
平成27年度「木づかい推進月間」に関するイベントスケジュール

都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

北海道 10月4日 (日)
北海道森づくりフェスタ2015植樹祭in

わっさむ
和寒町ふれあいのもり、三笠山自然公園

北海道、北海道森林管理局、北海道
森と緑の会、北海道林業・木材産業対
策協議会、和寒町、北海道森づくりフェ
スタわっさむ実行委員会

01656-2-1726
http://www.kamikawa.pref.h
okkaido.lg.jp/sr/hsr/index.ht
m

式典、記念植樹、アトラクション、催事、協賛行事

北海道 10月4日 (日) 第５回木育フェスタ
大沼ふるさとの森自然学校（七飯町東大
沼２９４－１流山温泉敷地内）

主催～NPO法人大沼・駒ヶ岳ふるさと
づくりセンター
共催～木育マイスター道南支部

0138-67-1726
制作活動、体験活動
詳細は未定

北海道 10月5日 (月) ～ 10月10日 (土) 木育週間 弟子屈町林業多目的センター 弟子屈町 015-482-2936 木のおもちゃ体験・木に関する書籍の展示ほか

北海道 10月24日 (土)
市政ウオッチングねむろ
（森林資源コース）の開催

根室市ネイチャーセンター及び間伐工事
施工現場（根室市酪陽）

根室市 0153-23-6111（内線2267）
http://www.city.nemuro.hok
kaido.jp

森林施業現場の見学や木工体験などを行い、森林資源について
理解を深める。

北海道 10月30日 (金) 厚床小学校森林学習（第3回） 根室市厚床小学校
根室市
根室振興局林務課

0153-23-6847
http://www.nemuro.pref.hok
kaido.lg.jp/soshiki/10_rinmu.
htm

卒業記念植樹及び木育学習を実施。

北海道 11月9日 (月) ～ 11月11日 (水) 木造建築物パネル展 札幌市（道庁１Ｆ） 北海道 011-204-5492 木造建築物に関する各種パネルの展示

北海道 11月14日 (土) 親子・住民ふれあいリース教室 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室
胆振森林サポーター

0144-72-5122
http://www.iburi.pref.hokkai
do.lg.jp/sr/srs/index.htm

木工体験（リースづくり）体験を実施。

北海道 12月2日 (水) 木育授業 根室市立落石小学校
根室振興局森林室
根室市

0153-75-2304
http://www.nemuro.pref.hok
kaido.lg.jp/soshiki/19_mori.h
tm

根室市立落石小学校高学年を対象に、木工作体験を実施。

青森 10月25日 (日) 東通村産業まつり 東通村体育館及び駐車場 東通村 0175-27-2111(内133) http://www.vill.higashidoori.lg木工教室等

青森 11月7日 (土) ～ 11月8日 (日) 「県産材フェア〜森のめぐみ展〜」 八戸ポータルミュージアムはっち 三八・上北流域林業活性化センター 0178-23-3595

1　地域の森林・林業、バイオマス利用等のPR展示（パネル、実物）
2　南部あかまつの各種展示（パネル）
3　三八地域県産材で家を建てる会の活動展示（パネル）
4　木製家具・木製品の実物展示
5　地域材住宅のパネル展示

岩手 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 雫石町産業まつり 雫石町総合運動公園 雫石町 019-692-6405 ・木工体験　　　　　　　　　　　・丸太早伐り競争

岩手 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日)
-薪・巻・牧-トリプル薪フェスタ2015
くずまき高原森林の恵みフォーラム

・森のこだま館　　　　　　　　・こいわの森
・JRバス葛巻駅構内

葛巻町産業振興協議会
0195-66-2111(内線143）葛
巻町農林環境エネルギー課
内

・森林とのふれあい体験　　・第８回全日本薪積み選手権大会

岩手 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 岩手町産業まつり 道の駅「石神の丘」 岩手町 0195-62-2111（内線303） 木工体験

岩手 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) 紫波町産業まつり サン・ビレッジ紫波 紫波町/紫波町農林公社
019-672-2111
019-907-6933

http://office.town.shiwa.iwat
e.jp

・木工体験　　　　　　　　　　・町産材（構造材等）展示

岩手 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) 奥州市水沢産業まつり 水沢公園
奥州市水沢産業まつり実行委員会（奥
州市商業観光課）

0197-24-2111（内273） 木工体験コーナー

岩手 10月17日 (土) 憩いの森「秋の緑化まつり」 北上市憩いの森
北上市、（公社）岩手県緑化推進委員
会北上支部、北上市森林組合

0197-72-8237 緑化木の無料配布や木工体験等を行い、緑化運動を推進する。

岩手 10月25日 (日) 西和賀薪ストーブ展示会 花巻農協西和賀農業団地センター内
西和賀町森林エネルギー利用促進協
議会

0197-85-3410 薪ストーブの展示・販売

岩手 11月28日 (土) ～ 11月29日 (日) はなまき産業大博覧会2015 花巻市総合体育館 はなまき産業大博覧会実行委員会 0198-24-2111
親子木工教室コーナー
小学生を対象に親子木工教室を開催

期間
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都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

岩手 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日) 森林のくに遠野まつり 遠野市「蔵の道ひろば」 (協)森林のくに遠野・協同機構
0198-62-0631(遠野市林業
振興課)

木工体験、木材利用PR

岩手 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 一関地方産業まつり農業祭 一関市総合体育館
一関地方産業まつり実行委員会(市農
政課)

0191-21-8421（市農政課）
(林業コーナー：市農地林務
課　21-8195)

木工体験・ステージイベント（積み木タワー競争・薪拾い競争等）

岩手 12月6日 (日) 親子木工教室 大槌川河川敷（予定）
釜石地方林業振興協議会（沿岸広域
振興局農林部内）

0193-25-2704 「おおつち鮭まつり」において実施予定

岩手 10月25日 (日) 住田町文化産業まつり 住田町農林会館前駐車場 住田町林業振興協議会 0192-46-2111
http://www.town.sumita.iwa
te.jp/

木工製品の陳列、ペレットストーブの展示、高性能林業機械のデ
モ、チェンソーアートの展示

岩手 10月31日 (土)
気仙スギまつり

（陸前高田市産業まつりと併催）
総合交流センター建設予定地 気仙地方林業振興協議会 0192-27-9914 木工製品の展示等

岩手 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 宮古市産業まつり
宮古市民総合体育館
（シーアリーナ）

宮古市産業まつり実行委員会（産業ま
つり）、岩手県緑化推進委員会宮古市
部（出展ブース）

0193-68-9067
（0193-64-2215）

宮古市産業まつりでの出展
木工体験等

岩手 9月28日 (月) ～ 10月18日 (日)
久慈地方木工工作コンクール

（展示・表彰式）
久慈市アンバーホール 久慈地方木材青壮年協議会

久慈地方木材青壮年協議
会（マルヒ製材）
0194-53-2800

小中学生による木工工作コンクールの展示と表彰（表彰は10月18
日）

岩手 10月18日 (日) 食フェスタinかるまい ハートフルスポーツランド特設会場 軽米町 0195-46-2111
http://www.town.karumai.iw
ate.jp

木工体験

秋田 10月7日 (水) ～ 10月9日 (金)
森と木の国あきた展2015
～私が見せる、秋田～

新宿パークタワー1階アトリウム
秋田県、秋田県木材産業協同組合連
合会

018－860－1915
http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/14386064682
24/index.html

秋田県産木材製品の「展示・商談会」「木材情報発信セミナー」「曲
げわっぱ等の展示販売」など

山形 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) 山形県林業まつり 天童市　山形県総合運動公園 山形県林業まつり実行委員会 023-666-4800
森林・林業・木材・林産品等の普及啓発　木に親しむ、体験するイ
ベント・コーナーの設置

山形 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) 庄内森とみどりのフェスティバル2015 鶴岡会場
庄内森とみどりのフェスティバル実行
委員会

0235-66-5537
森林保全活動や庄内産木材の利用を推進し森林の大切さや社会
的重要性を広く地域住民にPRする。

山形 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日)
「木とふれあい・木と親しむ　木工体験

（仮題）」
南陽市文化会館 南陽市農林課 0238-40-3211

木材をふんだんに使用した空間の中で、さらに自ら木材に触れ加
工等の作業を行うことによって、興味関心を持ってもらう。

山形 10月18日 (日) 木工クラフト体験教室 河北町民体育館 河北町農林振興課 0237-73-2112 町の産業祭り（河北ほくほく祭り）で木工クラフト体験教室を開催

山形 10月24日 (土) 森と木のツアー 鶴岡市内 庄内森林ネット鶴岡田川 0235-25-2111
地域にある身近な森林を見学し、木造建物から匠の技を学び、地
域材住宅を見つめなおす森と木のツアー

山形 10月31日 (土) ～ 11月1日 (日) 庄内森とみどりのフェスティバル2015 酒田会場
庄内森とみどりのフェスティバル実行
委員会

0235-66-5537
森林保全活動や庄内産木材の利用を推進し森林の大切さや社会
的重要性を広く地域住民にPRする。

山形 11月3日 (火) 最上町大産業まつり 最上町向町商店街 最上町大産業まつり実行委員会  0233-43-2111最上町交流促 http://mogami.tv 木工品展示や作成、大工による餅まき他

山形 11月6日 (金) 第65回山形市植樹祭 ニュータウン周辺環境保全林市有地 山形市 023-641-1212（内線448）
林業関係者や地域住民等と協働で植樹活動を行い、森林（里山）
に対する意識の高揚を図る。

福島 11月14日 (土) ～ 11月15日 (日) にほんまつ産業祭
二本松市郭内二丁目220
（二本松市城山総合体育館）

二本松市（産業部） 0243-23-1111 親子木工教室、チェーンソーアート作品展示(農林部門）

福島 11月1日 (日) 親子木工教室 小野町「B&G海洋センター」 小野町 0247-72-6935
親子を対象に、県産材を利用した木工教室を開催し、森林の大切
さや木材製品を生活に取り入れることを推進する。

福島 10月25日 (日)
白河市公設地方卸売市場

「市場開放デー」
白河市公設地方卸売市場

白河市公設地方卸売市場
祭り実行委員会

0248-22-1111
・木工クラフト教室
・福島県産農林水産物のPR等
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都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

福島 11月7日 (土) ～ 11月8日 (日) 会津若松市地産地消まつり 会津若松市鶴ヶ城体育館 会津若松市（農林課） 0242-39-1254
http://www.city.aizu
wakamatsu.fukushima.jp/

木工クラフト、木工教室、
木製おもちゃ展示販売等

福島 10月31日 (土) 11月1日 (日) 林業祭・馬搬フェス  南会津町針生地区ほしっぱの家 NPO法人　みなみあいづ森林ネットワー0241-64-5655 馬による木材の搬出　　　　関係者による講演　　　等

茨城 10月18日 (日) グリーンフェスティバル2015
宮の郷工業団地
（常陸太田市，常陸大宮市）

茨城県
公益社団法人茨城県林業協会

029-301-4021
木材を利用することが適正な森林整備と豊かな県民生活につなが
ることなどについて，広く県民へ普及啓発を行う参加・体験型のイ
ベント

茨城 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 茨城をたべよう収穫祭 砂沼広域公園（下妻市） 茨城県・下妻市
029-301-3894
（029-301-4021）

本県の新鮮で安全な農林水産物や県産食材を使用した料理等を
県内外へ広く発信し，地産地消の機運を醸成するとともに，本県農
林水産物の消費拡大を図る。林務関係では，県産材を使用した箸
造り体験等を実施。（予定）

栃木 10月3日 (土) エコ・もりフェア2015 栃木県子ども総合科学館 栃木県エコ・もりフェア実行委員会 028-623-3277
環境や森林を取り巻く課題について理解を深めるための参加・体
験型イベント

栃木 10月17日 (土)
とちぎの元気な森づくりの日

記念イベント
憩いの森鉢形 県南環境森林事務所 0283-23-1441 kennan-ksj@pref.tochigi.lg.jp 木工･竹細工

栃木 10月25日 (日) 岩舟軽ﾄﾗ市 いわふねフルーツパーク第２駐車場 栃木市(木工教室のみ） 0282-55-7790 i-sangyou@city.tochigi.lg.jp 木工教室

栃木 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 墨田区交流事業(間伐体験) 鹿沼市粟野上粕尾 東京都墨田区環境保全課 (0289-63-2186) 間伐体験と星空観察

栃木 10月24日 (土)
ゆめ！さくら博2015における

木工教室の開催
氏家体育館（さくら市地内） さくら市農政課 028-681-1117

http://www.city.tochigi-
sakura.lg.jp

木工教室

栃木 10月25日 (日)
ゆめ！さくら博2015における

チェーンソー目立て体験の開催
喜連川公民館（さくら市地内） さくら市林業振興会

028-681-1117
（さくら市農政課）

http://www.city.tochigi-
sakura.lg.jp

チェーンソー目立て体験

栃木 11月1日 (日) 芭蕉の里くろばね秋まつり  大田原市黒羽向町那珂川河川公園 黒羽商工会
0287-53-1212
（大田原市林業振興会）

木工製品の販売、木工工作体験、チェーンソーカービング実演

栃木 11月8日 (日) ふるさと茂木秋まつり はが野農業協同組合茂木支店 ふるさと茂木まつり運営委員会 0285-63-5644
http://www.town.motegi.toc
higi.jp/

木工教室

栃木 11月8日 (日) 下野市産業祭 大松山公園 下野市 0285-48-2143 木工教室

群馬 10月25日 (日) 親と子の木工広場 県立　ぐんま　こどもの国 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 11月29日 (日) 親と子の木工広場 桐生市新川公園 群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 11月3日 (火) ～ 11月7日 (土)
第40回群馬県

児童生徒木工工作コンクール
群馬県庁
県民ホール

群馬県
群馬県木材青年協会

027-226-3241
027-266-8220

木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬 12月3日 (木) 第46回群馬県優良素材展示会 群馬県森林組合連合会木材共販所 群馬県 027-261-0615
良質素材の生産奨励及び素材生産技術の向上を目的として、県
内各地から生産される優良材を展示する。

群馬 3月17日 (木) 第36回上州産優良素材展示会 群馬県素材生産流通協同組合 群馬県素材生産流通協同組合 0274-50-3311
良質素材の生産奨励及び素材生産技術の向上を目的として、県
内各地から生産される優良材を展示する。

埼玉 10月4日 (日)
森と住まいの

木づかいフェスティバル
飯能市役所駐車場 西川ねんりんの会

042-973-2351
（柏屋商事内）

西川材とふれ合う為の各種イベント・住宅関連相談全般

埼玉 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日)
ワークショップ

「真壁」から「暮らし」を考える
駿河台大学（駿輝祭） ＮＰＯ法人西川木楽会

090-3080-4183
（吉野）

www.kirakukai.org 真壁を知ることから、現代住宅の問題点とその対策を探る。

3/9



都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

埼玉 10月25日 (日) 木とのふれあいまつり
㈱東京木材相互市場
吹上市場

一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568 県産木材の展示、親子木工教室、木育教室等

埼玉 10月30日 (金) ～ 11月1日 (日)
第27回木が香る

秩父フェスティバル
秩父市
道の駅ちちぶ

木が香る秩父フェスティバル実行委
員会

0494-24-7215 木工品の販売、木工工作等

埼玉 11月1日 (日) 第１０回木のくにときがわまつり ときがわ町体育センター他 木のくにときがわまつり実行委員会 0493-65-1521
http://www.town.tokigaw
a.lg.jp/forms/top/top.a
spx

地域産業活性化を目的に、木工製品の展示・販売や実際に地
場産材に触れ合うイベント

埼玉 11月8日 (日) 木とのふれあいまつり
東京新宿木材市場㈱
埼玉センター

一般社団法人
埼玉県木材協会

048-822-2568 県産木材の展示、親子木工教室、木育教室等

埼玉 11月14日 (土) ～ 11月15日 (日)
2015彩の国食と農林業
ドリームフェスタ

川口市　ＳＫＩＰシティ 彩の国食と農林業の祭典実行委員会
木工製品の展示・販売・模擬上棟式・パネル展示・住宅相談
等

埼玉 11月15日 (日) 西川材フェアー 飯能市役所駐車場
西川材フェアー
実行委員会

042-974-3111 西川材製品の展示販売、イベント等の開催

埼玉 11月11日 (水) ～ 11月15日 (日) 西川材木工工作コンクール 飯能市立図書館
西川材フェアー
実行委員会

042-974-3111 木材工作作品のコンクール

東京 9月5日 (土) ～ 10月4日 (日) 木製品展示会（ウッドフェア 駒沢公園ハウジングギャラリー
東京都、東京都合板組合連合会、一
般社団法人東京都木材団体連合会

03-5320-4855 国産合板、多摩産材合板等の製品、パネル等展示

東京 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 第35回　木と暮しのふれあい展 都立木場公園イベント広場
東京都、一般社団法人　東京都木材
団体連合会

03-5320-4855
http://homepage3.nifty.com
/tomokuren/main021.htm

木製品の展示販売、木工体験を楽しむ木工教室など。

東京 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日) スポーツ博覧会 東京2015 駒沢オリンピック公園
東京都、公益財団法人東京都スポー
ツ文化事業団

03-3457-0710 http://www.sports-expo.jp/ 様々なスポーツを楽しむイベント。(イベント内で多摩産材のPR）

神奈川 10月17日 (土)
木工コンクール表彰式

（スーパーハウジングフェア内）
横浜産貿センター かながわ木づかい推進協議会 045-210-4332

県産木材木工コンクール表彰式と木材の良さやその利用の意義を
学ぶ木育の推進

富山 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) まるまる魚津親子木工教室 魚津市、海の駅蜃気楼
新川地区林業
研究グループ協議会

0765-23-0111 新川間伐材による木工教室

富山 10月17日 (土) 第13回森林とのお見合い 魚津市、森林（未定）
新川森林組合・尾谷ﾎｰﾑ・尾谷林業ほ
か

0765-23-0111
http://www.niikawa-
shinrin.or.jp/

消費参加の森林・製材所・地域材住宅の見学視察会

富山 10月17日 (土) とやま木と住まいフェア2015 射水市、富山県木材研究所 富山県、富山県木材組合連合会 0766-30-5101 木材研究所研究成果展示、木工工作、企業等製品展示等

富山 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 全国豊かな海づくり大会 射水市、海王丸パークほか
豊かな海づくり大会推進委員会、第35
回全国豊かな海づくり大会富山県実
行委員会

076-444-3121
http://yutakanaumi-
toyama.jp/index.html

県産材遊具コーナー設置等

石川 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 石川の農林漁業まつり 石川県産業展示館 石川の農林漁業まつり実行委員会 076-225-1613
http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/nousei/matsuri/

県産材を使った家づくりに関する展示、きのこなど林産物の即売

石川 10月18日 (日) 輪島里山里海まつり マリンタウン 輪島里山里海まつり実行委員会 0768-23-1141
http://www.city.wajima.ishik
awa.jp/

木工作、ネイチャークラフト

福井 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 花とみどりのオータムフェア 福井県総合グリーンセンター 福井県総合グリーンセンター 0776-67-0002
http://www.pref.fukui.lg.jp/d
oc/green-c/

花と緑に関するイベント
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都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

福井 10月1日 (木) 森の学習と木工クラフト 福井市羽生小学校 福井農林総合事務所 0776－21－8213 県産材を使ったペン立て作成

福井 10月6日 (火) 森の学習と木工クラフト 永平寺町志比北小学校 福井農林総合事務所 0776－21－8213 県産材を使った本立て作成

福井 10月24日 (土) ～ 10月25日 (土) いけだ食の文化祭2015 池田町内 池田町役場 0778-44-8005
http://www.town.ikeda.fukui.
jp

池田の魅力を食や物品などを出店することで伝える

長野 11月24日 (火) ～ 11月27日 (金) 木工コンクール入賞作品展示会 県庁１階ロビー 長野県木材青壮年団体連合会 026‐226－1471 http://n-msr.com/
長野県内の小中学生を対象にした木工コンクール入賞作品の展
示を実施。

長野 10月26日 (月) カラマツ木育事業 小学校・村内製材所 川上村 0267-97-2121
http://www.vill.kawakami.na
gano.jp/

小学6年生によるカラマツを使った椅子づくり

長野 10月17日 (土) 村育樹祭 南箕輪村大芝高原 南箕輪村 0265-72-2176
http://www.vill.minamimino
wa.nagano.jp/

下草刈り等

長野 10月20日 (火) 平成27年度松本地区育樹祭 安曇野市　三郷　室山
安曇野市、松本地域森林林業振興
会、長野県松本地方事務所、長野県
林業総合センター

0263-40-1927 育樹作業

長野 10月17日 (土) 中川村育樹祭 中川村陣馬形山 中川村 0265-88-3001
http://www.vill.nakagawa.na
gano.jp/

住民参加の育樹祭

長野 10月31日 (土) ～ 10月11日 (日) 木の集い 飯田市内 長野県下伊那地方事務所 0265-53ー0425 一般の方向けの地域材を使った住宅の見学会

長野 10月1日 (木) ～ 10月31日 (土) 地域材を使った木製品の展示 飯田合同庁舎1階エレベーターホール 長野県下伊那地方事務所 0265-53-0424 一般の方向けの地域材PR活動

長野 10月18日 (日) 自然エネルギー啓発イベント 箕輪町地域交流センター 箕輪町（住民環境課） 79－3111（115） ペレットストーブ等の普及啓発

長野 10月24日 (土) 第15回紅葉まつり 飯田市「大平県民の森」 飯田市四区財産区、二区財産区 0265-23-3393 ハイキング、マイ箸づくり、アルプホルン演奏等

長野 10月10日 (土) 飯田市育樹祭 飯田市桐林 飯田市 0265-24-4567 間伐体験、記念品（木製品）作り

山梨 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日)
山梨県林業まつり

・森林のフェスティバル
小瀬スポーツ公園(甲府市) 山梨県林業まつり実行委員会

055-223-1652
(山梨県林業振興課)

木工教室、林産物展示販売ほか

山梨 10月17日 (土)
山梨県林業まつり

・記念式典
小瀬スポーツ公園(甲府市) 山梨県林業まつり実行委員会

055-223-1652
(山梨県林業振興課)

森林・林業功労者表彰ほか

岐阜 10月10日 (土) 第３９回全国育樹祭 揖斐川町（名礼地内）
公益社団法人国土緑化推進機構
岐阜県

058-272-8462
http://www.pref.gifu.lg.jp/so
shiki/rinsei/ikujusai/office/
39thikujyu.html

皇太子同妃殿下によるお手入れ行事、緑化功労者等の表彰、メイ
ンテーマアトラクション

岐阜 10月10日 (土) 育林技術交流集会 郡上市（郡上市総合文化センター）
公益社団法人国土緑化推進機構
岐阜県

058-272-8491
http://www.pref.gifu.lg.jp/so
shiki/rinsei/ikujusai/office/
39thikujyu.html

活動事例発表、パネルﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、特産品販売
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都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

岐阜 10月10日 (土) 全国緑の少年団活動発表大会 池田町（池田町中央公民館）
公益社団法人国土緑化推進機構
岐阜県

058-272-8462
http://www.pref.gifu.lg.jp/so
shiki/rinsei/ikujusai/office/
39thikujyu.html

緑の少年団活動発表会、交流会

岐阜 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日) 森林・林業・環境機械展示実演会
高山市
（モンデウス飛騨位山スノーパーク）

公益社団法人国土緑化推進機構
岐阜県

058-272-8496
http://www.pref.gifu.lg.jp/so
shiki/rinsei/ikujusai/office/
39thikujyu.html

林業機械を中心とした展示・実演会

岐阜 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日) 森の木とのふれあいフェア 岐阜市（岐阜県庁芝生広場） 岐阜県 058-272-8487

http://www.pref.gifu.lg.jp/sa
ngyo-koyo/ringyo-mokuzai-
sangyo/ringyo-
shinko/mokuzai-event

出展・展示・体験等において県産材を利用した商品の販売、木工
教室、クラフト教室を実施し、木に親しんでもらおうというイベント。

愛知 10月1日 (木) ～ 10月3日 (土) 第45回建築総合展NAGOYA 吹上ホール （公益）愛知建築士会 052-201-2201
http://www.chukei-
news.co.jp/kenchiku/

あいち認証材のPR

愛知 10月6日 (火) ～ 10月17日 (土) 地域材の利用促進 東海農政局消費者の部屋 愛知県産材認証機構など 052-331-9386 あいち認証材のPR

愛知 10月18日 (日) 森林学校10周年記念行事 足助交流館ほか 豊田市 0565-62-0612 森づくりに関連したイベントを開催

愛知 ’15木トピア 新城市内 木トピア実行委員会
(0536-32-1975)
※新城市森林課

 あいち認証材のＰＲ，木工工作等

愛知 10月1日 (木) ～ 10月31日 (土) パネル展示 豊田市役所 豊田市 市庁舎ロビーでのパネル展示

愛知 11月8日 (日) とよたものづくりフェスタ2015 豊田スカイホール とよたものづくりフェスタ実行委員会 0565-43-3456 豊田市林業振興会議による間伐材鉛筆作りブースの出展

愛知 11月11日 (水) ～ 11月14日 (土)
日本木工機械展

ウッドエコテック2015
ポートメッセ名古屋 （一社）日本木工機械工業会

http://j-w-m-
a.jp/mokkiten2015/

あいち認証材のPR

三重 10月24日 (土)
みえ森林フェスタ2015鈴鹿
自然まるごとフェスティバル

鈴鹿青少年の森
鈴鹿青少年センター
鈴鹿市住吉町字中大谷6744-1

三重県 059-224-2627
木工教室や自然観察会等の体験プログラム、チェーンソー大会、
自然の恵みを体感できる飲食・物販などを行います。

三重 10月4日 (日) 森の学校
三重県環境学習情報センター
※予定

三重県 059-224-2513 木工教室等を通じた森林環境教育を実施します。※予定

三重 10月11日 (日) 森の学校 津市（津まつり会場） 三重県 059-224-2513 木工教室（箸づくり）を通じた森林環境教育を実施します。※予定

三重 10月25日 (日) 森の学校 尾鷲市（尾鷲ヒノキフェア会場） 三重県 059-224-2513 木工教室等を通じた森林環境教育を実施します。※予定

三重 11月3日 (火) 森の学校 紀和ふるさとまつり 三重県 059-224-2513 木工教室等を通じた森林環境教育を実施します。※予定

三重 10月11日 (日) ふれあい木工教室 大紀町・大宮中学校 大紀町 0598-86-2246
http://www.town.taiki.mie.jp
/

木工教室の開催

三重 10月25日 (日) 尾鷲ヒノキふれあいフェスタ 尾鷲体育文化会館 尾鷲市林業振興協議会 0597-23-8224 https://www.city.owase.lg.jp 尾鷲ヒノキのPR等

滋賀 10月3日 (土)
第10回森づくり交流会
ふれあいフェスタ2015

滋賀県長浜市　豊公園
主催：滋賀県
共催：長浜市

077-528-3918
http://www.pref.shiga.lg.jp/d
/rimmu/index.html

体験、展示・販売、ステージ、林業技術の実演

平成27年11月上旬
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都道府県 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要期間

京都 10月1日 (木) ～ 10月31日 (土) 第2回「京都・木と山の写真コンテスト」 -
京の山杣人工房
嵯峨・木のこゝろ『風』

TEL：075-881-6868
FAX：075-861-4188

http://www.fuu-saga.jp./ 京都の木と山の魅力をテーマとした写真コンテスト

京都 10月1日 (木) ～ 10月31日 (土)
森林組合等での森林整備の重要性を

啓発する展示
各市町及び府施設、森林組合事務所な
どでの展示

南丹・京丹波林業振興展実行委員会 TEL：0771-42-2225

京都 10月10日 (土) 京都丹州もくもくフェスタ
京都丹州木材市場
（京都府綾部市小畑町埋野98-93）

京都丹州もくもくフェスタ実行委員会 TEL：0773-47-5757 http://mokufes.seesaa.net/
府民が京都府中丹地域の木材に触れ、親しんでいただき、府内産
木材の利用拡大につなげるイベント

京都 10月12日 (月) アグリフェスタ亀岡 亀岡市農業公園 アグリ・フェスタ実行委員会 TEL：0771-25-5036 平成28年度開催の全国育種祭等のポスター展示等

10月20日 (火) 審査会

10月21日 (水) 表彰式と記念市

京都 10月25日 (日) 木工教室
京都府木津川運動公園
（城陽市緑化フェスティバル内）

山城eco木材供給協議会
(事務局：京都府山城広域振興局)

TEL：0774-21-3450
http://www.kyoto-
kankou.or.jp/event/?id=972
6&r=1413725232.76

フェスティバルで府内産木材の木づかい啓発のための木工教室を
開催

京都 10月25日 (日) 京丹波●食の祭典2015 京丹波町、丹波自然運動公園 京丹波町観光協会
TEL：0771-89-1717
mail:info@kyotamba.org

平成28年度開催の全国育種祭等のポスター展示等

京都 10月25日 (日) ひよし”水の杜”フェスタ スプリングスパーク、府民の森ひよし ひよし「水の杜」フェスタ実行委員会 TEL：0771-68-0030
小中学生の優秀な府内産材木工作品展示、表彰、記念植樹祭の
開催など

京都 11月7日 (土) ・ 12月6日 (日) グリーンウッドワークデイズ 竹内工務店内
京の山杣人工房
嵯峨・木のこゝろ『風』

TEL：075-881-6868
FAX：075-861-4188

http://www.fuu-saga.jp./ 京都市内産木材のスギやヒノキの生木を使用した木工

奈良 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 奈良の木づかいフェスタ イオンモール橿原
「奈良の木づかい運動」実行委員会
（事務局：奈良県農林部奈良の木ブラ
ンド課内）

0742-27-7470
（奈良県農林部奈良の木ブ
ランド課）

▼奈良の木ブランド課HP
http://www.pref.nara.jp/276
78.htm

・木製展示キットの展示
・木材を用いたワークショップ
・奈良の木を使用したおもちゃ（つみき、ブランコ等）の設置
・奈良の木の特長がわかるラボの設置
・木に関する音楽の演奏
・奈良県児童生徒木工工作品の展示、表彰式の開催
・奈良の木でできたノベルティの配布
・奈良の木の家コンテストの開催

大阪 10月4日 (日) 水都おおさか森林の市2015 毛馬桜ノ宮公園・近畿中国森林管理局 水都おおさか森林の市実行委員会 050-3160-6753
http://www.rinya.maff.go.jp/
kinki/koho/event/morinoich
i/index.html

「森林の市」は、楽しみながら森林の恵みや木の良さを知ってもら
い、森林の大切さ・林業の役割・農山村の現状について理解を深
めることを目的とした体験型イベントです。

大阪 10月18日 (日) 第11回木にふれよう平林祭り 平林テニスコート跡地
一般社団法人平林会・一般社団法人
大阪府木材連合会

06-6685-6907
http://www.hirabayashi-
kai.jp/

平林まつりは子供たちに都会生活では体験できない「本物の木を
見て、触れて、感じる」をコンセプトに親子木工教室や丸太切り競
争、木工工作コンテストなどさまざまな木に触れる体験コーナーを
設け、より一層の木材の普及につなげていきます。

大阪 11月3日 (火) 木にふれよう♪森のママまつりin大阪 ATC 大阪府地域産材活用フォーラム 06-6538-7524
http://www.mokuzai.or.jp/fo
rum/index.html

子供向けのワークショップや体験型ブース等で木のぬくもりを感じ
てもらうとともに木育に関する取組等を広くPRすることにより森林
の大切さや木材に対する理解を深めてもらう。

兵庫 10月11日 (日) ひょうご木材フェア 神戸市（ハーバーランド） 兵庫県木材利用推進協議会 078-371-0607(県木連内）
http://www1.odn.ne.jp/hyog
omokuren/event/index.html

木材製品から木造住宅を扱う広範な木材関係事業者が展示・販売

兵庫 10月17日 (土) ～ 10月18日 (日) 兵庫県農林漁業祭 明石市（県立明石公園） 兵庫県農林漁業祭実行委員会 078-341-7711(内4046) http://hyogo-agri.jp/ 木育コーナー等

和歌山 10月3日 (土) 第28回和歌山矯正展 和歌山刑務所
和歌山刑務所
（紀の国ふるさとづくり協議会海草支
部）

073-471-2351
（073-441-3366）

矯正展内協議会ブースにて木工教室、木工品配付

南丹市八木町　(株)八木木材市場 南丹・京丹波林業振興展実行委員会
TEL：0771-42-2225
mail:office@yagimokuzai.jpn.
org

http://www.fuu-saga.jp./京都
木材市場における優良原木の表彰と

記念市
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和歌山 10月11日 (日) 和歌山の木で作ろう（木工） 和歌山県植物公園緑花センター 那賀木材協同組合 0736-62-4029
http://www.w-
botanicalgarden.jp

木工教室

和歌山 11月8日 (日) 田辺農林水産業まつり 田辺スポーツパーク 田辺農林水産業まつり実行委員会 0739-26-9930 木工教室の開催等

和歌山 11月21日 (土) ～ 11月22日 (日) 翔龍祭（林業まつり） 龍神ドーム 翔龍祭実行委員会 0739-78-0830
http://www.ryujin-
shinrin.jp/shouryu/index.ht
ml

木工、販売、イベント等

和歌山 9月1日 (火) ～ 12月31日 (木) 木工教室 新宮市内小学校 紀南木材新緑會 0735-22-6105 出張木工教室

鳥取 10月25日 (日) 鳥取県中部地区木の住まいフェア 倉吉駅前広場
一般社団法人鳥取県木造住宅推進協
議会

実行委員会事務局
(有)向井組　0858-26-3221

http://www.tottoriken-
mokuzo.com/

木工教室、丸太切り競争、チェーンソーアート、銅板表札つくり 等

岡山 10月24日 (土) 第16回森林を考える岡山県民の集い
津山市大田
ｸﾞﾙｰﾝﾋﾙｽﾞ津山

森林を考える岡山県民のつどい
実行委員会

0868-27-7150 内容未定

広島 10月8日 (木) 「木の日」PRイベント
広島市安佐南区
イオンモール広島祇園

広島県木造住宅生産体制推進協議会
（広島木材青年経営者協議会）

（082-513-3688）
（広島県林業課県産材販売
戦略担当）

木のアクセサリー作りの体験から木の良さや温かみを体感してもら
う。

広島 10月9日 (金) ～ 10月12日 (月) 森のママまつりin広島
広島市安佐南区
イオンモール広島祇園

（NPO法人チルドリン）
（082-513-3688）
（広島県林業課県産材販売
戦略担当）

親子で木工作を行うなかから木材のよさやその利用の意義を学
ぶ。

広島 10月8日 (木) ～ 10月12日 (月) 都市木造展覧会
広島市安佐南区
イオンモール広島祇園

（NPO法人
　team　Timberize）

（082-513-3688）
（広島県林業課県産材販売
戦略担当）

都市部での木造建築の拡大に向け，木造建築物の模型展示，シ
ンポジウム，ギャラリーツアー等を実施する。

広島 10月9日 (金) ～ 10月12日 (月) ひろしまの森づくり住宅展
広島市安佐南区
イオンモール広島祇園

（広島県林業課）
（082-513-3688）
（広島県林業課県産材販売
戦略担当）

県産材の利用拡大を図るため，住宅メーカー等が県産材を使用し
た住宅をPRする。

広島 11月3日 (火) 第9回ひろしま「森の市」 広島市森林公園
市民参加の森林づくり
実行委員会

市民参加の森林づくり実行
委員会事務局（公益財団法
人広島市農林水産振興セン
ター農林体験推進課内）
ＴＥＬ：082-845-4348

木製品・森の産物等の展示・販売や森林ボランティア団体の活動
紹介、林業体験等を行うことにより、木材利用や森林づくりの大切
さを理解してもらう。

山口 10月9日 (金) ～ 10月10日 (土) やまぐちの木製品展2015
防府市地域交流ｾﾝﾀｰｱｽﾋﾟﾗｰﾄ
（山口県防府市）

やまぐちの農林水産物需要拡大協議
会、やまぐち木の家等推進協議会

083-933-3395
083-922-0157

県産木製品（家具、事務機器等調度品、玩具等）展示会等のＰＲ
活動

徳島 10月8日 (木) WOODキャラバン隊 県内市町村 山と木とみどりのフェア実行委員会 088-662-2521 木づかい要請

徳島 10月3日 (土) ～ 10月4日 (日) 山と木とみどりのフェア 徳島市藍場浜公園 山と木とみどりのフェア実行委員会 088-662-2521 森林・木材に関するイベント

徳島 徳島県優良木材展示即売会 株式会社ｹﾞﾝﾎﾞｸ小松島営業所
徳島県木材協同組合連合会
徳島県木材市場連盟

ｹﾞﾝﾎﾞｸ（0885-32-2270） 展示即売による木材のＰＲ

徳島 11月23日 (月) とくしま森林づくりフェスタ 神山森林公園イルローザの森 とくしま森林づくり県民会議 088-621-2459 森林づくりや木育イベント

香川 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日) ウッディフェスティバル サンメッセ香川 香川県木材需要拡大協議会 087-881-9343
http://www1a.biglobe.ne.jp/
k-mokkyo/

県産木材製品の展示や木工教室の実施、林産物の販売を通じ
て、木材の需要拡大を図る。

高知 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日)
第11回

高知もくもくランド2015
高知市中央公園

高知県／
高知県木材普及推進協会

088-883-6721
（高知県木材普及推進協
会）

高知県産材の現状や木の良さ、木造住宅の良さを、木に触れて体
験してもらい、知ってもらうことを目的として開催します。

11月中旬
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高知 11月11日 (水)
第13回

木の文化賞表彰式
高知県庁 高知県

088-821-4586
 （高知県林業環境政策課木
の文化担当）

木の文化賞は、県内において木の文化県構想の推進、木の文化
の向上について、その功績の顕著なものに対して贈られるもので
す。

愛媛 10月20日 (火) ～ 10月21日 (水) 久万林業まつり 久万高原町 久万林業まつり実行委員会 0892－21－1111 森林・林業に関する様々なイベント

愛媛 10月1日 (木) ～ 10月31日 (土) ポスターの掲示 愛媛県庁及び出先機関 愛媛県

福岡 10月11日 (日) ～ 10月12日 (月) ウッドフェスタ2015福岡
福岡市植物園
（福岡市中央区小笹5丁目1-1）

ウッドフェスタ福岡実行委員会
092-643-3536
（福岡県林業振興課内）

木工教室、木育広場、木造住宅相談コーナー　等

福岡 10月19日 (月) ～ 10月23日 (金) 木づかい推進月間木材利用PR 市役所１階多目的スペース 福岡市
092-711-4846
（福岡市森林・林政課）

木材利用を促す展示等

佐賀 10月18日 (日) 第10回県産材祭り
佐賀県伊万里市、
株式会社伊万里木材市場

一般社団法人佐賀県木材協会
株式会社伊万里木材市場

0952-23-6181
0955-20-2183

木工教室等

佐賀 10月17日 (土) ～ 10月31日 (土)
第31回佐賀県児童・生徒木工工作

コンクール
佐賀大学美術館 佐賀県木材青壮年会 0952-44-2103 木工工作コンクール及び展示

長崎 県庁ロビーにおける県産家具の展示 県庁ロビー、新別館ロビー 県林政課 095-895-2983 H24年度に開発された県産材家具の展示利用

大分 10月24日 (土) ～ 10月25日 (土) 大分県農林水産祭
別府公園
（大分県別府市大字野口原3018-1）

大分県 097-506-3833
木材利用に関する普及啓発（木工教室、丸太切り体験、木製品の
販売、木育紹介等）

熊本 10月11日 (日)
第21回きままにスポーツ・

健康フェスタ
益城町総合運動公園

益城町
益城町体育協会

096-287-4330 木工教室

熊本 10月31日 (土)
第２１回水とみどりの
ふれあいスクール

八代市ほたるの里公園 八代市みどり推進協議会 0965-33-4119
妙見創造の森の散策学習、間伐見学、ネイチャークラフト、山の食
体験（イノシシ・シカ）

鹿児島 10月24日 (土) ～ 10月25日 (日)
第16回かごしま木材まつり

（かごしまウッディフェスタ21）
かごしま県民交流センター

かごしま木材まつり実行委員会
（事務局：　県林材協会連合会）

099－260－5356
1）木材製品，木造住宅等，木の良さのＰＲ
2）森林，林業，木材産業のＰＲ
3）木工教室ほかイベント

鹿児島 10月24日 (土)
『地材地建』かごしま木の家づくりシン

ポジウム
かごしま県民交流センター 鹿児島県木造住宅推進協議会 099-224-4543 http://www.kjc.or.jp/

１）基調講演
２）パネルディスカッション

沖縄 10月10日 (土) ～ 10月11日 (日) やんばるの産業まつり 名護市２１世紀の森体育館 北部振興会 ０９８０－５２－２４４８ http://www.yanbaru-oki.jp/ 沖縄本島北部１２市町村の特産品を一堂に集めた産業まつり。

沖縄 11月8日 (日) ～ 11月10日 (火) 沖縄ウッディフェア
沖縄市久保田プラザハウスショッピング
センター

沖縄ウッディフェア実行委員会 ０９８－８７７－８５８８
http://www.okimoku.or.jp/4
498.html

木製品・陶器・染織 他、展示即売。

通年
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