
平成27年度事業報告書 

平成27年 ４月 １日から平成 28年 ３月３1日まで 

 

                特定非営利活動法人フォレストフォーピープル岡山 

 

１ 事業の成果 

 平成27年度は、1.「法人体質の健全化」、2.「地域内プレゼンスの向上」、3.「備中高梁フィールドミュージ

アムを核とした事業展開」4.「新規会員（正会員・賛助会員）の募集の強化」5.「会員のポテンシャルを発揮でき

る環境整備」6.「地域と連携した林産加工物の販売推進」の推進を図る。 

の6つのテーマを設定し、事業の推進を図った。その成果と課題を以下にまとめる。 

 

1. 「法人体質の健全化」 

 事務スタッフの雇入れ、理事の担当を明確化、スタッフ研修 等を重点項目とした活動に取り組んだ。 

 収益性のある事業設計 

公益性の高い補助事業と管理運営を安定化させるために必要な利益を確保するための委託事業等の実施

バランスを考慮し、管理運営体制の基盤強化を試みた。特に、今期より新たにスタートした森づくりに必

要な技能研修として、「刈払機取扱作業者 安全衛生教育」及び「伐木等の業務（大径木）特別教育」を

実施し、新たな収益源としての可能性を見いだせた。 

 事務局機能の強化 

本年度は運営委員会を週に１回開催し、参加できるスタッフにて事務作業を分担した。また、報告書等に

必要な作業を一部アルバイトやボランティアスタッフと作業分担しすることができた。しかしながら、全

体を通じ専任のアルバイト雇用までは至っておらず、全体を通した専任スタッフの確保に課題を残した。 

 担当理事の責任明確化による機能性の向上 

理事の殆どが兼務ではあったが、積極的に協力を頂いた。今年度新たに就任した理事も、特技を活かし活

動に参加した。 

 関連団体との連携促進 

高梁川流域学校へ参加し、備中高梁トレイル、阿智のもり分校にプログラムを提供した。また、里山文化

を伝える新しいイベント西川ぬくもりアナザーガーデンへ参加した。県南でのイベント実施また、団体と

の連携事業は、当法人の取り組み内容を広くアピールする絶好の機会となったと感じている。 

2. 「地域内プレゼンスの向上」 

 情報発信力の強化、SNSの活用促進、パンフレット作成 等を重点項目とした活動に取り組んだ。フェイ

スブックを中心に活動報告を行い、リアルタイムで情報を発信することができたが、ホームページの更新が

遅れ気味であるため、２重管理にならないような仕組みづくりが課題となった。 

3. 「備中高梁フィールドミュージアムを核とした事業展開」 

 各イベントの自立化推進及び、備中高梁トレイルの商品化を目指す 平成27年度は、小学生を対象とした

キャンプ、キノコウォッチングに取り組んだ。また、高梁川流域学校へ参画し、高梁川トレイルとして愛宕

山～高梁美しい森、吹屋往来とと道の2コースを実施した。本年度は、自立した事業として展開できた。今後

も安定して発展させるため、今後も継続して事業のブラシュアップを図る。 

 

4. 「新規会員（正会員・賛助会員）の募集の強化」 

 平成27度は、正会員数４名減だったものの、賛助会員が20名増であった。平成28年度も引き続き新規会員

の獲得と、既存会員への情報提供を密に行い、会員を継続してもらえるよう取り組む。 

 

5. 「会員の特技を発揮できる環境整備」 

 各イベント時における参加会員の固定化傾向が見られた。これは会員の高齢化によるところが一つの要因



であると考えられ、新たな若手層の獲得が課題となった。 

 

6. 「地域と連携した林産加工物開発・販売の推進」 

 平成27年度は、収益につながる事業は未実施であったが、炭焼き釜の修繕、森の事務所修繕作業を行い、

次年度以降の準備を行うことができた。 

 

上記のような成果と反省点を踏まえ、平成２８年度の事業計画に活かす。 

 

２ 平成27年度 寄付金受入状況 

 ・あいおいニッセイ同和損保  様 196,750円 

 ・個人の皆さま（12件）  313,870円 

 

3 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 
 

① 森林・林業体験イベントの開催事業 

開催時期 開催場所 内  容 対象事業 参加者数 

9/26 高梁美しい森 
森づくりリーダー研修 ① 

「森林活動に潜む危険性について」 
フォレストスクール 7名 

9/27 高梁美しい森 森の健康診断リーダー養成 
緑のインターン事業（サポ

ートセンター委託事業） 
12名 

10/10 高梁美しい森 森林整備（炭焼き用） 自主事業 20名 

11/8 高梁美しい森 
林地残材搬出講習 

※ロープウィンチを使用した林地残材の搬出 

緑のインターン事業（サポ

ートセンター委託事業） 
13名 

12/5 高梁美しい森 

森づくりリーダー研修 ② 

「間伐の必要性・実施について」 

※間伐方法について，掛かり木の処理、ロー

プウィンチを使用した林地残材の搬出等 

フォレストスクール 13名 

12/19 高梁美しい森 

森づくりワークショップ② 

※ロケットストーブ作り 

※里山林の整備方法について 

フォレストスクール 8名 

12/20 高梁美しい森 杉玉づくり講習会 サポートセンター事業 25名 

2/13 高梁美しい森 マツ林整備 サポートセンター事業 14名 

2/20 高梁美しい森 刈払機作業者安全衛生教育 緑のインターン事業 11名 

2/21-22 高梁美しい森 チェーンソー特別教育 緑のインターン事業 16名 

 

 

② 自然観察会の開催事業 

開催時期 開催場所 内  容 対象事業 参加者数 

6/13 高梁美しい森 くらしき環境フェスティバル 倉敷市 100名超 

8/1～2 高梁美しい森 環境学習キャンプ フィールドミュージアム 10名 

10/10 高梁美しい森 キノコウォッチング フィールドミュージアム 29名 



10/17 高梁美しい森 

森づくりワークショップ① 

※森の中の危険な植物 

※キノコ狩り等 

フォレストスクール 9名 

10/4 
愛宕山～ 

高梁美しい森 
高梁川トレイル 高梁川流域学校 9名 

11/8 
吹屋往来 

とと道 
高梁川トレイル 高梁川流域学校 12名 

1/31 阿智神社 あちのもり分校 冬の教室 高梁川流域学校 100名超 

1/31 西川緑道公園 西川アナザーぬくもりガーデン いち有機生活プロジェクト 100名超 

2/28 高梁美しい森 里山冒険遊び 火起こし体験と野外料理 GreenGiftプロジェクト 55 

 

③ 林産物の加工事業 

開催時期 開催場所 内  容 対象事業 参加者数 

8/8～11 

12/18～20 
高梁美しい森 小屋の修繕 自主事業 延べ 50名 

10/12 高梁美しい森 炭焼（1号窯） 自主事業 20名 

12/5 高梁美しい森 炭焼窯修復（2号窯） 自主事業 20名 

 

 

④ 企業による森林・林業研修の受け入れ事業 

開催時期 開催場所 内  容 対象事業 参加者数 

7/11 高梁美しい森 ENEOS未来の森 森林整備 
企業協働事業 

(国土緑化推進機構） 
138名 

10/4 高梁美しい森 タカナシ 森林整備 
企業協働事業 
(タカナシ乳業直接事業） 

30名 

10/24 高梁美しい森 ENEOS未来の森 森林整備 
企業協働事業 

(国土緑化推進機構） 
119名 

11/14 高梁美しい森 オムロン 森林整備 
企業協働事業 
(オムロン岡山工場直接事業） 

32名 

11/28 高梁美しい森 タカナシ 森林整備 
企業協働事業 
(タカナシ乳業直接事業） 

31名 

2/27 高梁美しい森 タカナシ 森林整備 
企業協働事業 
(タカナシ乳業直接事業） 

17名 

3/5 高梁美しい森 ENEOS未来の森 森林整備 
企業協働事業 

(国土緑化推進機構） 
131名 

 

⑤ 学校教育との連携による森林環境教育等の実施事業 

開催時期 開催場所 内  容 対象事業 参加者数 

6/13 高梁美しい森 吉備国際大学森林整備実習 
学校教育との連携 
（吉備国際大学直接事業） 

17名 

1/24 
吉備国際大学

第一こども広場 
吉備国際大学プレーパーク共催 

学校教育との連携 
（吉備国際大学直接事業） 

約 20名 

 
（２）その他事業 

 
なし。 


