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    福知山千年の森づくり事業 

平成２２年度 事業報告について 

 

 福知山千年の森づくり協議会の平成２２年度事業について、下記のとおり報告しま

す。 

記 

 

○活動内容 

  

実施日 事業名 内容 

平成22年4月（上旬） 

 

 

 

 

千の苗木 

贈呈式 

 

○ケヤキの苗木をポットに植え替え 

・１年目の苗木（約５０ｃｍ） 

・１２小学校 ６年生児童数と同数 

（大正、庵我、雀部、遷喬、佐賀、成

仁、上六人部、中六人部、下六人部、

菟原、細見、川合） 

平成22年5月15日（土） 

    10月16日（土） 

大江山自然観

察会 

【大江地域 

公民館主催】 

○大江山において草木を観察し、自然

の豊かさを体験してもらう。 

・春と秋に開催 

・実施回数２回 

・延べ参加人数４８名 

平成22年5月15日(土)～ 

平成22年5月31日(月) 

 

 

グリーンウェ

イブ2010 

【環境省】 

○国連が定めた「国際生物多様性の日

」に合わせた活動。市内小学校２６校

に取り組みを紹介、ケヤキ苗木を育苗

中の９小学校でグリーンウェイブの取

り組みを実施。（惇明、昭和、修斉、

上豊富、上川口、金谷、精華、育英、

明正小学校） 

・樹木学習、ケヤキ苗木の水やり 

・延べ参加人数 ３０８名 

・環境省ホームページに活動を掲載 

平成22年5月30日（日） 

9：00～15：00 

【大江山連峰】 

 

 

 

 

大江山一斉登

山 

 

 

 

 

本市と宮津・与謝野町から一斉に大江

山（千丈ヶ嶽）に登山 

本市は佛性寺(大江山グリーンロッジ)

と天座（灰谷林道）の２箇所から登山 

・一般参加者286名（内市内124名） 

・福知山市事務局 11名 
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実施日 事業名 内容 

平成22年7月1日(木) 

16:15～16:45 

【会場：中六人部小学校】 

千の苗木 

贈呈式 

（ケヤキ苗木） 

 

○大正、庵我、雀部、遷喬、佐賀、成

仁、上六人部、中六人部、下六人部、

菟原、細見、川合 計１２小学校の６

年生代表児童にケヤキ苗木を贈呈  

・ケヤキ苗本数 ３６４本 

・参加人数４６名 

 (児童２２名+教師２４名) 

 

平成22年7月31日（土） 

9:00～11:00 

【大江山付近】 

 

第３回 

国定公園 

クリーンデー 

○国定公園内の一斉清掃 

 大江山エリア 

①鬼嶽稲荷神社～大江山山頂（千丈

ヶ嶽）コース 

②鍋塚トイレ～鳩ヶ峰山頂コース 

③鍋塚トイレ～鍋塚山頂コース 

④二瀬川渓流コース 

※主にゴミ拾い 

・一般参加者１０名 

・職員１５名 

 

 

平成22年9月1日（水） 

14:15～16:15 

【市民会館２４号室】 

平成２２年度

第１回総会 

・交代委員に委嘱状交付 

・22年度上半期事業報告について 

・22年度下半期事業計画について 

 

 

平成22年9月24日（金） 

13:00～16：00 

大江山エリア 

 

大江山エリア

フィールドワ

ーク 

○看板設置位置、内容などについて現

地でチェックを実施 

・鬼嶽稲荷神社～大江山山頂～鳩ヶ峰

登山道付近 

・参加者：委員１人、自然公園指導員

１人、事務局５人 

 

 

平成22年10月1日（金） 

13:00～17：00 

三岳山エリア 

 

 

 

三岳山エリア

フィールドワ

ーク 

 

 

 

○看板設置位置、内容などについて現

地でチェックを実施 

・三岳山荘～三岳山山頂付近～七王子

神社 

・参加者：委員１人、事務局５人 
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実施日 事業名 内容 

平成22年11月13日（土） 

13:00～15:00 

 

福知山千年の

森メモリアル

植樹祭 

兼第３６回福

知山地方植樹

祭 

○一昨年７月に９小学校に贈呈したケ

ヤキ苗木の植樹を実施、贈呈した９小

学校及び市民等ボランティアが参加(惇

明、昭和、修斉、上豊富、上川口、金

谷、精華、育英、明正、９小学校) 

・場所：三岳山荘付近のメモリアル 

植樹場所 

・ケヤキ苗木本数：３７０本 

・参加人数：８２名 

 

 

平成22年10月から 

平成23年3月まで 

 

ＪＲディスカ

バーウエスト 

 

 

○ＪＲディスカバーウエスト 

・JRと連携し、毎週土曜日 KTR大江山

口内宮駅へ 13:00に集合した人を対

象として元伊勢内宮皇大神社、天岩

戸神社、毛原の棚田等のガイドを無

料で実施 

・実施回数７回、延べ参加人数１８名 

 

 

平成22年5月16日（日） 

平成22年6月12日（土） 

平成22年10月17日（日） 

平成22年11月14日（日） 

ＪＲふれあい

ハイキング 

 

○ＪＲふれあいハイキング 

・年間４回開催 

・地元のガイドが元伊勢内宮皇大神社

と天岩戸神社等を案内 

・実施回数４回、延べ参加人数105名 

 

平成22年8月から 

平成23年3月まで 

 

 

福知山千年の

森づくり事業 

（環境省 自

然環境整備交

付金を活用） 

【福知山市】 

○登山道の案内標識、誘導標識の設置 

①総合案内標識 

ア 三岳山 

・上佐々木 七王子神社付近 １基 

イ 大江山 

・鍋塚バイオトイレ付近   １基 

・大江山：グリーンロッジ  １基 

②誘導標識 

ア 三岳山：登山道内    ４基 

イ 大江山：登山道内    ４基 
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実施年度 事業名 内容 

その他の団体等 

平成22年度の活動 

モデルフォレ 

スト 

○活動場所 

 福知山市大江町毛原 

○活動内容 

・広葉樹林を整備し、つつじの森を再 

  生  

・針葉樹林の間伐と間伐材の有効利用  

・森林整備や散策に必要な遊歩道の整 

備等   

○活動企業 

・パナソニックフォト・ライティング 

  株式会社  

・エスペック株式会社 

・合同実施回数１１回 

・延べ参加人数１１４名 

 

緑の募金 

（福知山緑化 

推進委員会） 

○緑化運動の推進 

募金総額 １,７９２,０６９円 

・春の緑化期間3月20日～5月31日 

・秋の緑化期間9月１日～10月31日 

 

福知山市千年 

の森ふるさと 

基金（ふるさ 

と納税） 

○主な基金活用内容 

・ケヤキ苗贈呈・植樹経費 

・国定公園環境維持（草刈り等） 

・毛原の棚田農業体験ツアー補助金 

・寄附金総額10,765,000円 

（平成22年度寄附額390,000円） 

内、平成22年度は708,000円を事業に充 

当 

○参考 

・平成21年度 945,000円を充当 

 

○関連事業 

・京都府施工 

  鬼嶽稲荷神社園地内バイオトイレ（H21年度施工） 

  鬼嶽稲荷神社園地整備（H22年度施工） 

  国定公園誘導標識(元伊勢観光センター付近他4基：H20年～H22年度施工） 

  登山道誘導標識(林道鍋塚線内２基、H22年度施工) 
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平成２３年度 事業計画について 

 

 福知山千年の森づくり協議会の平成２３年度事業計画について、下記のとおり計画

します。 

記 

1．平成２３年度の取り組み 

 （１）森づくり関係 

   ①グリーンウェイブの取り組み（５～６月）・・・資料１ 

   ・グリーンウェイブとは、生物多様性について子ども達と若者に教育を   

    行うための地球生物多様性キャンペーンで、５月２２日に実施。 

   ・市内２６小学校に取り組みを紹介し、昨年ケヤキ苗木を贈呈した市内小学校

１２校を中心に樹木学習、水まきなどの活動を依頼する。 

   

   ②国定公園クリーンデー（５月及び７月）・・・資料２～３ 

   ・環境省において、自然公園美化思想の一層の普及を図るため、８月の 

    第一日曜日を統一日として全国一斉に美化作業の取組みが行われてお 

    り、本市でも３回実施した。しかし、過去３回とも参加者が尐ないことから

、今年度は５月の大江山一斉登山の際にもクリーンデーとして清掃を呼びか

ける。 

 

   ③メモリアル植樹祭（１１月）・・・資料４ 

   ・ケヤキの苗木の植樹 

   ・昨年７月に贈呈した対象１２小学校への参加依頼と市民ボランティアの参加

を募る。 

   （大正、庵我、雀部、遷喬、佐賀、成仁、上六人部、中六人部、下六人 

    部、菟原、細見、川合 １２校） 

   ・場所：三岳山荘付近のメモリアル植樹場所 

   ・参加校：H21年度６校、H22年度９校、H23年度（最終年度）１２校 

 

   ④モデルフォレスト（毎月第２土曜日）・・・資料５ 

   ○毛原：森づくり、つつじの再生などの継続した取組み 

   ・パナソニック フォト・ライティング株式会社 

   ・エスペック株式会社  

   [協定締結日] 平成19年7月19日 

    

⑤（仮称）河守鉱山跡地緑化プロジェクト（H23.５月～H24.３月）資料６ 

・蛇紋岩でも生育するヒュウガミズキの苗を育てて、大江山グリーンロッジ

付近の大江山鉱山跡地（ボタ山跡）に植え、緑化を推進する。 

・今年度は、苗づくりと、その苗が現地で育つかどうかの実証実験を計画す

る。 
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⑥緑の募金（春、秋）・・・資料７ 

・緑化運動の推進 

 

 （２）国定公園整備・・・自然環境整備交付金を活用   

（H23年度：5,000千円予定） 

   ①三岳山山頂モニュメント設置・・・資料８ 

 

   ②方角案内盤設置・・・資料９ 

   ・大江山（千丈ヶ嶽山頂） 

    

③野外卓ベンチの設置・・・資料１０ 

   ・三岳山 ：三岳山山頂 

   ・大江山 ：鳩ヶ峰山頂、鬼嶽稲荷神社～千丈ヶ嶽登山道内 

   

 ④樹木銘板づくりと設置・・・資料１１ 

  フィールドワークを実施し、樹木に銘板を設置する。（樹木、紹介内容を

検討する。）【大江山、三岳山エリア】 

 

 （３）エコツーリズム関係 

   ①大江山一斉登山（５月２９日（日））・・・資料１２ 

    ・新緑の大江山を参加者に親しんでもらう。 

     ・大江山観光開発協議会主催 

    ※国定公園クリーンデーの一環として清掃活動を組み入れる 

   ②ＪＲディスカバーウエスト（毎週土曜日）・・・資料１３ 

       

   ③ＪＲふれあいハイキング（年間４回）・・・資料１４ 

   ・大江支所主催 

 

   ④大江山自然観察会（５月１４日（土）及び１０月）・・・資料１５ 

   ・大江山において草木を観察し、自然の豊かさを体験してもらう。 

・春と秋に開催 

   ・大江地域公民館主催 

 

   ⑤千年の森ウォーキング（１０月３０日（日））・・・資料１６ 

   ・酒呑童子祭りで、３コースのウォーキングを実施 

 

   ⑥エコツーリズムガイド養成講座（１１月頃から毎月２回、計６回実施予定） 
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 （４）情報発信 

 ①福知山市ホームページで協議会活動の情報発信 

 ・活動を市ホームページに掲載（事務局） 

 

 ②協議会委員のブログ等による活動PR（委員） 

   

   ③親名山１０選のパンフレット作成 

・これまでの「広報ふくちやま」に掲載した資料等を活用して親名山１０選

のパンフ作成（事務局） 

 

（５）その他 

 ①協議会参画団体等による活動 

 ・各委員が所属する団体等の森づくり等に関係する活動について、協議会活

動と連携を図る。 

 ・「福知山千年の森づくり」について、委員が所属する団体からも情報発信

する。 

 

②福知山千年の森ふるさと基金の活用 

 ・協議会活動に必要な経費 

・ケヤキ苗植樹経費 

 ・国定公園施設整備（看板整備等） 

 ・国定公園管理維持（草刈り等） など 

 

 ③勉強会 

 ・里山を利用して経済活動が出来ないかを協議していく。 


