津市 たかくさ森の楽校
○森林・環境教育の実践活動
　一般県民を対象に、自然豊かな焼津市高草山とその麓で公民館を中心とした森林・環境教育
の実践活動を行う

39 島田市 ＮＰＯ法人 里山仕事・しょんた塾
○地域の放置竹林整備活動(市有地）
地域住民ら有志等による、地域で課題となっている放置竹林の整備活動等

40 島田市 ＮＰＯ法人 伊久美・楽山舎　山の会
○山村の活性化活動
　荒廃している森林、竹林を整備するとともに、積極的に資材を搬出し有効活用するほか、さま
ざまな体験活動を実施する

66 島田市 (株)兵庫親林開発
○風倒木被害の復旧活動
　放置されたままの風倒被害木の処理活動に取り組む

41 掛川市 ＮＰＯ法人　時ノ寿の森クラブ
○森の力再生事業後の管理活動
　間伐等の整備活動を行うとともに、残存する間伐材の有効利用を図るため、木製品の製造、
林業体験会等を開催する

42
御前崎市
菊川市

株式会社西島土木森の力再生部会
○地域の放置竹林整備活動（民地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹
林の侵入等荒廃している森林で侵入した竹を除去する等の整備活動を実施し、災害に強い里
山林の維持を図る

43
菊川市
島田市

ＮＰＯ法人　里山再生クラブ
○地域の里山林整備活動（民地）
　荒廃している里山林を整備するとともに、発生材を薪炭やシイタケ原木等に有効活用するほ
か、さまざまな体験活動を実施する

67 袋井市 村松上竹取会
○地域の放置竹林整備活動
　地域住民ら有志等による、地域の課題である放置竹林の整備活動に取り組む

44 浜松市 浜松地区里山保全の会
○森の力再生事業後の管理活動
　除草木刈払い、侵入竹の除去等の管理活動のほか、自然観察会、タケノコ掘り等のイベント
を通じて地域住民の参加を募る

45 浜松市 椎ノ木谷保全の会
○森林・環境教育の実践活動（浜松市有林）
　地元住民を対象に、森林空間を活用した森林・環境教育の実践活動

46 浜松市 静岡県西部森づくりＣＳＲ協働推進協議会
○社会貢献活動と森林・環境教育の実践(浜松市有地）
企業等の社会貢献活動として、浜松市内の企業が協働という形で定期的に間伐などを行い、浜
松市有林の整備を進める。

47 浜松市 蘇れ！日本の原風景　小堀谷の里の会
○里山林の整備と森林・環境教育の実践活動
　地域住民等により、荒廃している森林の整備を実施するとともに、都市部の市民を巻き込んだ
森林環境教育を提供する。

48
浜松市
磐田市

しずおか火のある暮らし応援団
○里山林の整備と森林資源の有効活用
　荒廃している森林を整備するとともに、木質バイオマス燃料のエネルギー利用の促進を図る

68 浜松市 ボーイスカウト浜松15団
○里山林の整備と森林・環境教育の実践活動
　活動組織自らが荒廃している森林の整備を実施するとともに、定期的にキャンプや森林環境
教育を行い、子供たちの健全育成と地域住民の里山への関心を高め、地域の活性化を図る

合計 69


