
【【箕面の滝道にある建物の修景整備と建屋の改修事業】

事業開始前の建物の外観 工事中の様子 　自然環境にあった落ち着いた外観

木製格子組み 　　　自動販売機と箕面公園案内地図　　　山麓ファンド募金付き自販機

箕面大滝までの４箇所に案内板を設置 自立タイプの案内板を２箇所に設置

公益信託「みのお山麓保全ファンド」特別助成による取り組み

平成２５年８月期の「特別助成」に採用された２件の事業（ハード整備型）が、この冬に完了しました。

発行 平成２６年（２０１４年）4月公益信託「みのお山麓保全ファンド」創設１０周年

箕面大滝や箕面
大ビジターセン
ター滝や箕面方
面への自立式の
案内板。柱の部
分には「みどりを
守り　ましょう」と
書いています。

【大日駐車場周辺の案内サイン設置事業】大日駐車場周辺の案内サイン設置事業】

 「山麓ファンド」は、市民や山林所有者などによる山麓保全活動に対する「一般助成」(ソフト型事業)
 とは別に、(財)民間都市開発推進機構「住民参加型まちづくりファンド」の資金支援による「特別助成」
（ハード型施設整備型事業）を行っています。昨年8月に、2件の事業が「山麓ファンド運営委員会」の
 審査を経て採用されました。大阪観光㈱の「滝道既存建物の修景整備及び建屋改修事業」（総事業費
 5７０万円 の内、50％/285万円）、及び箕面商工会議所「大日駐車場周辺の案内サイン設置事業」
 （総事業費724,500円の内、80％/579,600円）の助成が採用されました。
 2件の事業とも、この冬の期間に完了し、豊かな自然を活かした箕面のまちづくりの魅力が増しました。
 　＊特別助成の募集内容は、ホームページ「山なみネット」をご覧ください。

公益信託「みのお山麓保全ファンド」の活動助成
■一般助成
　○山林所有者（自然緑地等指定同意書提出者）による活動助成を決定

件数：６０件、面積：３２３,５６４㎡、金額：６,０３６,５００円
＊山林整備サポート（ボランティアによる山の手入れの手伝い）要請件数：２６件

　○市民団体等による活動助成を決定

件数：１１件、金額：１,７１３,３００

団体名 保全活動の概要 助成金額

里山林の手入れ：教学の森・六個山（毎月第３日曜が活動

日）下草刈り、枯松除木、間伐、落葉かき、間伐材の活用

しおんじ山の会 毎月第1日曜が活動日：防鹿ネット設置による植生回復。

ナラ枯れ被害木のマキ作りと活用。子供たちの森遊び支援。

箕面の森の音楽会 5･8月に瀧安寺前広場で音楽会。 ４月･10月に山とみどり

　実行委員会 の市民イベント出演、山麓保全活動のPR・募金も実施。

箕面だんだんクラブ 体験学習の森等：竹林の除・間伐、雑木林の間伐、クヌギ

の植林、下草刈り、間伐材の整理、竹炭作り、キノコ作り

箕面の山パトロール隊 不法投棄パトロール：毎月のクリーンハイキング。シニア

子ども・ヤング対象などクリーンハイキング。小冊子作成。

とんど山桜園の会 伝統的な里山文化｢めんぎょ｣開催。里山桜園の整備（下草

刈り、清掃）。市民と地元自治会などとの協働。桜の植樹。

みのおエコクラブ 農と緑のふれあい体験学習広場：農作物育成体験（田植え

農作物の植付など）。水生生物の観察会。イベントなど。

かやの中央まち育て 伝統行事「まんどろ」の復活：タイマツの準備（竹の採取

　交流会 切断）・作成。まんどろ火祭り（8/9予定、タイマツ行列）

杜の会 外院・石丸：（毎月第２日曜が活動日）民有林の整備（下

草刈り、除伐・間伐、倒木整理、山道整備）。里山学習。

外院の杜クラブ 外院の杜：森の授業（萱野東小）での椎茸の植菌やホダ木

作り（伐採・穴あけ）、椎茸発生の自然観察、食育教育

ｖｉｔａｌｉｎｋ エキスポの森：森の動物調査隊（設置したカメラを探して）

（ヴィタリンク）＊新規 野生動物（シカ食害を含む）生物多様性保全の自然観察会

47,400

50,000

10,000

250,000

242,000

250,000

215,000

200,500

250,000

143,000

みのお里山ふれあい

　プラットフォーム
67,000

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

公益信託「みのお山麓保全ファンド」の助成申請、2014年度、次の

受付は ８月１日から３１日です。助成申請をお待ちしています。

みのお山麓保全委員会事務局では、新しい山麓保全活動の立ち上げの

ための支援を行っています。お気軽にご相談ください。

みのお山麓委員会の事務所は、阪急箕面駅前

「みのおサンプラザ」１号館２階に移転しま

した。事務所にはチラシコーナーも常設して

いますので、ぜひお立ち寄りください。

ＮＰＯ法人 みのお山麓保全委員会

　〒562-0001箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ1号館2階211号室

 　電話&FAX：072-724-3615  携帯電話：090-1133-3615 

　 メール：yama-nami@yama-nami.net 

 　ホームページ： www.yama-nami.net（検索：山なみネット）

2014年2月期

みのお山麓委員会の事務所に お気軽にお立ち寄りください！



        【箕面里山工房の活動日】

毎月第1・3土曜日9時～14時

 勝尾寺園地内の作業場

その他、木製品の依頼など

活動に興味のある方は

連絡をお願いします。

 TEL/072-729-5235

間伐材の搬出 集積 製材

　　　すずは公園クラブの時計箱

箕面市内・喫茶店の門塀 タッキー816のリクエスト台

勝尾寺園地のベンチ修理 箕面川ダム　林道のベンチ

大宮寺の森の案内板こどもの木工教室開催記念

エキスポの森の鹿除けゲート

箕面の間伐材を利用した製品づくり、自立した活動に挑戦・・・箕面里山工房

　箕面国有林のスギやヒノキの間伐材を買い受け、搬出して製材し、それを活用することで、箕面の森の

貴重な資源の循環を図る。市民イベントなどで材木や加工品を提供して、木工工作や木にふれあうこと

の楽しさを感じてもらい、森を守り育て活かすこころを育む。箕面里山工房は、2005 年に「山麓ファン

ド」の助成を受けて活動を立ち上げ、10 年間「山麓ファンド」の助成を受けて続けてきましたが、2014

年の「山麓ファンド」助成を申請せず、自立した活動にチャレンジすることになりました。この間「あくま

で自分たちが取り組める範囲で、経済的にも時間的にも無理のない範囲で活動する」ことをモットーに

しながら、コミュニティビジネスをめざして、製材機などの設備の充実を図る中で、箕面の間伐材を利用

した需要の掘り起こしを進めてきていました。ファンド助成を卒業して、自立した活動を始める、箕面里

山工房の更なる発展が期待されます。

民有地の山林整備のボランティア派遣 要請件数が増えています！

人と自然の入門講座 「みのお森の学校」 受講生募集中！

５月３１日（土）スクールインタープリター養成講座

美しい箕面の山を「ナラ枯れ」被害から守ろう！ボランティア募集中！

高齢や遠隔地に住んでいるなどの理由で、山の手入れができない山林所有者（自然緑地指定同意者）
に代わって、山林整備を行うボランティア派遣の要請が増えています。
平成25年は、31人の山林所有者から要請があり、11月から3月までの冬の間に、延べ２８７人のボ
ラティアが参加して、山の手入れを行いました。
平成26年前期のファンド助成申請では、新規の要請が2件増えて計26件になりました。後期8月期の
要請も加えて今年も件数が増える予定です。今秋からは「みのお森の学校」の受講卒業者など、新規
に活動に参加していただける方を募集する予定です。ご協力、よろしくお願いします。

森を知るほど、学ぶほど、森に魅かれる、歩く、遊ぶ、ボランティア活動をする･･･楽しみはそれぞれ
四季折々に美しい箕面の森をフィールドに、楽しい講義と実技体験で、明日の「箕面の森の守りびと」
を育てる講座です。＊詳しくはチラシをご覧ください。
「みのお森の学校」10年目を迎えて、今まで「里山管理入門講座」（全5回）として行っていました
が今年度から、「人と自然の入門講座」（全10回・オプション1回）として、新しくプログラム内容
を大幅に拡大、充実して、募集を始めました。

☆開催日：平成26年9月21日（日）

               ～平成27年6月21日（日）

☆受講料：110,000円

　　　　＊別途,｢箕面の森の守りびと」募金

　　　(1,000円）に、ご協力お願いします。

定　員：20名（受付順）

インタープリテーションの手法を使って学校の身近な自然体験を通じ、箕面山麓の自然の素晴らしさや
大切さを学び、山麓保全に関心を持ち行動することをめざす講座です。

☆開催日：５５月３１日（土）

☆受講料：５５,０００円（テキスト代含む）

☆会　場：箕面市中央生涯学習センター

☆定　員：１１５名（受付順）協力：一般社団法人 IPNET-J 

＊詳しくはチラシをご覧ください。

被害の拡大防止のために、この冬の期間に、箕面市が枯死木を伐倒くん蒸

処理をしましたが、十分に処理が出来ていない木が多くあります。

被害木からカシノナガキクイムシが羽化して飛びだす前に、粘着シートを

巻いて、「ナラ枯れ」被害が拡大するのを防ぐ活動にご協力お願いします。

☆集　合：阪急箕面駅前みのおサンプラザ１号館 2 階  山麓委員会事務所

＊事務所で打ち合わせをした後に、山に入り軽作業を行います。

☆活動日：毎月第１・第３月曜日（原則）

☆時　間：午前 10 時～午後 2 時ごろ

（環境省・文部科学省登録講座）
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　○市民団体等による活動助成を決定

件数：１１件、金額：１,７１３,３００

団体名 保全活動の概要 助成金額

里山林の手入れ：教学の森・六個山（毎月第３日曜が活動

日）下草刈り、枯松除木、間伐、落葉かき、間伐材の活用

しおんじ山の会 毎月第1日曜が活動日：防鹿ネット設置による植生回復。

ナラ枯れ被害木のマキ作りと活用。子供たちの森遊び支援。

箕面の森の音楽会 5･8月に瀧安寺前広場で音楽会。 ４月･10月に山とみどり

　実行委員会 の市民イベント出演、山麓保全活動のPR・募金も実施。

箕面だんだんクラブ 体験学習の森等：竹林の除・間伐、雑木林の間伐、クヌギ

の植林、下草刈り、間伐材の整理、竹炭作り、キノコ作り

箕面の山パトロール隊 不法投棄パトロール：毎月のクリーンハイキング。シニア

子ども・ヤング対象などクリーンハイキング。小冊子作成。

とんど山桜園の会 伝統的な里山文化｢めんぎょ｣開催。里山桜園の整備（下草

刈り、清掃）。市民と地元自治会などとの協働。桜の植樹。

みのおエコクラブ 農と緑のふれあい体験学習広場：農作物育成体験（田植え

農作物の植付など）。水生生物の観察会。イベントなど。

かやの中央まち育て 伝統行事「まんどろ」の復活：タイマツの準備（竹の採取

　交流会 切断）・作成。まんどろ火祭り（8/9予定、タイマツ行列）

杜の会 外院・石丸：（毎月第２日曜が活動日）民有林の整備（下

草刈り、除伐・間伐、倒木整理、山道整備）。里山学習。

外院の杜クラブ 外院の杜：森の授業（萱野東小）での椎茸の植菌やホダ木

作り（伐採・穴あけ）、椎茸発生の自然観察、食育教育

ｖｉｔａｌｉｎｋ エキスポの森：森の動物調査隊（設置したカメラを探して）

（ヴィタリンク）＊新規 野生動物（シカ食害を含む）生物多様性保全の自然観察会

47,400

50,000

10,000

250,000

242,000

250,000

215,000

200,500

250,000

143,000

みのお里山ふれあい

　プラットフォーム
67,000

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

公益信託「みのお山麓保全ファンド」の助成申請、2014年度、次の

受付は ８月１日から３１日です。助成申請をお待ちしています。

みのお山麓保全委員会事務局では、新しい山麓保全活動の立ち上げの

ための支援を行っています。お気軽にご相談ください。

みのお山麓委員会の事務所は、阪急箕面駅前

「みのおサンプラザ」１号館２階に移転しま

した。事務所にはチラシコーナーも常設して

いますので、ぜひお立ち寄りください。

ＮＰＯ法人 みのお山麓保全委員会

　〒562-0001箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ1号館2階211号室

 　電話&FAX：072-724-3615  携帯電話：090-1133-3615 

　 メール：yama-nami@yama-nami.net 

 　ホームページ： www.yama-nami.net（検索：山なみネット）

2014年2月期

みのお山麓委員会の事務所に お気軽にお立ち寄りください！


