
企業による木育の取組

日時　平成27年9月12日
場所　道民の森神居尻地区
主催　ツルハ・P&G
企画運営　ヤラカス舘
　　　　　札幌まるやま自然学校（高野克也（2期））
　　　　　木村恵巳（1期）、菊地三奈（2期）、
　　　　　冨澤祐二（5期）、浜舘三裕姫（5期）
　
木育教室、クラフト体験（おがこアート、寄せ木のキー
ホルダーづくり）、植樹体験

当別町

【札幌まるやま自然学校】　住所／北海道札幌市西区発寒3条5丁目7-30　TEL／090-7516-5661（代表　高野）
2015年設立。都市と自然が密接に結びつく札幌市で、子どもから大人まで多様な価値観を持つすべての人々に開かれた自然体験
活動を推進。

　主催　クルール

日時　平成27年11月29日
場所　芽室町中央公民館　講師　戸川久美子（3期）

日時　平成27年12月7日
場所　旭川市神楽公民館　講師　坪江利香（5期）

日時　平成27年12月7日
場所　かでる2.7　730研修室　講師　菊地三奈（2期）

日時　平成27年12月16日
場所　中島れんばいふれあいセンター
講師　鈴木正樹（1期）、戸巻朋子（2期）

木のカスタネットづくり（とかち、あさひかわ、さっぽろ）
木育教室、木育の玉手箱（はこだて）

芽室町 旭川市 札幌市 函館市

日時　平成27年5月16日
場所　むかわ町有林
主催　コープさっぽろ、むかわ町
協力　北海道胆振総合振興局森林室

植樹、木工作（自由工作、コースターづくり）

道央（石狩・空知）の木育マイスターのご紹介

【生活協同組合コープさっぽろ】　住所／北海道札幌市西区発寒11条5丁目10-1（本部所在地）
北海道の森林づくりに関する取組、高齢者の見守り活動や子育て支援、食の販路拡大等について協働事業を実施し、北海道の活性
化を図ることを目的として、北海道と包括連携協定を締結。

日時　平成27年10月3日
場所　道民の森神居尻地区
主催　コープさっぽろ
講師　浜舘三裕姫（5期）

育樹（草取りコンテスト）、森のビンゴ、森の探検

当別町

むかわ町
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クルールによる、北海道産の木について知っても
らう親子で参加できる講座。道内各地で開催され
ました。

ツルハ・P&Gによる道民の森「水源の森」における
木育バスツアーは2回目の開催。植樹と木工作の両
方を体験することで、森から材への流れが理解でき
るように工夫されています。

MOKUIKU MEISTER

コープさっぽろによる
植樹祭、育樹祭は道内
各地で開催されていま
す。



国、企業、団体等による木育の取組

日時　平成28年1月27日～2月9日
場所　江差信用金庫上ノ国支店
　　　（現道南うみ街信用金庫）
主催　江差信用金庫・北海道檜山振興局

木育コーナーの設置、「希望」を「きぼう」でPJ

江差信用金庫上ノ国支店の建て替えオープンに併せて「き
ぼうのプール」を設置。東北被災地に向けた希望をきぼう
でプロジェクトを実施しました。

上ノ国町

日時　平成27年7月30日～31日
場所　北海道森林管理局
共催　北海道森林管理局、北海道農政事務所、
　　　森林総合研究所北海道支所、
　　　水産総合研究センター北海道区水産研究所、
　　　農畜産業振興機構札幌事務所
ブース運営　北海道森林管理局（大塚優佳（3期））

＜木育関係＞木育ひろば（きぼうのプール）、「希望」
を「きぼう」でPJ、木工体験（木のキーホルダー・ペン
ダントづくり）

札幌市

子どもたちが普段経験できない様々な体験や物づくりを通じ
て、農林水産業の役割について理解を深め、社会学習の一環
として役立ててもらうことを目的に、農林水産省関係の国の
出先機関が合同で開催するイベントです。この年は北海道森
林管理局で開催されました。

日時　平成27年8月22日
場所　つどーむ（札幌市東区）
主催　コープさっぽろ
ブース出展　北海道石狩振興局林務課
　　　　　　公社）北海道森と緑の会
講師　酒井正人（1期）、高橋裕（2期）
　　　中村裕（1期）、櫻井善文（2期）

マイ箸づくり、きぼうのマグネットづくり、カホンづ
くり、ウッドシェーカー作り、パネル展示、木育ひろ
ば（きぼうのプール、スギックモック）

札幌市

日時　平成27年10月25日
場所　北海道留萌振興局合同庁舎講堂
主催　北海道留萌振興局「よりみちの駅」
協賛　留萌信用金庫、オロロン農業協同組合

（木育関係の出展）もくもくランド、木工クラフト、
「希望」を「きぼう」でPJ

留萌振興局では、2011年度から、地域の皆さんに目的がな
くても「ぶらり」と寄ってもらい「ほっと」できる空間作
りをコンセプトにした親しみやすい庁舎環境づくりを目指
して「よりみちの駅」事業に取り組んでいます。

北海道による木育の取組

日時　平成27年7月26日
場所　北海道胆振総合振興局森林室
主催　北海道胆振総合振興局森林室

木育ひろば（きぼうのプール、木の積み木）、ペ
レットストーブ展示、丸太切り体験、樹木測定、ス
ノーモビル体験、消火体験、木工作、パネル展

胆振総合振興局森林室では、毎年の夏休みに庁舎や前庭
を利用した、木育イベントを実施しています。

日時　平成28年3月10日
場所　羊蹄山半月湖畔（道有林後志管理区2林班）
主催　北海道後志総合振興局森林室

冬の森林散策、冬芽・動物の痕跡観察、森のはたら
きの解説、湖上散策

スノーシューを装着し、林内＆湖上の散策な
ど、冬ならではの景色を堪能。巨木やキツツキ
の給餌痕など、多くの感動が味わえます。

日時　平成27年6月25日
場所　美深町松山湿原（道有林上川北部管理区）
主催　北海道上川総合振興局北部森林室

（木育関係の出展）道有林内の樹木・草花の紹介

地元の小学生を対象として、地域に対する愛着を育んで
もらう体験事業。森林室では松山湿原を担当する予定が
濃霧で中止。これも地元愛!?

苫小牧市

倶知安町

北海道の各（総合）振興局の森林室では、道有林・民有林などの森林を中心に木育活動を実施しています。

■お問い合わせ先
各（総合）振興局森林室　※道内に 17 箇所あります
空知（岩見沢市）、石狩（当別町）、後志（倶知安町）、胆振（苫小牧市）、日高（浦河町）、渡島東部（函館市）、渡島西部
（松前町）、檜山（江差町）、上川南部（旭川市）、上川北部（美深町）、留萌（留萌市）、宗谷（浜頓別町）、オホーツク東部
（北見市）、オホーツク西部（興部町）、十勝（浦幌町）、釧路（厚岸町）、根室（別海町）

美深町

留萌市

木育マイスターの協力のもと、様々な
体験を提供。毎年好評です。
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北海道では、企業や団体に資材提供のご協力いただき、各地での木育イベントにおいて、木育マイスターとの連携
のもと東日本大震災の被災地への応援メッセージを添えた「きぼう（木棒）」を道民の方々に作成いただき、それを
約４千本、木枠の中に入れた木製遊具「きぼうのプール」を東北に贈る取組を行っています。

平成27年度　協賛企業・団体（順不同）
　株式会社ジェーシービー、北海道森林組合連合会・農林中央金庫札幌支店
　5年目の3.11実行委員会、江差信用金庫、マルヤマクラス、北海道マイホームセンター
　北海道住まいと暮らしのフェア2015、三井アウトレットパーク札幌北広島
　東京農業大学林学等同窓会北海道支部

ふくしま県民の森
平成27年12月16日（水）10:00～
ふくしま県民の森ビジターセンター
株式会社ジェーシービー
北海道（森林活用課）

■贈呈式日時
■贈呈式会場　
■北海道からの出席者

■贈呈式日時
■贈呈式会場　
■北海道からの出席者

山の家きょうどう【被災者受入施設】
平成27年12月24日（木）14:15～
山の家きょうどう（北海道余市郡仁木町）
北海道森林組合連合会、農林中央金庫札幌支店
北海道（森林活用課、後志総合振興局森林室）

北海道、北海道森林管理局、公益社団法人北海道森と緑の会、北海道林業・木材産業対策協議会では、道民参加
による協働の森林づくりを進めるため、企業や団体など多様な主体と連携し、「森林づくり」や「木づかい」の複数
のイベントを一体的に実施する「北海道森づくりフェスタ」を展開しています。

日時　平成27年10月4日
場所　和寒町ふれあいのもり三笠山自然公園
ブース出展　木村恵巳（1期）、大和正枝（1期）
　　　　　　大石拓人（2期）、山田弥延（3期）
　　　　　　前田あやの（5期）

式典、記念植樹、ツリーイング、木工クラフト他

日時　平成27年8月6日～7日
場所　大沼流山牧場内　大沼ふるさとの森
講師　西埜将世（1期）、鈴木正樹（1期）
　　　大塚優佳（3期）、吉田 明（4期）
　　　加藤京子（6期）※
　　　　※は木育マイスター育成研修（OJT研修中）
　
森づくり体験、植樹活動、たき火で野外教室、
マイ箸づくり、マイスプーンづくり

日時　平成27年10月18日
場所　野幌森林公園（北海道開拓の村、
　　　自然ふれあい交流館　ほか）

森のテント村、ツリーイング、森林ガイドツ
アー、林業機械の実演、木工クラフト、カミ
ネッコン植樹活動

和寒町

日時　平成27年5月9日（土）
場所　北海道庁旧本庁舎前庭

フェスタ開会式、緑の募金街頭募金

七飯町

札幌市

江別市

北海道と企業・団体との連携よる木育の取組

「希望」を「きぼう」でプロジェクト
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さわっていると森にいるような気がする　

2017年3月31日発行
発行　公益社団法人　北海道森と緑の会
　　　〒060-0004　北海道札幌市中央区北4条西5丁目　林業会館内
編集　北海道水産林務部森林環境局森林活用課
　　　〒060-8588　北海道札幌市中央区北3条西6丁目

STAFF
●発行人　堀　達也
●編集長　綾部　勉
●編　集　小野智晴、阿部博美、大上容子、佐藤　圭
●協　力　

●印刷所　総合商研株式会社

北海道の木育がわかる本・冊子

①木育の本

煙山泰子／西川栄明　著

発行　北海道新聞社

1,620 円
②木育達人入門

編集　木育プログラム等検討会議

発行　北海道

③木育達人のための

木育活用ガイド

編集　西川栄明　

発行　NPO 法人ねおす
④森が歩んだ時をもとめて

～木育事例集 4

編集　北海道　

発行　北海道林業・木材産業対策協議会

⑤北海道の木育案内

～木育事例集 5

編集　北海道

発行　公社）北海道森と緑の会

⑦原色木材加工面が

わかる樹種事典

河村寿昌／西川栄明　著

小泉章夫　監修

発行　誠文堂新光社

2,808 円

⑥北海道樹木図鑑

佐藤孝夫　著

編集　井上哲

発行　亜璃西社

3,024 円

⑧森林で遊ぼうシリーズ

No.1～5

発行　公社）北海道森と緑の会

1,300 円（No.1 は 1,000 円、

No.3 は 1,404 円）

子どもと自然の物語

水口郁恵　文／水口拓真　写真

【番外編】木育マイスターが
その活動を綴った冊子

各地の木育マイスターが
様々な活動を続けています。
「木育マイスター」で検索！

北海道森林管理局、釧路市・釧路森林資源活用円卓会議、北海道森林組合連合会、釧路短期大学、イトーヨーカドーアリオ
札幌店、株式会社ジェーシービー、生活協同組合コープさっぽろ、マルヤマクラス、株式会社ドーコン、株式会社ハルキ、株式
会社北海道ポットラック、帯広の森・はぐくーむ、NPO法人大雪山自然学校、苫東・和みの森運営協議会、札幌まるやま自然
学校、てしかが自然学校、木育ファミリー、木育マイスター道南支部、木育マイスター道東支部、北海道子育ち木育実行委員
会、北の夢木工、しばちゃん工房、木育マイスター（上道和恵、大石拓人、大塚優佳、小原和弘、菊地三奈、木村恵巳、兒玉泰
治、酒巻美子、櫻井善文、柴田智幸、島田幸季、鈴木憲太郎、鈴木正樹、高野克也、高橋秀明、日月伸、田中いずみ、塚本久仁
佳、辻礼次郎、坪江利香、寺部千絵、戸川久美子、中井咲絵（イラスト）、中村修一、中村裕、西埜将世、丹羽敬介、萩原寛暢、
畠山拓也、浜舘三裕姫、前田あやの、松浦裕一郎、水口郁恵、源真紀、村上嘉子、山田弥延、遊佐智子）、煙山泰子、西川栄明

緑化の推進
森づくり・

市町村、NPO、
ボランティア団体等

個人・団体
募金 運営協議会が募金の使途等を審議

（北海道知事が認定した委員）

北海道森と緑の会

直接事業 公募事業

緑の募金 春期：4月15日～5月31日　　秋期：9月1日～10月31日　　北海道緑化募金：6月1日～6月30日

緑の募金でふせごう地球温暖化

緑の募金は「緑の募金法」に基づくもので、
皆様方の募金を適正に運営管理しています。「緑の募金」の仕組み

平成27年度

北海道森と緑の会の活動
当会の歩みは、前身の「北海道緑化推進委員会」が昭和25年に「緑の羽根募金」運動のスタートとともに発足したことから始まり
ました。以来、道内各地で森づくり・緑化活動、緑の少年団の育成、各種ボランティア団体の活動支援などを行っています。
平成27年度は以下のような事業を実施することができました。関係者の皆様のご協力に感謝いたします。

「木育ひろば」の開催

木の砂場や積み木などを通
じ、子どもたちが木とふれあ
う「木育ひろば」。11月6・7
日は社会福祉法人朔風の
地域交流多目的施設「つく
し」で、11月22・24日は公
益財団法人ふきのとう文庫
のふきのとうこども図書館を
会場に開催しました。

■札幌市

「森の教室」の開催

森のキャラクターショーと
ドングリのタネ蒔きを通じ、
森の楽しさを園児たちに
伝える「森の教室」。4年目
の今年は、道南の8つの園
で開催し、今後2年をかけ
てドングリの苗木を育て、
近くの山に植樹します。

■福島町・木古内町・
　松前町・知内町
■参加者／計245名

森を育てよう！ 親と子協働の森づくり植樹会　

毎年恒例の人気イベント
を、今年度は9月26日に開
催しました。公募参加の親
子が風倒被害跡地に100
本のアカエゾマツを植樹し、
樹木の高さ測定を体験。協
力団体の藻岩きのこ観察会
特製のきのこ汁が大好評で
した。

■札幌市・白旗山
■参加者／25名

積水化学工業（株）、北海道セキスイハイム（株）、
北海道セキスイハイム工業（株）、積水化学北海道（株）

積水化学・水源の森づくり植樹会

8月29日、今年で3年目となる
「積水化学の森・北海道」の
保全活動を実施。積水化学
グループ4社の社員と家族
が、森づくりを行っている道民
の森に集い、ヤチダモやハル
ニレ、エゾヤマザクラなど200
本を植樹しました。

■当別町・道民の森
■参加者／90名

（株）ファミリーマート（株）山本ビル、（有）ろまん亭

北海道の木育に興味をもったあなたに向けて。。。
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