
別表２

平成２７年度に実施した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2015開会式、森づくり 5月9日 － 札幌市

理局、北海道、ェスタ2015 功労者への感謝状授与、緑の羽 （200名）

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 北海道森づくりフ 森づくり体験（木の伐採・馬 8月6日～ 30名 七飯町

林業・木材産 ェスタ2015 搬）、木工クラフト（道南スギ 7日 （12名）

業対策協議会 青少年交流事業「も の箸づくり・木のスプーンづく

くいく交流会inお り）、植樹、野外料理づくり、

おぬま」 炭づくりのお話など

北海道森づくりフ アトラクション（塩狩太鼓・よ 10月4日 1000名 和寒町

ェスタ2015 さこい・道産材ギター演奏）、 （1100名）

植樹祭inわっさむ 式典（緑の宣言・記念植樹）、

植樹、催事（特産品販売、森林

・林業関係展示販売、木育体験）

など

北海道森づくりフ 森林ボランティア団体等の出 10月18日 － 札幌市、江

ェスタ2015 展、木育ひろば、ツリーイング、 （1738名） 別市（野幌

道民森づくりネッ 植樹、森林ガイドツアーなど 森林公園）

トワークの集い

北海道森づくりフ 木育ひろば、木育教室、地材地 1月23日～ － 札幌市

ェスタ2016 消コーナーなど 24日 （3407名）

木育ひろばinチ・

カ・ホ

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 7月30日～3 － 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 1日 411名

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 写真展：9 － 札幌市

理局、NPO法 しもう～写真展＆ 写真の展示（約120種類） 月28日～10 40名

人藻岩山きの 無料鑑定会～ 市民が持ち込んだきのこの鑑 月6日

こ観察会 定、野生きのこの展示 鑑定会・展

示会：10月

5日～6日

知床森林生態 幻のポンホロ沼を 夏期にのみ現れる「ポンホロ沼」 6月14日 19名 斜里町

系保全センタ 見に行こう！～春 周辺国有林での森林散策 （18名）

ー の知床森林散策～ ※知床国立公園５０周年・世界

遺産１０周年記念事業として実

施

石狩地域森林 野幌プロジェクト 平成16年に発生した台風被害後 6月17日 25 名 江別市（野

ふれあい推進 みんなで森林づく の森林を再生するための下草刈 （14名） 幌森林公園）



センター り よみがえれ！ り

「野幌の森」2015

野幌森林づくり塾2 野幌の自然再生を通じて森林に 20名 江別市（野

015（全3回） ついて学ぶ （22名） 幌森林公園）

第1回：野幌森林公園の歴史を 6月27日

学ぼう ～森と人々との歩み140

年と未来～

第2回：苗木について学ぼう 8月1日

野幌の木の材質を調べてみよう

第3回：野幌のキノコを観察し 10月17日

よう

石狩地域森林 札幌水源の森づく 札幌市民の水源である定山渓の 8月29日 － 札幌市

ふれあい推進 り2015 森に植えるためのポット苗づく （300名）

センター・札 り、パネル展示、苗木のプレゼ

幌市 ント

常呂川森林ふ 「古の森」散策と 「古の森」をガイドと散策、自 7月5日 40名 北見市

れあい推進セ 森林再生を学ぶ 然再生モデル林について学ぶ （18名）

ンター こども探検隊 森林探検、林内でのゲーム（タ 7月25日 20名 北見市

ーザンロープ、ブランコ、川遊 （16名）

び）、木工クラフト

幌岩山で森林散策 山の日制定を記念して幌岩山で 8月30日 25名 佐呂間町

森林散策 （30名）

常呂川森林づくり 自然再生モデル林で保育活動、 9月19日 25名 北見市

塾『人工林を「広 野取岬で森林散策 （－）

葉樹の森」に森林 （悪天候のため中止）

再生』

「オホーツク オホーツクの森ボ アカエゾマツ人工林の枝打ち体 6月29日 － 北見市

の森」ボラン ランティア植樹 験、森林散策 （174名）

ティア育樹実

行委員会

（常呂川森林

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）

常呂川森林ふ オホーツクの森づ 植樹を行った箇所の保育作業 6月28日 20名 北見市

れあい推進セ くり （獣害防止シートの設置）、森 （12名）

ンター・森林 林公園内の散策

ボランティア 森林散策会（全2回）第1回：森の巨人100選の「三本 10月4日 20名 置戸町

「オホーツク 桂」や虹の滝、糸引き滝などを （21名）

の会」 ガイドとともに散策

第2回：森林ガイドとともに森 2月21日 15名 津別町

林散策（スノーシュー使用） （23名）

「森林の魅力」パ 森林内で撮影した写真（花、自 10月3日～1 － 北見市

ネル展 動撮影装置による動物）の展示、1日 （430名）

森林ふれあい推進センターの活

動紹介、「オホーツクの会」の

活動報告、木工クラフト展示・

体験」



釧路湿原森林 雷別へ植樹に行こ 植樹（ヤチダモ、ハルニレ） 6月13日 25名 標茶町

ふれあい推進 う！ （12名）

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

第1回：植樹、獣害防止シェル 6月17日 （19名） 標茶町

ターのメンテナンス

第2回：下刈作業 、達古武地区 7月15日 （15名） 標茶町及び

の森林散策 釧路町

第3回：防鹿柵周囲の笹刈り、 9月16日 （18名） 標茶町及び

きのこ観察 厚岸町

第4回：パイロットフォレスト 10月7日 （18名） 厚岸町

でカラマツの枝打ち

第5回：冬芽の観察 2月3日 （13名） 釧路市

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7日 30名 七飯町

森林ふれあい 4回） （12名）

推進センター 第2回：樹木講座、識別試験 7月5日 30名 七飯町

（15名）

第3回：樹木講座、識別試験 8月2日 30名 七飯町

（6名）

第4回：樹木講座、識別試験 9月6日 30名 北斗市

（8名）

森林（もり）づく 第1回：登山、草本類の観察 5月24日 30名 函館市

り塾（全6回） （23名）

第2回：下刈体験 6月14日 30名 七飯町

※渡島総合振興局 （21名）

東部森林室「森 第3回：除伐体験 7月26日 55名 七飯町※

への誘い講座」 （天候不順により台風被害跡地 （34名）

と連携 視察に変更）

第4回：森林散策、樹木類の観 8月23日 55名 厚沢部町※

察 （44名）

第5回：駒ヶ岳登山 9月13日 30名 森町

（悪天候のため中止） （－）

第6回：駒ヶ岳の火山活動と治 10月4日 55名 森町※

山事業についての説明、治山施 （38名）

設見学

吉野山森林植生観 第1回：自然再生モデル林の植 5月16日 （24名） 七飯町

察会（全3回） 生観察

第2回：同上 6月20日 （23名） 七飯町

第3回：同上 9月26日 （19名） 七飯町

「多様性のある森 自然再生モデル林での下刈作業 7月11日 （19名） 七飯町

林への再生」を目

的とした下刈作業

【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、 悠久のブナの森と 岩手・宮城内陸地震で被災した 11月２日 20名 宮城県栗原

NPO法人くり 千年クロベに出会 大規模崩落地、栗駒山山麓のブ （11名） 市（くりこ

こま高原・地 うロングトレッキ ナ林、巨木「千年クロベ」を廻 ま高原駅発）

球の暮らしと ング るトレッキングツアー

自然教育研究

所

技術普及課、 仁別の森林（もり）親子で楽しむ仁別森林博物館見 ７月25日 20名 秋田県秋田

仁別森林博物 で遊ぼう！夏休み 学、仁別自然休養林散策、木工 （中止） 市（東北局

館ボランティ 親子森林教室 教室等（悪天候により中止） 発）

ア案内人会

津軽白神森林 白神山地・西目屋 在札幌米国総領事館のジョエレ 10月21日 － 青森県西目

生態系保全セ 村シンポジウム ン・ゴーグ首席領事を招き世界 （約50名） 屋村

ンター、西目 遺産地域で西目屋村とシンポジ

屋村 ウムを開催

津軽白神森林 第１、２回森林教 津軽十二湖自然休養林におい ５月30日 30名 青森県深浦

生態系保全セ 室 て、早春と紅葉の時期に植物や （32名） 町（青森発

ンター、深浦 自然について学びながら森林散 10月24日 30名 ・秋田駅発）

町 策 （29名）

津軽白神森林 第１～３回自然再 白神山地周辺の人工林を広葉樹 ７月４日 20名 青森県西目

生態系保全セ 生活動 に誘導するための広葉樹の植 （７名） 屋村（青森

ンター 栽、苗木の採取、森林散策ほか ７月25日 20名 市発）

（８名）

９月12日 20名

（15名）

親子森林教室 発達障がいがある子どもとその ８月30日 20名 青森県西目

保護者を対象に暗門の滝周辺に （16名） 屋村（青森

おいて、自然について学びなが 市発）

ら森林散策

藤里森林生態 第１回白神森林講 二ツ森の世界遺産地域と八峰町 ６月13日 20名 秋田県八峰

系保全センタ 座：芽吹きの組 ・留山で藩政時代から続く初夏 （20名） 町（秋田駅

ー、（一社） 曲！二ツ森＆留山 のブナ林を森林散策、自然観察 発）

ンセンター 第２回白神森林講 田苗代湿原で高山植物の観察、 ７月18日 20名 秋田県藤里

座：夏は想い出作 岳岱自然観察教育林で夏のブナ （20名） 町（秋田駅

り！岳岱と田苗代 林を森林散策、自然観察 発）

湿原

第３回白神森林講 峨瓏大滝周辺で水源の森として ９月12日 20名 秋田県藤里

座：行くぜ冒険野 の白神山地や林業と森林鉄道に （20名） 町（秋田駅

郎！ 峨壠渓谷 ついて学習（雨天のため一部変 発）

更して実施）

第４回白神森林講 八峰町・留山で藩政時代から続 10月３日 20名 秋田県八峰

座：黄葉こそ白神 く初秋のブナ林を森林散策、三 （20名） 町外（秋田

だ！ 二ツ森＆留山 十釜で真瀬川渓流の散策 駅発）

第５回白神森林講 素波里ダム周辺でスノーシュー ３月５日 20名 秋田県藤里

座：銀幕の湖！ 素 トレッキングなど冬の白神山地 （9名） 町（秋田駅

波里ダム周辺 を体験 発）

朝日自然塾 朝日自然塾１：新 親子で新緑・残雪のブナ林を散 ５月30日 20名 山形県小国

（庄内朝日森 緑のブナ林散策（白 策 （中止） 町

林生態系保全 布平）

センターほ 朝日自然塾２：カ 親子でカッチャバ湿原でハッチ ６月27日 20名 山形県西川

か） ッチャバ湿原で日 ョウトンボなどの昆虫観察、自 （中止） 町



本一小さいトンボ 然博物館見学ほか

を見つけよう

朝日自然塾３：プ 渓流釣り体験、タキタロウ館見 ７月11日 20名 山形県鶴岡

ロ教えるイワナ釣 学、イワナのさばき方、毛針作 （23名） 市（市内発）

り り体験ほか

朝日自然塾５：残 かんじきトレッキング、メープ ３月12日 20名 山形県西川

雪を楽しむかんじ ルシロップ作り、マタギ語りほ （28名） 町

きトレッキング か うちALT６名

注１：主として参加者を公募したイベントを掲載しています。

注２：これら以外に森林管理署、支署が実施主体となって開催したイベントがあります。

注３：参加料として、保険料のほか実費相当が必要です。


