
別表１

平成２８年度に実施予定の北海道森林管理局及び東北森林管理局の

森林ふれあいイベント一覧

【北海道森林管理局】

実施機関 イベント名 内 容 開催日 募集人員 場 所

（参加者数）

北海道森林管 北海道森づくりフ フェスタ2016開会式、森づくり 5月7日 － 札幌市

理局、北海道、ェスタ2016 功労者への感謝状授与、緑の羽

公益社団法人 開会式、「緑の募金」根伝達式、「緑の募金」街頭募

北海道森と緑 街頭募金 金

の会 北海道森づくりフ 式典、植樹、催事、協賛行事 5月15日 1,000名 北斗市

ェスタ2016 事前申込必

植樹祭inほくと 要（～4/20）

北海道森づくりフ 木育教室、野外体験等 7月（日程 調整中 調整中

ェスタ2016 調整中）

青少年交流事業「も

くいく交流会

北海道森づくりフ 森林ボランティア団体等の出 9月22日 － 札幌市

ェスタ2016 展、木育ひろば、ツリーイング

道民森づくりネッ など

トワークの集い

北海道森林管 わくわく夏休み子 食や農林水産業の世界について 調整中 － 札幌市

理局、北海道 ども見学デー 学び、体験できる各種コーナー

農政事務所 （木工クラフト教室、蜂の巣や

動物毛皮の展示など）

北海道森林管 きのこを知って楽 藻岩山近郊で見られるきのこの 調整中 － 札幌市

理局、NPO法 しもう～写真展＆ 写真の展示

人藻岩山きの 無料鑑定会～ 市民が持ち込んだきのこの鑑

こ観察会 定、野生きのこの展示

石狩地域森林 野幌森林づくり塾 野幌自然休養林における自然再 20名 江別市（野

ふれあい推進 （全3回） 生を通じて森林について学ぶ塾 幌森林公園）

センター 第１回：野鳥の見方を学ぼう 5月28日

第２回：野幌森林公園の歴史を 7月2日

学ぼう～戦後から現在の70年～

第３回：野幌の巨木マップを作 10月22日

ろう

みんなで森づくり 台風被害跡地を再生させるため 6月22日 25名 江別市（野

よみがえれ野幌の の下刈り作業 幌森林公園）

森2016

野幌森林公園の今 台風被害後の野幌自然環境モニ 12月4日 200名 江別市

フォーラム（仮題）タリングの１０年間の成果を報

告

石狩地域森林 札幌水源の森づく 市民の参加を得て植林用ポット 8月27日 － 札幌市

ふれあい推進 り２０１６ 苗木を作製しながら、水や森の

センター・札 はたらきを身近に感じていただ



幌市 く

常呂川森林ふ オホーツクの森魅 山菜などオホーツクの森で利用 未定 未定 北見市

れあい推進セ 力探し 可能な資源を生かした魅力探し

ンター オホーツクの森ボ ボランティア団体等との実行委 6月15日 未定 北見市

ランティア育樹 員会方式による育樹（人工林の

枝打ち）と森林散策体験

こども探検隊 小学生等を対象に、森林の探検、 7月23日 未定 北見市

小川遊び、木のブランコ遊び等

を通して森林に親しみ､森林の

大切さを学ぶ

森林散策会（山の 「山の日」に市民から親しまれ 8月11日 未定 北見市

日制定記念） ている森林の散策路で「山に親

しむ機会とし、山の恩恵に感謝

する」ことを体験

オホーツクの会秋 森林散策路を利用して、植物な 未定 未定 北見市

の自然観察会 どの観察、森林との触れ合いを

楽しみながら、森林について理

解を深める

オホーツクの会冬 スノーシューを履いて森林を散 未定 未定 北見市

の自然観察会 策しながら、森林との触れ合い

を楽しみ、森林について理解を

深める

常呂川森林づくり ボランティア活動を通じた森林 未定 北見市

塾（全２回） づくりの中核的な存在となり得

る人材育成のための塾

第１回 7月3日

第２回 9月下旬

森林ボランテ オホーツクの森づ 人工林を針広混交林にするため 未定 未定 北見市

ィア「オホー くり の森づくり体験

ツクの会」、 オホーツクの森パ オホーツクの森の動植物と森林 10月1日～1 － 北見市

常呂川森林ふ ネル展 ボランティア活動のパネル展 0月10日

れあい推進セ 示、木工制作と竹とんぼ作り体

ンター 験

オホーツク森 オホーツク森林フ 自然観察会、木工制作体験、森 未定 － 未定

林フェスティ ェスティバル のパネル展などのイベントによ

バル実行委員 り、オホーツクならではの森林

会（常呂川森 の魅力を紹介

林ふれあい推

進センター、

オホーツクみ

どりネットワ

ークほか）

釧路湿原森林 （名称未定） 公募によるボランティア植樹 5月28日 25名 標茶町

ふれあい推進 （個人対象）

センター

雷別ドングリ倶楽 釧路湿原上流部に広葉樹の森林 25名

部（全5回） を再生させるための作業 （会員制）

第1回：広葉樹の植樹活動 6月8日 標茶町



第2回：防鹿柵周辺を中心とす 7月6日 標茶町

る下刈作業

第3回：釧路川源流の自然観察 8月3日 弟子屈町

第4回：パイロットフォレスト 10月26日 厚岸町

の森林散策

第5回：冬芽の観察会 2月1日 釧路市

森林利用サポート 公募によるボランティア植樹 9月7日 1団体（定員 標茶町

事業 （団体対象） （予定） 25名）

駒ヶ岳・大沼 樹木博士認定会（全 第１回：樹木講座、識別試験 6月5日 30名 七飯町

森林ふれあい 4回）

推進センター 第２回：樹木講座、識別試験 7月3日 30名 七飯町

第３回：樹木講座、識別試験 8月7日 30名 七飯町

第４回：樹木講座、識別試験 9月4日 30名 北斗市

森林（もり）づく 第１回：植付体験 5月29日 30名 七飯町

り塾2016（全6回）

第２回：下刈体験 6月19日 55名 七飯町※

※渡島総合振興局

東部森林室「森 第３回：間伐体験 7月10日 55名 七飯町※

への誘い講座」

と連携 第４回：横津山登山 8月10日 55名 函館市※

募集については、第５回：製材工場見学 9月3日 55名 森町※

年度当初にそれ

ぞれ実施 第６回：恵山植生観察会 10月2日 30名 函館市

吉野山森林植生観 第１回：自然再生モデル林の植 5月21日 － 七飯町

察会 生観察、森林散策

第２回：自然再生モデル林の植 10月15日 － 七飯町

生観察、森林散策

「多様性のある森 自然再生モデル林での植付作業 6月（日程 － 七飯町

林への再生」を目 調整中）

的とした植付作業

【東北森林管理局】

実施機関 イベント名 内 容 開催日 募集人員 場 所

（参加者数）

技術普及課、 「山の日」制定記 調整中 ８月11日 未定 未定

NPO等（未定）念イベント（仮） （予定）

技術普及課、 夏休み親子森林教 親子で楽しむ仁別森林博物館見 未定 20名 秋田県秋田

仁別森林博物 室 学、仁別自然休養林散策、木工 市（東北局

館ボランティ 教室等 発）

ア案内人会



津軽署、津軽 ｢山の日｣制定記念 白神山地でのブナ苗木の植樹体 ８月11日 40名 青森県西目

白神森林生態 白神のぶなを学ぼ 験と「ぶな巨木ふれあいの径」 屋村（弘前

系保全センタ う における森林教室 市発）

ー、西目屋村、

白神山地ビジ

ターセンター

津軽白神森林 親子対象の森林教 初夏の津軽十二湖自然休養林に ５月28日 30名 青森県深浦

生態系保全セ 室 おける、親子を対象とした植物 町（青森市

ンター、自治 や自然について学ぶ森林教室 発）

体等（未定）

親子を対象とした、「ぶな巨木 10月15日 20名 青森県西目

ふれあいの径」における森林散 屋村（青森

策やマザーツリーの見学、紅葉 市発）

狩り

津軽白神森林 第１、２回自然再 白神山地周辺の人工林を広葉樹 ７月23日 20名 青森県西目

生態系保全セ 生活動 林に誘導するための広葉樹の植 ９月17日 20名 屋村（青森

ンター 栽、苗木の採取、森林散策ほか 市発）

藤里森林生態 第１回白神森林講 白神山地・二ツ森において新緑 ６月11日 20名 秋田県藤里

系保全センタ 座 のブナ林のなか自然観察しなが 町外（秋田

ー、NPO等（未 ら散策 駅発）

定） 第２回白神森林講 深緑のブナ林のなか藤里駒ヶ岳 ７月９日 20名 秋田県藤里

座 を登山 町外（秋田

駅発）

第３回白神森林講 峨瓏の滝沢歩き、森林鉄道の遺 ９月３日 20名 秋田県藤里

座 構紹介、 横倉地区の棚田見学 町外（秋田

ほか 駅発）

第４回白神森林講 紅葉の七座山散策、仁鮒水沢ス 10月29日 20名 秋田県藤里

座 ギ植物群落保護林での天然秋田 町外（秋田

スギの見学ほか 駅発）

藤里森林生態 自然再生活動 白神山地周辺の人工林を広葉樹 10月15日 20名 秋田県藤里

系保全センタ 林に誘導するための広葉樹の植 町外（秋田

ー 栽、苗木の採取、森林散策ほか 駅発）

朝日自然塾 朝日自然塾１：マ 新緑のブナ林を散策、マタギ文 ５月22日 20名 山形県小国

（朝日庄内森 タギ文化とやまの 化を学ぶほか 町

林生態系保全 幸 新緑のブナ林

センターほ 教室

か） 朝日自然塾２：ハ カッチャバ湿原で日本一小さい ７月９日 20名 山形県西川

ッチョウトンボ観 ハッチョウトンボなどの昆虫観 町

察＆灯火採集 大 察、灯火採集、薪割り・炭焼き

井沢で一日昆虫博 体験ほか

士

朝日自然塾４：プ イワナ釣り体験、イワナさばき ７月23日 28名 山形県鶴岡

ロが教えるイワナ 体験、毛針作り体験ほか 市

釣り

朝日自然塾５：か かんじきトレッキング、冬芽の ３月11日 20名 山形県西川

んじきトレッキン 観察、メープルシロップ作り、 町

グ＆草履づくり体 ビニール草履づくり体験ほか

験



注１：イベント名、内容、開催時期、場所は変更になることがあります。

注２：主として参加者を公募するイベントを掲載しています。

注３：イベントによっては、親子など参加者に条件を付すことがあります。

注４：これら以外に森林管理署、支署が実施主体となって開催するイベントがあります。

注５：参加料として、保険料のほか実費相当が必要です。


