
〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町 1030-2　 
TEL 028-643-6801　FAX 028-643-6802　
https://t-kms.sakura.ne.jp/moridukuri/index.html
E-mail：tochi-green@t-kms.sakura.ne.jp

栃木県では、身近な里山林などの森林を守り育てていくために、自主的に森づくり活動
に参加されるボランティア（森づくりサポーター会員）を募集しています。森づくりサポー
ター会員に登録いただいた方には、ボランティアを必要としている活動主催者（受け入れ
団体）の森づくり活動の情報案内をするほか、活動のマッチングなどを行います。
【会員登録】 「とちぎ森づくりサポーター会員申込書」を事務局まで提出してください。
【会員資格】 とちぎの森林、森づくりに興味のある方で、ボランティア活動に理解のある
 18 歳以上の方（18歳未満の方はご家族と共にお申し込みください。）
【会費等】 無料（参加する活動によって参加費がかかる場合があります。）
【活動内容】 下草刈り、樹木の伐採、植栽、落ち葉さらい等
【登録期間】 ２年間（初回登録は、登録日の翌年度末まで）
※とちぎ森づくりサポーター会員として登録いただいた情報は、森づくり活動のため、受
け入れ団体及び受け入れ団体の所在する市町に提供することがあります。
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この事業には、「とちぎの元気な森づくり県民税」が活用されています。
とちもりくん

2022年12月・No.10

　とちぎ森づくりサポーターの方々と一緒に森づくり活動を希望する活動主催者
（受け入れ団体）を募集します。身近な里山林整備などの森林整備に、とちぎ森づ
くりサポーターを活用してみませんか。

※各種様式は「とちぎの元気な森づくりサポートサイト」からダウンロードできます。

【申込方法】

【対象となる活動】
【活動後の報告】

【活動の注意点】

「とちぎ森づくりサポーター活動要請書」を事務局まで提出し
てください。
栃木県内で実施する下草刈り、樹木の伐採、植栽、落ち葉さらい等
活動後、「とちぎ森づくりサポーター活動報告書」を事務局ま
で提出してください。
活動にあたっては、活動主催者（受け入れ団体）の責任のもと
に行ってください。



刈払機の構造説明が始まり、食い入るように見つめ
メモを取る団員たち

竹食器づくりでコップやそうめん盛り皿などを
作りました

散策路草刈り

杉幼齢林で枝打ち（枝払い）体験

クヌギ・コナラの植栽

ドングリ（クヌギ・コナラ）まき

下草刈り

植栽地の刈払い

●日　　時　令和５年１月８・22日（日）　9:00～12:00
　　　　　　※雨天・悪天候時は中止となります。
●活動場所　ふれあいの森伊勢崎ふれあい広場
　　　　　　（真岡市伊勢崎地内　西真岡第二保育園西側雑木林）
●活動内容　倒木・支障木処理
●参加方法　参加希望の方は下記メールアドレスに「ふれあいの森伊勢崎　
　　　　　　参加希望」と記入して空メールをお送りください。申込用紙と
　　　　　　活動計画書をお送りします。
　　　　　　（一度参加されている方は、申込は不要）
　　　　　　メールアドレス：fureainomori_isesaki@ab.auone-net.jp
　　　　　　※受付時に当日朝の体温の記入と感染防止対策のご協力を
　　　　　　　お願いします。

ふれあいの森 伊勢崎

●日　　時　毎月第３日曜日　9:00～14:00（定例活動の場合）
　　　　　　令和５年１月15日、２月19日、３月19日
　　　　　　※当日悪天候が予想される場合は延期等の連絡をします。
●活動場所　星ふる学校「くまの木」周辺の里山
　　　　　　※集合は星ふる学校「くまの木」（塩谷町熊ノ木802）
●活動内容　１月15日、２月19日はコナラ広場の小屋づくり、
　　　　　　３月19日は午前中ザゼンソウ観察、午後は里山学講義
　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。
●参加方法　参加希望の方は下記メールアドレスより申込をお願いします。
　　　　　　メールアドレス：m-endo@tj8.so-net.ne.jp
●その他　　昼食代として毎回300円徴収します。
　　　　　　レジャー保険に加入します。

くまの木里山応援団

●日　　時　令和５年１月15日（日）　9:00～12:00
●募集人数　５人
●活動場所　河内郡上三川町大字大山字上ノ原の山林
　　　　　　※集合は「チューリップ薬局駐車場」上三川町大字大山468-1
●活動内容　落ち葉さらい
　　　　　　【日程】8:45受付開始、9:00開会式、9:30作業開始、
　　　　　　　　　　11:30作業終了・振り返り、12:00終了
●参加方法　参加希望の方は、下記連絡先より申込をお願いします。
　　　　　　TEL/FAX：0285-53-5577（川俣）
　　　　　　メールアドレス：egretta214.mk@gmail.com 

明治里山再生プロジェクト
～落ち葉さらい体験～

●日　　時　随時募集（日曜日は休み）
　　　　　　※活動日時は随時調整します。
●募集人数　３人
●活動場所　佐野市多田町の里山林　※集合は佐野市多田町2677
●活動内容　集約化した面積15haで活動中。
　　　　　　刈払い、つる切り、枯損木伐倒、地拵え、作業道作設、製材、
　　　　　　薪づくり、竹炭作り等様々あります。
●参加方法　参加希望の方は、下記連絡先より申込をお願いします。
　　　　　　TEL：090-2253-5628（担当：田中）
　　　　　　メールアドレス：tanaka.hirotada@aqua.plala.or.jp
●その他　　傷害保険に加入します。
　　　　　　６月から里山で学ぶSDGsPJ等の活動をしています。
　　　　　　３t ユンボ、運搬車（ヒアブ付きリョウシン号）、チェンソー、
　　　　　　製材機、薪割機あり。里地里山で地域密着型の活動です。

丸岳・里山再生プロジェクト

「くまの木定例活動」
くまの木里山応援団

森づくり活動報告

※詳細については、とちぎ環境・みどり推進機構HPをご覧ください。※詳細については、とちぎ環境・みどり推進機構HPをご覧ください。

●実 施 日　令和４年６月 19日（日）
●実施場所　塩谷町 星ふる学校「くまの木」
●実施内容　安全講習会を実施しました。
　　　　　　・刈払機の構造とメンテナンス方法
　　　　　　・刈払機の操作演習（問題点の指摘）
　　　　　　・ロープワーク講習（ロープの結び方、使い方）
●参加人数　21名（森づくりサポーター３名含む）

【参加者の活動状況等】
昨年の講習会が大変好評だったので、今
回も渡辺講師にお願いしました。刈払機は
里山整備でメインの機器ですが、内部構造
を理解しきれていません。今回もドライブ
シャフトやスターター、エンジン回りまで
分解していただき、日常のメンテナンス範
囲や不具合発生時の状態を理解することが
できました。里山応援団員でもある森づく
りサポーターさんは自分の刈払機を持って
おり、特に関心が高いようで、熱心にメモ
を取ったり質問したりしていました。午後
はロープワーク講習会でしたが途中から雨
が強くなりそこで終了しました。

「第33回 ふるさとの森づくり in 那須」
那須里山を育てる会

●実 施 日　令和４年 10月 15日（土）
●実施場所　那須町豊原丙
●実施内容　・６月に植栽したコナラ・クヌギの補植
　　　　　　・植栽地で手鎌および刈払機を使い下草刈り
　　　　　　・ドングリ（クヌギ・コナラ）まき
　　　　　　・交流懇親会を開催し参加者の交流を深めた
●参加人数　28名（森づくりサポーター７名含む）

「第32回 ふるさとの森づくり in 那須」
那須里山を育てる会

●実 施 日　令和４年６月 25日（土）
●実施場所　那須町豊原丙
●実施内容　

●参加人数　37名（森づくりサポーター９名含む）

【参加者（サポーター）の感想】
昔見ていた風景が最近は少
なくなってきていた中で、今
回の植苗、下刈りの事業は、
あるべき本来の姿を再生させ
る取組としては、地域と共に
生きる私たちにとっては当た
り前なのだということを教え
られた経験だったと思います。
また、いろいろな所から参加
された人たちと会話ができ、
コミュニケーションの輪が広
がったように思われます。

【参加者（サポーター）の感想】
初めて参加させていただきましたが、とても有意

義な一日でした。森の環境づくりに木を植えるとい
うことは理解しておりましたが、簡単なことではな
いのだと気付かされました。６月に植えた苗はほっ
ておいても育つものだと思っていましたが、雑草に
日差しを遮られ伸びないと教えてもらいました。５
年から６年は草刈りなどで手入れが必要であり、手
間がかかる作業です。しかし今日初めて会った方々
と同じ気持ちで、同じ目標に向かって作業ができた
ことは久しぶりの達成感を味わえました。次世代の
子どもたちに自分が一つ良いことをした実感があり
気持ちがいいです。更に近隣住民の方々とお近づき
になれたことも今回の収穫でした。草の香り、土の
香りに癒された一日でした。

【参加者（サポーター）の感想】
令和４年度後半の作業が本日より始まりま
した。前半の作業に引き続き高校生ボラン
ティアも加わり、枯損木の伐採方法や安全な
倒し方を学び、その後玉切りした幹や枝の片
付け作業をしました。クリの枯損木を倒した
際の大きな音と振動に驚いた様子も見られま
したが、安全な伐倒と手際よい作業工程で進
められました。

「くまの木定例活動」
くまの木里山応援団

●実 施 日　令和４年７月 17日（日）
●実施場所　塩谷町 星ふる学校「くまの木」
●実施内容　・くまの木裏山散策路の草刈り
　　　　　　・体験農場の除草
　　　　　　・竹食器づくり（試作） 
●参加人数　13名（森づくりサポーター５名含む）

【参加者の活動状況等】
「親子で里山体験」が中止となり、散策
路の草刈りに３名、体験農場の除草に５
名、機材点検と昼食作りに５名と３班に分
かれて作業に入りました。朝から厳しい暑
さです。ほどほどに屋外作業を切り上げ、
後半はくまの木のバーベキュー施設で竹を
材料にコップやお皿などを試作しました。
里山応援団兼森づくりサポーターの皆さん
は今年度もサポーター登録を継続したよう
です。里山再生活動は継続性が大切なこと
を改めて認識しました。

「くまの木定例活動」
くまの木里山応援団

●実 施 日　令和４年８月 21日（日）
●実施場所　塩谷町 星ふる学校「くまの木」
●実施内容　星ふる学校「くまの木」裏山の散策路草刈りを行い、
　　　　　　引き続いて 10月に開催予定の 「親子で森づくり体験」
　　　　　　会場の準備作業を行いました。
　　　　　　・くまの木裏山散策路の草刈り（３班に分かれ約３kmを草刈り）
　　　　　　・「親子で森づくり体験」会場の杉幼齢林の下刈り（約200㎡）
●参加人数　17名（森づくりサポーター４名含む）

【参加者の活動状況等】
前日の雨も止み朝から日差しが照りつ
け、またしても蒸し暑い中での作業となり
ました。皆さん暑さは覚悟の上ですが、ヘ
ルメットや安全靴がつらい時期です。
10月に「親子で森づくり体験」を行う
杉幼齢林の下刈りは特に大変でした。
未だ一度も枝打ちをしていない幼齢林の
中は身動きがとれません。普通であれば枝
打ちを先にして下刈りしますが、親子で枝
打ち体験をしてもらうためには下刈りだけ
済ませ枝は残しておかなければなりませ
ん。背中に杉の葉がチクチク刺さります。
予想以上に手間取り、残りは来月行うこと
にしました。

「親子で森づくり体験」
くまの木里山応援団 【参加者の活動状況等】

星ふる学校「くまの木」に集合し受付後
に開会しました。今回は団長自ら枝打ちの
目的や仕方を解説しました。手作り資料は
分かりやすくて好評でした。例年は参加家
族にサツマイモの収穫作業をしてもらって
いましたが、今年は畑がイノシシに荒らさ
れてしまい、２ヶ月ほど前に急遽カブとダ
イコンを蒔きました。そのため収穫したカ
ブとダイコンはちび助でしたが葉は元気
いっぱい。「葉っぱがおいしそう」と皆さ
んそのまま持ち帰りました。

（長岡の森ワーキンググループ）
グリーントラストうつのみや

●実 施 日　令和４年７月 10日（日）
●実施場所　宇都宮市長岡町 長岡樹林地
●実施内容　・グリーントラストうつのみや、
　　　　　　　長岡の森ワーキンググループ活動内容の説明
　　　　　　・樹林地内を散策、観察
　　　　　　・植栽地の草刈り、巻きついた蔓の取り払い作業
●参加人数　13名（森づくりサポーター３名含む）

【参加者の活動状況等】
暑い中、３名のサポーター方が参加。まず、

「グリーントラストうつのみや」及び「長岡の
森ワーキンググループ」の活動についてお話
しし、続いて樹林地内を散策しながら、樹林
地内を３つの区域（「大木の森を目指す区域」、
「伐採更新し、若返りを図っていく区域」、「全
く人の手を入れない区域」）に分けて管理して
いる様子を観察しました。その後、2018 年
度更新伐採地で、植栽した４年目の苗（現在
樹径２～３ cm 程）の周りの草刈り、巻き付
いた蔓の取り払い作業や、刈払い機を持参し
た方には下刈りの作業をしていただきました。
作業の後、更に樹林地内を散策し事務所横

の駐車場に戻ってきましたが、あまりの暑さ
に樹林地内との気温差を改めて実感しました。

３班に分かれてコナラ300本、クヌギ200本を植栽しま
した。植栽終了後は昨年の植栽地で手鎌を使い苗木の周
りを草刈りする班と、桑畑を刈払機で草刈りする班に分
かれて作業しました。その後、交流懇親会を開催し参加
者の交流を深めました。

●実 施 日　令和４年 10月 16日（日）
●実施場所　塩谷町 星ふる学校「くまの木」
●実施内容　

　　　　　　・杉幼齢林の枝打ち（枝払い）体験
　　　　　　・コナラ広場で昼食
　　　　　　・くまの木里山応援団の農園に移動し、カブとダイコンの収穫作業
●参加人数　45名（森づくりサポーター４名含む）

10月は毎年恒例行事の「親子で森づくり体験」で
した。７家族23名が参加しましたがほとんどがリ
ピーターのため余裕があり心から楽しんでいました。

ふれあいの森 伊勢崎
●実 施 日　令和４年 11月 13日（日）
●実施場所　ふれあいの森伊勢崎 ふれあい広場
●実施内容　・下草刈り
　　　　　　・倒木処理
●参加人数　30名（森づくりサポーター３名含む）

森づくり活動案内


