
「森と湖に親しむ旬間」や「水の日」の関連行事（平成28年度予定）

○各都道府県における取組

北海道 浦河町 「アドベンチャーinうらら湖」
ダム見学、釣り大会、木工
教室、ヤマベ稚魚放流

7月17日
浦河町子ども会育成団
体連絡協議会

浦河町教育委員会社会
教育課
（0146-22-5000）
胆振総合振興局室蘭建
設管理部浦河出張所
（0146-22-3135）

北海道 様似町
親しもう僕とわたしの様似ダム
「ふれあい少年少女キャンプ大
会」

ダム見学、魚釣り、木工教
室、川遊び、ゲーム大会

7月9日～10日
様似町子ども会育成連
絡協議会

様似町教育委員会生涯
学習課社会教育係
（0146-36-2521）
胆振総合振興局室蘭建
設管理部浦河出張所
（0146-22-3135）

北海道 函館市 第29回「水と緑の祭典」
ダム施設見学、森林見学、
花を植えよう・記念工作、サ
クラマス稚魚放流

7月27日

北海道函館建設管理
部（後援：函館市、(社)
北海道土木協会、函館
市企業局）

函館市土木部河川課
（0138-21-3436）

北海道 上ノ国町 水と緑に親しむ親子のつどい
ダムの話（見学会）、森の生
き物の話、ヤマメ釣り体験

6月25日

上ノ国町教育委員会、
北海道森林管理局檜
山森林管理署、北海道
函館建設管理部

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）

北海道 小平町
おびらしべ湖「森と湖に親しむつ
どい」

パネル展示、ダム監査廊見
学、クイズ、ゲーム大会

7月23日
おびらしべ湖森と湖に
親しむつどい実行委員
会

留萌振興局留萌建設管
理部事業室地域調整課
（0164-42-8352）

北海道 南富良野町
水源の森創造交流会（「緑とエ
コ」サポーターネットとの植樹交
流会）

記念植樹 9月上旬
南富良野町、滝川市住
民団体

南富良野町役場産業課
（0167-52-2178）

青森県 青森市 木工教室 木工教室 12月中旬
東青流域林業活性化セ
ンター

東青地域県民局地域農
林水産部林業振興課内
（017-734-9962）

青森県 今別町 緑の少年団交流会 森林教室 7月中旬
東青流域林業活性化セ
ンター

東青地域県民局地域農
林水産部林業振興課内
（017-734-9962）

青森県 今別町 今別町植樹祭 植樹祭 6月中旬 今別町他
今別町役場産業建設課
（0174-35-3005）

青森県 弘前市
弘前市民の森で元気になろう
自然治癒力を高めるプログラム

森林散策、川辺での抹茶体
験、押し花作成等

H28.5～H28.10
（5月21日、6月～第
2・4土曜日）

弘前市民の森の会
弘前市民の森の会
（0172-35-6440）

青森県 黒石市 こけしの森林づくり育樹祭
森林浴ウォーキング、下刈
作業、育樹作業

9月18日
こけしの森林づくり実行
委員会

黒石市農林課
（0172-52-2111）

青森県 南部町
「水に賢い子どもを育む年間型
活動プログラム」

鮭稚魚放流事業 4月19日

南部町教育委員会社
会教育課
（名川Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター）

南部町社会教育課
（0178-76-3310）

青森県 田子町
大黒森地区環境公共推進協議
会植樹祭

記念植樹 6月14日
大黒森地区環境公共
推進協議会

三八地域県民局地域農
林水産部林業振興課
（0178-27-3595）

青森県 八戸市 親子木工教室 木工教室
6月26日
7月24日
10月30日

八戸公園
八戸公園
（0178-96-2932）

青森県 八戸市 森と湖に親しむつどい
ダム見学、植樹体験、水質
チェック

7月20日
三八地域県民局地域
整備部

三八地域県民局地域整
備部河川砂防施設課
（0178-27-5154）

青森県 田子町 グリーンジャンボリー 森林学習会、木工教室 7月27日
三八地区林業・木材産
業振興協議会

三八地域県民局地域農
林水産部林業振興課
（0178-27-3595）

青森県 八戸市 子ども水質探検隊 ダム見学、水質調査 8月8日 八戸市
八戸市環境保全課
(0178-43-9107)

青森県 南部町
「水に賢い子どもを育む年間型
活動プログラム」

源流探検、水生生物調査、
鮭採卵・受精体験

未定

南部町教育委員会社
会教育課
（名川Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター）

南部町社会教育課
（0178-76-3310）

青森県 南部町・東北町 海洋レクリエーション体験 着衣泳・カヌー等 未定

南部町教育委員会社
会教育課
（名川Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター）

南部町社会教育課
（0178-76-3310）

青森県 南部町 親と子の木工教室 木工教室 未定
南部町商工会
工業部会

南部町商工会
（0178-75-1133）
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青森県 つがる市
西北地区緑の少年団交流会
（グリーンジャンボリー）

森林教室、木工教室 7月29日
津軽流域林業活性化セ
ンター、西北地域県民
局地域農林水産部

西北地域県民局地域農
林水産部
（0173-72-6613）

青森県 未定
上北地域緑の少年団グリーン
ジャンボリー

森林教室、木工教室 7月下旬
上北地方林業振興協
議会、上北地域県民局

上北地域県民局地域農
林水産部（0176-24-
3379）

青森県 むつ市 森と湖に親しむつどい
森林教室、ダム見学、記念
放流

7月8日
下北森林管理署、下北
地域県民局、むつ市

下北県民局地域整備部
（0175-22-8581）

青森県 未定 緑の少年団グリーンジャンボリー 森林教室、木工教室 7月28日
下北地域森林林業活
性化センター

下北県民局農林水産部
（0175-22-8581）

青森県 むつ市 健やかわくわく森林ウォーキング
森林教室、木工教室、林業
体験

8月～10月
下北地域県民局
地域農林水産部

下北県民局農林水産部
（0175-22-8581）

岩手県 盛岡市 「森と湖in綱取」2016！
森林浴、植物観察会、木工
教室

7月27日
岩手県実行委員会
盛岡地区分科会

綱取ダム管理事務所
（019-654-4055）

岩手県 花巻市
第23回森と湖に親しむ子どもま
つり

木工細工教室 7月28日
「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会

県南広域振興局土木部
花巻土木センター
（0198-22-4971）

岩手県 北上市 遊・ＹＯＵ・入畑・2016！ 木工教室 7月23日
「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会

県南広域振興局土木部
北上土木センター
（0197-65-2738)

岩手県 遠野市
森と湖に親しむ「遠野第二ダム」
の集い2014

木工教室 8月上旬

「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会遠
野地区分科会（遠野土
木センター）

県南広域振興局遠野土
木センター
（0198-62-9938）

岩手県 釜石市 日向ダム湖畔の集い2016 木工教室 7月23日
「森と湖に親しむ旬間」
釜石地区分科会実行
委員会

沿岸広域振興局土木部
河川港湾課
（0193-25-2714）

岩手県 大船渡市
第8回五葉湖畔の集い
「元気です！水と緑の鷹生ﾀﾞﾑ」

木工教室、積木競争 7月31日
「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会

県大船渡土木C
（0192-27-9919）

岩手県 久慈市
長内川川まつり＆「森と湖に親し
む旬間」

木工製作、リース製作、
丸太切体験、ツリーイング
等

8月7日
長内川川の会・「森と湖
に親しむ旬間」久慈地
区分科会

滝ダム管理事務所
（0194-59-3838)

宮城県 加美町 第２３回水と森と風のくにまつり
木工工作、丸太切り体験、
かぶと虫プレゼント、炭の無
料配布

7月17日（予定）

漆沢地域活性化計画
懇談会，加美町，林野
庁東北森林管理局宮
城北部森林管理署，宮
城県大崎地方ダム総合
事務所

加美町企画財政課
（0229-63-3115）
大崎地方ダム総合事務
所
（0229-63-2845）

山形県 酒田市 光ヶ丘松林整備ボランティア 森林整備（下刈・除間伐等） 6月25日
酒田市・山形県庄内総
合支庁

庄内総合支庁
森林整備課
(0235-66-5524)

山形県 長井市 水と緑の感謝祭 植樹、保全活動等 6月下旬
水と緑の感謝祭実行委
員会

長井市農林課
（0238-87-0831）

山形県 鶴岡市 油戸　魚の森づくり活動 森林整備（下刈等） 7月上旬 鶴岡市
鶴岡市農山漁村振興課
(0235-25-2111)

山形県 遊佐町
緑の少年団庄内地区交流研修
会

交流研修会 7月27日・28日 山形県庄内総合支庁
庄内総合支庁森林整備
課
(0235-66-5524)

山形県 酒田市 砂防林を育てよう 森林整備（下刈・除間伐等） 11月上旬 山形県庄内総合支庁
庄内総合支庁森林整備
課
(0235-66-5524)

山形県 遊佐町 西山地区森林整備ボランティア 森林整備（下刈・除間伐等） 12月4日
遊佐町・山形県庄内総
合支庁

庄内総合支庁森林整備
課
(0235-66-5524)

福島県 いわき市 四時ダムまつり パネル展示 7月31日
四時川流域ダム
まつり実行委員会

いわき市立川部公民館
（0246-64-7645）

福島県 いわき市 小玉ダムまつり ダム施設見学 7月24日
小玉ダム
管理事務所

小玉ダム管理事務所
（0246-83-2861）

福島県 小野町 こまちダムまつり ダム施設見学 9月4日
森と湖に親しむ旬間
「こまちダムまつり」
実行委員会

小野町地域整備課
（0247-72-6936）

福島県 喜多方市 日中ひざわ湖まつり パネル展示、ダム施設見学 未定
日中ひざわ湖まつり
実行委員会

日中ダム管理所
（0241-36-2014）

福島県 福島市 摺上川ダム茂庭っ湖まつり
パネル展示、木工工作、丸
太伐り体験

７月下旬
茂庭っ湖まつり
実行委員会

摺上川ダム管理所
（024-596-1275）

福島県 会津若松市
若郷湖さわやかフェスティバル
2016

木工作教室、ダム施設見学 8月6日
森と湖に親しむ旬間
実行委員会

会津若松市 花と緑の課
（0242-39-1262）

福島県 三春町 さくら湖自然教室2016 ダム見学 7月24日 森と湖実行委員会
三春町教育委員会生涯
学習課
（0247-62-3837）
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茨城県 全域 森林・林業体験学習

講話、自然観察、間伐・下
刈り体験、丸太切り体験、ネ
イチャーゲーム、木工工作
等

平成28年5月
～平成29年3月

茨城県
茨城県農林水産部林政
課
(029-301-4026)

茨城県 常陸大宮市 グリーンフェスティバル2016

県産材製品展示・ＰＲ、丸太
切り体験、木のおもちゃ作り
体験、林業機械展示・実
演、木造住宅相談、林業就
業相談等

10月
グリーンフェスティバル
実行委員会

茨城県農林水産部林政
課
森づくり推進室
(029-301-4021)

茨城県 那珂市 もりもくフェア
研究内容の紹介、成果の展
示、木工工作、丸太切り体
験等

11月13日 茨城県
茨城県林業技術セン
ター
(029-295-7318)

茨城県 水戸市 市民参加の森づくり 植林 平成29年3月4日 水戸市
水戸市森林公園
（029-252-7500）

茨城県 水戸市
森林づくり体験

下刈り、間伐、広葉樹育成 7月～11月 水戸市
水戸市森林公園
（029-252-7500）

茨城県 水戸市 森の工作教室 木工教室 7月～8月 水戸市
水戸市森林公園
（029-252-7500）

茨城県 水戸市 木の名前あてクイズ クイズ 5月7日、8日 水戸市
水戸市森林公園
（029-252-7500）

茨城県 つくば市
高崎自然の森
里山たのしみ隊

森林学習会

５月15日
７月27日
８月３日
11月12日

つくば市
つくば市農業課
（029-883-1111）

茨城県 つくば市
高崎自然の森
つくば・いなか体験

森林学習会 9月24日 つくば市
つくば市農業課
（029-883-1111）

茨城県 つくば市 森林ボランティア活動 森林保全・環境整備

４月16日・17日
６月18日・19日
８月20日・21日
10月15日・16日
12月17日・18日
２月18日・19日

つくば市
つくば市農業課
（029-883-1111）

栃木県 栃木市 林業体験教室 木工教室 7月25日 栃木市 （0282-21-2386）

群馬県 中之条町 奥四万湖散歩ツアー

・森林に関する実施内容
　 自然観察
・その他イベント内容
　 ダム施設見学

7月24日
四万温泉協会
中之条町
群馬県

四万温泉協会
(0279-64-2321)

群馬県 太田市 ぐんまウォーターフェア

・森林に関する実施内容
   森の生き物の観察
   県産材の積み木遊び
・その他イベント内容
   水に関する展示、実験

7月29日～7月31日 群馬県
地域政策課
(027-226-2362)

群馬県 みなかみ町
利根川水系上下流交流事業
夏休み水のふるさと体験会

・林業体験
　丸太切り､ｺｰｽﾀｰづくり体
験
・自然観察会

8月18日～8月19日
利根川水系上下流交
流事業実行委員会(群
馬県､東京都)

地域政策課
(027-226-2362)

千葉県 君津市 木工体験教室
キャンプの思い出に木工作
品のおみやげづくり

7月16日～8月31日 清和県民の森
清和県民の森管理事務
所
 （0439-38-2222）

千葉県 君津市 森の探検隊
いろいろな森のミッションに
挑戦

7月16日～8月31日 清和県民の森
清和県民の森管理事務
所
 （0439-38-2222）

千葉県 香取郡東庄町 夏休み木工クラフト体験
木の実や小枝などを使った
クラフトづくり

7月17日～8月28日 東庄県民の森
東庄県民の森管理事務
所
 （0478-87-0393）

千葉県 鴨川市 夏休みこども自然教室
トンボなどの生き物さがし、
森でひろった素材を使った
工作体験

7月24日 内浦山県民の森
内浦山県民の森管理事
務所
 （04-7095-2821）

千葉県 香取郡東庄町 夏の星空観察会 県民の森で星空を観察する 7月30日 東庄県民の森
東庄県民の森管理事務
所
（0478-87-0393）

千葉県 館山市  動物やパズルを作ろう
電動糸鋸盤を使って動物や
パズルづくり

7月30日 館山野鳥の森
館山野鳥の森管理事務
所
 （0470-28-0166）

千葉県 君津市 渓流遊び
小糸川上流で、思い切り水
遊び

8月6日 清和県民の森
清和県民の森管理事務
所
 （0439-38-2222）

千葉県 船橋市 クラフトづくり
身近な自然のもので、工作
や雑貨づくりを楽しむプログ
ラム

8月7日 船橋県民の森
船橋県民の森管理事務
所
（047－457-4094）



主催者名
連絡先

（電話番号）
都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

新潟県
村上市
関川村

緑の少年団入団式
（関川村、村上市山北）

森林学習会（きのこ駒打ち・
講義・緑の募金活動等）

4月16日：関川
4月23日：山北

関川村教育委員会
村上市教育委員会（山
北支所）

関川村教育委員会
（0254-64-3019）
村上市教育委員会
（山北支所）
（0254-77-3952）

新潟県 村上市
育樹を通じ、自然を学ぶ日in村
上

育樹活動等（育樹・保育・学
習）

5月14日

特色のある緑の公園を
造る会
岩船・村上緑化推進連
絡会議
村上市

特色のある緑の公園を
造る会
（0254-62-1767）

新潟県 村上市 美しい森づくりアシスト事業
森林整備（海岸マツ保安林
等整備）

5月15日：お幕場

6月下旬：瀬波

岩船・村上緑化推進連
絡会議
特色のある緑の公園を
造る会

岩船・村上緑化推進連
絡会議事務局
（0254-62-7088）
特色のある緑の公園を
造る会
（0254-62-1767）

新潟県 村上市 第57回岩船林業振興祭 森林整備（式典・植樹等） 10月上旬
岩船林業振興祭実行
委員会

岩船林業振興祭実行委
員会事務局
（0254-62-7088）

新潟県 村上市 第16回さけの森林づくり

記念植樹、森林整備（国有
林整備）、森林学習会（村上
市朝日緑の少年団活動講
義）

10月上旬
さけの森林づくり推進
協議会

村上市朝日支所産業観
光課
（0254-72-6883）

新潟県 村上市
関川村

緑の少年団活動
（村上市山北、村上市朝日、関
川村）

森林整備（民有林整備）、森
林見学（森林観察）

9月下旬
～10月下旬
（全3回）

村上市教育委員会
（山北支所）
村上市教育委員会
（朝日支所）
関川村教育委員会

村上市教育委員会（山
北支所）
（0254-77-3952）
村上市教育委員会（朝
日支所）
（0254-72-6403）
関川村教育委員会
（0254-64-3019）

新潟県 村上市
村上市内小学校（8校程度）
森林・林業教育特別普及活動事
業等

森林学習会 未定
新潟県村上地域振興
局、村上市内小学校

村上地域振興局林業振
興課
（0254-53-8971）

新潟県
村上市内小学
校（5校程度）

木工教室 木工教室 未定
新潟北部地域林業振
興協議会

新潟北部地域林業振興
協議会事務局
（0254-62-7088）

新潟県 阿賀町 緑の学校 木工作業、自然観察 9月2日
新潟県新潟地域振興
局津川地区振興事務
所

津川地区振興事務所
（0254-92-0957）

新潟県 阿賀町 緑の学校 除伐作業、木工作業 10月26日
新潟県新潟地域振興
局津川地区振興事務
所

津川地区振興事務所
（0254-92-0957）

新潟県 阿賀町 緑の学校 自然観察等 6月～10月
新潟県新潟地域振興
局津川地区振興事務
所

津川地区振興事務所
（0254-92-0957）

新潟県 新潟市 海の森のつどい 海岸林の紹介と整備
6月11日
7月24日

新潟市
新潟市水産林務課
（025-228-1000）

新潟県 五泉市 緑の少年団交流集会
森林を通じた小学生の育成
指導

8月19日
下越地区緑の少年団
交流集会実行委員会

五泉市農林課
（0250-43-0390）

新潟県 聖籠町 聖籠町植樹祭 海岸林造成（植樹） 10月下旬 聖籠町
聖籠町産業観光課
（0254-27-2111）

新潟県 長岡市 緑の少年団交流集会
森林を通じた小学生の育成
指導

8月上旬
緑の少年団交流集会
実行委員会

長岡地域振興局農林振
興部林業振興課
（0258-38-2573）

新潟県 加茂市 加茂市炭焼き体験 炭焼き体験

１０月１６日、１０月
２３日、１０月３０
日、１１月１３日、１
１月２０日、１１月２
７日

加茂市
加茂市商工観光課
（0256-52-0080）

新潟県 上越市 緑の少年団交流集会 木工・自然観察 8月5日
緑の少年団交流集会
実行委員会

上越地域振興局林業振
興課
（025-526-9466）

新潟県 上越市 休日林業入門
間伐方法・チェンソーの使い
方等

9月12日
新潟県上越地域振興
局

上越地域振興局林業振
興課
（025-526-9466）

新潟県 上越市 城下町花ロード 越後杉ＰＲ・木工 10月11日
城下町花ロード実行委
員会

城下町花ロード実行委
員会
（025-525-1185）

新潟県 上越市 上越地域森と緑の感謝祭 記念植樹・森林体験 10月17日
森と緑の感謝祭実行委
員会

上越市農林水産整備課
（025-526-5111）

新潟県 糸魚川市 小学生総合学習支援プログラム 森林教育、浄水実験 6月下旬
新潟県糸魚川地域振
興局

糸魚川地域振興局農村
計画課
（025-552-1789）

新潟県 糸魚川市 緑の少年団交流集会
自然観察、山の幸（草木）染
め

8月4日
糸魚川地区緑の少年
団交流集会実行委員
会

糸魚川地域振興局林業
振興課
（025-553-1947）



主催者名
連絡先

（電話番号）
都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

新潟県 糸魚川市 森林・林業教育活動
森林整備体験（つる切り、除
草等）

9月上旬
（公社）にいがた緑の百
年物語緑化推進委員
会糸魚川支部

糸魚川市商工農林水産
課
（025-552-1511）

新潟県 糸魚川市 小学生総合学習支援プログラム 森林教育、浄水実験 9月中旬
新潟県糸魚川地域振
興局

糸魚川地域振興局農村
計画課
（025-552-1789）

新潟県 糸魚川市 第７回ブナ林ツアー 自然観察 10月中旬
（公社）にいがた緑の百
年物語緑化推進委員
会糸魚川支部

糸魚川市商工農林水産
課
（025-552-1511）

新潟県 糸魚川市 山の手入れ講習会
伐木安全講習、チェンソー
目立て講習

11月中旬 糸魚川市
糸魚川市商工農林水産
課
（025-552-1511）

新潟県 佐渡市内 第35回綠の少年団交流集会 未定 8月 交流集会実行委員会
佐渡市学校教育課
（0259-27-4898）

新潟県
佐渡市千種地
内（予定）

第44回佐渡地方植樹際 植樹・育樹 10月上旬
佐渡地方植樹祭実行
委員会

佐渡市農林水産課
（0259-63-3761）

富山県 富山市 有峰で遊ぼう
昆虫採種、枝などを利用し
たクラフト作り等

８月上旬
（社）富山県農林水産
公社

(076-481-1758)

富山県 魚津市 とやま森の祭典
植樹、森林整備、プランター
カバー製作等

5月22日 富山県 (076-444-3388)

石川県 小松市 大杉谷川「川まつり」
体験学習事業
（放流・釣り体験）

7月3日
大杉谷川漁業協同組
合

(090-4324-1440)

石川県 小松市 ヤマメ公開放流と釣りイベント
体験学習事業
（放流・釣り体験）

7月24日 新丸漁業協同組合 (0761-47-3053)

福井県 大野市 もりみずカップ少年サッカー大会 6月18日・19日
もりみずカップ実行委員
会、フェンテ大野フット
ボールクラブ

福井県 大野市 真名川ダム見学 7月30日
九頭竜川ダム統合管理
事務所

九頭竜川ダム統合管理
事務所
（0779-66-5300）

福井県 大野市 笹生川ダム見学 7月30日 砂防防災課
砂防防災課
（0776-20-0482）

福井県 大野市 九頭竜ダム見学 7月31日
九頭竜川ダム統合管理
事務所

九頭竜川ダム統合管理
事務所
（0779-66-5300）

福井県 大野市 日帰り留学 8月20日
九頭竜川ダム統合管理
事務所

九頭竜川ダム統合管理
事務所
（0779-66-5300）

山梨県
山梨市三富上
釜口篠原

森と湖に親しむ旬間
ダム見学者への施設説明、
ダム関係ビデオ上映等の実
施、木工教室、パネル展示

8月21日 山梨県
広瀬・琴川ダム管理事
務所
(0553-39-2411)

長野県
南佐久郡小海
町

佐久地域みどりの少年団交流集
会

木工教室 8月3日
佐久地方事務所
佐久森林林業振興会

(0267-63-3154)

長野県 上田市 森の学校
登山、森林整備体験、クラフ
ト教室

7月30日
10月22日

森の学校実行委員会
上田市森林整備課
（0268-23-5124）

長野県 東御市 東御の森 市民のつどい 森林散策・森林体験 10月23日
東御市、(公)Save Earth
Foundation、「四季の
森」里山を守る会

東御市
（0268-64-5898）

長野県
長和町長久保
学者村別荘地
内

長和町全町桜運動 山桜30本植樹 5月25日 長和町 (0268-75-2047)

長野県 辰野町
サマーキャンプ（しだれ栗森林公
園）

サマーキャンプ（しだれ栗森
林公園）

7月27日～7月29日 (株)サンアメニティ (0266-41-5555)

長野県 伊那市 昆虫の採集・観察会 平地林内の昆虫の観察 7月24日、9月11日
伊那市、ミヤマシジミ研
究会

伊那市
（0265-78-4111）

長野県 伊那市
第67回全国植樹祭
上伊那地区県民植樹

式典、育樹・植樹作業 6月5日
全国植樹祭上伊那地
区県民植樹実行委員
会

上伊那地方事務所林務
課
（0265‐76‐6824）

長野県 阿南町
飯伊地区みどりの少年団交流集
会

ウォークラリー 7月28日
みどりの少年団
飯伊地区協議会

地事林務課
（0265－53－0425）

長野県 木祖村 緑の少年団地区交流集会 ウォークラリー・木工教室等 8月2日
緑の少年団木曽地区
協議会

木曽地方事務所
（0264-25-2225）

長野県 松本市
第１１回寿きずなの森フェスティ
バル

木工教室、林業体験、トレッ
キング、山遊び

7月18日
寿きずなの森
フェスティバル
実行委員会

(0263-58-2038)

長野県 松本市
芥子坊主山の市民ボランティア
作業

簡単な山の整備事業、きの
こ原木の駒打ち、タケノコ採
り、自然観察会

6月25日 松本市
松本市役所耕地林務課
（0263-34-3224）

長野県 松本市 第５１回松本農林業まつり
木工体験教室や薪ストーブ
展示（予定）

9月10日
松本農林業まつり実行
委員会

松本市役所農政課
（0263-34-3221）



主催者名
連絡先

（電話番号）
都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

長野県 生坂村 TIENISJAPAN植樹祭 河川敷整備植樹 6月11日 生坂村 (0263-69-3111)

長野県 塩尻市 塩尻市市民の森林づくり
市民参加による植樹や除伐
作業

9月3日
塩尻市市民の森林づく
り実行委員会

塩尻市農林課
（0263-52-0280）

長野県 松本市 牛伏治山事業見学会 牛伏周辺の砂防施設見学 5月27日 松本建設事務所 (0263-40-1967)

長野県 塩尻市 奈良井ダム見学会
ダム管理所及び堤体内見
学

7月26日 奈良井川改良事務所 (0263-40-1982)

長野県 麻績村 北山ダム見学会
ダム管理所及び堤体内見
学

7月23日 奈良井川改良事務所 (0263-40-1982)

長野県 朝日村 信州　山の日　記念　登山 鉢盛山登山 7月24日 朝日村
朝日村産業振興課
（0263-99-2001）

長野県 松川村 みどりの少年団交流集会 ウォークラリー等 7月30日
みどりの少年団大北地
区協議会

北安曇地方事務所
（0261-23-6522）

長野県 千曲市
みんなで育てる協働の森づくり
（千曲市植樹祭）

植樹活動及び木工教室 5月14日 千曲市
千曲市農林課
（026-273-1111）

長野県 千曲市
みんなで育てる協働の森づくり
（千曲市育樹祭）

育樹活動及び木工教室 10月8日 千曲市
千曲市農林課
（026-273-1111）

長野県 高山村 植樹祭（育樹祭）
広葉樹の植樹、松くい虫駆
除作業見学

10月22日 高山村
高山村産業振興課
（026-214-9296）

長野県 須坂市
坂田山共生の森
オオムラサキ観察会

講師の話を聞き森林と昆虫
の森林生態を学ぶ

7月16日
坂田山共生の森を愛す
る会

(026-246-1576)

長野県 須坂市 豊丘ダムまつり
ダムと河川等に親しんでも
らうため、ダム探検、水質検
査体験、建設機械の展示等

7月24日
須坂建設事務所・須坂
市・豊丘地域活性化委
員会

(026-245-1670)

長野県 高山村
みどりの少年団長野地区交流集
会

森林教室、木工教室 7月28日 長野地方事務所 (026-234-9522)

長野県 山ノ内町 北信州みどりの少年団交流集会
森林ウォークラリー、木工教
室

8月2日
みどりの少年団
北信地区協議会

北信地方事務所林務課
（0269-23-0218）

岐阜県

各務原市川島
笠田町
河川環境楽園
ほか

第１回～第３回こども環境教室
水質、地球環境、生物につ
いての教室

７月下旬
各務原市
環境政策課

(058-383-1111)（代）

岐阜県 揖斐川町開田
徳山ダム上流に「実のなる木を
植えよう大作戦」

植栽、下刈
6月下旬、
11月上旬

①NPO法人揖斐自然環
境レンジャー
②(一財)いびがわ生命
の水と森の活動セン
ター

①0585-23-1111㈹
内線462
②0585-52-0166

岐阜県
揖斐川町東横
山

「イビデンの森」
森林づくり活動

植栽、下刈等
4月23日,6月25日,
9月3日,10月29日

①岐阜県
②揖斐川町
③イビデン㈱

①恵みの森づくり推進課
058-272-8473
②みどり環境推進室
0585-22-2111㈹
内線143
③人事・総務部
0584-81-3112

岐阜県
池田町藤代、
片山

「平和の森・池田」
森林づくり活動

植栽、除伐等 春1回、秋1回
①岐阜県
②池田町
③㈱平和堂

①恵みの森づくり推進課
058-272-8473
②産業課
0585-45-3111㈹
内線254
③CSR推進室
0749-23-3150

岐阜県 揖斐川町日坂
「OKB森林共和国」
森林づくり活動

植栽、下刈等 4月23日,6月18日
①岐阜県
②揖斐川町
③㈱大垣共立銀行

①恵みの森づくり推進課
058-272-8473
②みどり環境推進室
0585-22-2111㈹
内線143
③公務金融部
0584-74-2344

岐阜県
郡上市八幡町
市島

長良川源流の森育成事業 植樹 5月15日 郡上漁業協同組合 (0875-65-2562)

岐阜県
郡上市内（場所
未定）

鮎の日イベント（仮称） 魚つき保安林紹介 7月24日 郡上市（農務水産課） (0575-67-2121)

静岡県 伊東市 奥野ダム一日ダム教室
ダム見学、木工教室、地場
産品展示

7月27日
静岡県
伊東市

東部農林事務所治山課
（055-920-2173）

静岡県 富士宮市 富士山水まつり
川遊び、水生生物教室、地
下水利用企業の出店、おい
しい水道水の啓発

7月31日 富士宮市
富士宮市花と緑と水の
課
(0544-22-1169)

静岡県 藤枝市 夏休み親子森林体験ツアー
森林散策・間伐体験・木工
工作

7月30日 藤枝市・樵の会
藤枝市産業振興部農林
課森林整備係
（054-643-3350）



主催者名
連絡先

（電話番号）
都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

愛知県 新城市
森林・林業技術センター公開
デー

森林整備体験、木工体験、
試験研究成果発表

7月29日、30日
森林・林業技術
センター

森林・林業技術センター
（0536-34-0321）

愛知県 尾張旭市 わくわく自然塾 夏の昆虫探し 7月16日
愛知県
森林公園

愛知県 尾張旭市 野の花めぐり
サギソウ、シマジタムラソウ
の観察会

7月27日
愛知県
森林公園

愛知県 尾張旭市 四季の風景
森林公園内で撮影された写
真の募集

4月1日～12月28日
愛知県
森林公園

三重県 菰野町 夏のきのこ観察会 キノコ観察 7月16日 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 菰野町 ライトトラップ 昆虫観察会 7月30日 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 伊賀市 標本作りワークショップ① 昆虫標本の作成 7月3日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

三重県 伊賀市 夏のきのこ観察会 キノコ観察 7月10日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

三重県 伊賀市 伊賀のこども里山検定 里山の動植物を観察 7月17日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

三重県 伊賀市 夏のエコフェア2016 木のストラップ作り 7月23・24日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

三重県 伊賀市
自然のいろ色イロ〜土でペイン
ティング

土で絵を描く 7月30日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

三重県 伊賀市 夏休み親子木工教室
モリメイト行事、木の本棚作
り

7月31日 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150）

滋賀県 長浜市
（仮称）山を活かす、山を守る、
山に暮らす交流会

森林・林業の啓発、木工体
験、木工作品の展示等

10月1日
主催：滋賀県
共催：長浜市

(077-528-3918)

京都府 井手町 木工教室 木工教室 8月5日頃
井手町豊かな緑と清流
を守る協議会

井手町産業環境課
（0774-82-6168）

京都府 井手町 森林体験教室
薪づくり体験、花炭づくり体
験

2月20日頃
井手町豊かな緑と清流
を守る協議会

井手町産業環境課
（0774-82-6168）

京都府 綾部市 子ども林業大学 森林学習会、木工教室 8月初旬
綾部市
興農会議

農林課
（0773-42-4362）

京都府 舞鶴市 水辺教室 水生生物の観察、水質調査 7月30日 まいづる環境市民会議
まいづる環境市民会議
事務局 生活環境課
（0773-66-1064）

京都府 綾部市 全国緑のこどもサミット 森林学習会 １０月初旬 京都府
モデルフォレスト・全国
育樹祭推進課
（075-414-5014）

大阪府 大阪狭山市 狭山池再発見
ダム・副池・狭山池博物館
の見学

7月16日
大阪府河川室・富田林
土木事務所・南河内農
と緑の総合事務所

富田林土木事務所
0721-25-1131（内313）

大阪府 河内長野市
クール＆パワ―スポット「滝畑ダ
ム探検」

ダム施設探検・周辺見学 未定
南河内農と緑の総合事
務所

南河内農と緑の総合事
務所
0721-25-1131（内210）

大阪府 熊取町 川たんけん 水辺の生き物とふれあう 7月24日
NPO法人ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ熊
取

野外活動ふれあい広場
(072-453‐5556)

大阪府 熊取町 夏休み子ども自然教室
クラフト・自然教室・野外体
験等

8月6日・7日・20日・
21日

熊取町緑と自然の活動
推進委員会

野外活動ふれあい広場
(072-453‐5556)

兵庫県 洲本市

ひょうご森のまつり2016
「山と海、史跡とともに森づくり～
御食国の淡路島で自然と歴史を
感じよう」（仮称）

式典・記念植樹・出展・体験
型プログラム

11月6日
兵庫県、洲本市、（公
社）兵庫県緑化推進
協会

兵庫県　豊かな森づくり
課
(078-362-3613)

兵庫県 上郡町 第２４回安室ダムまつり

ダム見学会
ダム湖でのカヌー体験教室
ゴムボートでの湖上巡視体
験

7月18日
安室ダムまつり実行委
員会

船坂公民館
(0791-55-1060)

兵庫県 宍粟市 音水湖カヌーまつり
ダム見学会、 カヌー（無料
体験、デモンストレーショ
ン）、湖面探索体験

7月23日
音水湖カヌーまつり実
行委員会

宍粟市波賀市民局まち
づくり推進課）
(0790-75-2220)

兵庫県 丹波市 三宝ダム見学会
ダム見学会
夏祭り等

８月中旬
丹波市、
上三井庄自治会、
丹波土木事務所

丹波土木事務所　河川
課
(0795-73-3846)

奈良県
奈良市
川上村

山もり・てんこ森
～山・川・海の恵みを未来へ～

森林伐採体験、木工工作 7月18日 奈良県
奈良県森林整備課
（0742-27-7612）

奈良県 奈良市 奈良県立図書情報館展示
森林環境税に関するパネル
展示

8月9日～8月14日 奈良県
奈良県森林整備課
（0742-27-7612）

奈良県 天理市 リバーウォッチング リバーウォッチング 7月9日 天理市
天理市環境政策課
（0743-63-1001）



主催者名
連絡先

（電話番号）
都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

奈良県 生駒市
夏休みを森で遊ぼう！
「自然観察とクラフトづくり」

自然観察
クラフトづくり

8月11日 生駒市
生駒市みどり公園課
（0743-74-1111）

奈良県
奈良市
宇陀市

「水の週間」親子ダム見学会 ダム見学 8月3日 奈良県
奈良県地域政策課
（0742-27-8029）

奈良県 奈良市 森林環境教育「森の学校」 木工クラフト 8月11日 奈良県
奈良県北部農林振興事
務所（0743-51-0374）

奈良県
御所市
川上村

夏休み小学生の水道施設・水源
地体験ツアー

ダム見学
源流の森散策

8月19日 奈良県
奈良県水道局
（0742-20-4621）

奈良県 御杖村 親子で木こりと木工体験
間伐体験
木工体験

8月27日 奈良県
奈良県東部農林振興事
務所
（0745-84-9501）

奈良県 葛城市 二上山ふるさと公園「森の学校」
森林観察
パネル展示

8月11日 奈良県
奈良県中部農林振興事
務所
（0744-48-3084）

和歌山県 県内 企業の森活動 植栽活動・下刈活動等 4月～11月 県庁・森林整備課 (073-432-4111)

和歌山県 県内 森林体験学習
間伐体験・植栽体験・木工
教室

年間130回 県庁・森林整備課 (073-432-4111)

和歌山県 北山村 わかやま森林と樹木の日
記念植樹・緑化功労賞の表
彰・木工体験等

5月21日 県庁・森林整備課 (073-432-4111)

鳥取県 鳥取市 殿ダムに行こう 8月11日
国土交通省中国整備
局鳥取河川国道事務
所殿ダム管理支所

(0857-21-0581)

鳥取県 南部町 七夕まつり 7月3日
南さいはく地域振興協
議会

（0859-66-5115）

鳥取県 南部町 第３回かまくら納涼祭 7月24日
南さいはく地域振興協
議会

（0859-66-5115）

鳥取県 南部町 夏休み交流キャンプ 7月24・25日
南さいはく地域振興協
議会

（0859-66-5115）

鳥取県 琴浦町 ウォーターキャラバン
船上山発電所及びダム関
連施設を見学し、その意義
を学ぶ

日程は決定してお
らず、6月から7月
の間に実施する予
定

琴浦町 (0858-55-7803)

島根県 安来市 山佐ダムキャンプ場祭り 花火大会、焼肉、演芸会 7月30日
山佐ダム体験交流施設
管理組合(NPO法人や
まびこ)

山佐ダム交流センター
(0854-35-0129)

島根県
島根県
飯南町

しまね県民の森ふれあい講座
登山、トレッキング
工作、野外活動

4月23日～各月の
土曜日又は日曜日

島根県中山間地域
研究センター
県有林管理スタッフ

もりふれ倶楽部
(0852-66-3586)

島根県
島根県
飯南町

みーもサマースクール

森と身近にふれあい、森林
の働きや、その重要性を学
ぶ登山、工作、自然観察、
森林セラピー、ネイチャー
ゲーム

6～10月の平日
島根県林業課
水と緑の森づくり
グループ

(0852-22-5166)

山口県 岩国市 ダム見学会 7月21日～7月31日 山口県
小瀬川ダム管理事務所
（0827-56-0321）

山口県 岩国市 ダム見学会 7月25日～7月31日 山口県
生見川ダム管理所
（0827-77-0331）

山口県 岩国市 ダム見学会 7月22日～7月25日 山口県
中山川ダム管理所
（0827-84-2552）

山口県 柳井市 ダム見学会 7月25日～7月31日 山口県
黒杭川上流ダム管理所
（0820-22-2711）

山口県 周防大島町 ダム見学会 7月23日～7月24日 山口県
屋代ダム管理所
（0820-74-4400）

山口県 下松市 ダム見学会 7月22日～7月24日 山口県
末武川ダム管理所
（0833-43-9119）

山口県 周南市 ダム見学会 7月25日～7月31日 山口県
菅野ダム管理事務所
（0834-86-2331）

山口県 周南市 ダム見学会 7月25日～7月31日 山口県
川上ダム管理事務所
（0834-62-2982）

山口県 山口市 ダム見学会 7月21日～7月27日 山口県
佐波川ダム管理事務所
（0835-56-0020）

山口県 山口市 ダム見学会 7月23日～7月24日 山口県
一の坂ダム管理所
（083-922-5639）

山口県 宇部市 ダム見学会 7月24日～7月30日 山口県
厚東川ダム管理事務所
（0836-62-0666）



主催者名
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山口県 宇部市 ダム見学会 7月22日～7月23日 山口県
今富ダム管理所
（0836-67-1517）

山口県 宇部市 ダム見学会 7月24日～7月25日 山口県
真締川ダム管理所
（0836-37-0177）

山口県 下関市 ダム見学会 7月21日～7月27日 山口県
木屋川ダム管理事務所
（083-766-0122）

山口県 下関市 ダム見学会 7月21日～7月27日 山口県
西部利水事務所
（083-287-1122）

山口県 長門市 ダム見学会 7月23日～7月27日 山口県
大坊ダム管理所
（0837-32-0960）

山口県 長門市 ダム見学会 7月23日～7月24日 山口県
湯免ダム管理所
（0837-43-2990）

山口県 萩市 ダム見学会 7月22日～7月24日 山口県
見島ダム管理所
（0838-23-5201）

山口県 萩市 ダム見学会 7月21日～7月26日 山口県
阿武川ダム管理事務所
（0838-54-2055）

徳島県 上勝町 高丸山　夏の昆虫観察会 森と虫の関係について学ぶ 7月24日
徳島県(高丸山先年の
森事務局)

千年の森ふれあい館
(0885-44-6680)

徳島県 上勝町 高丸山　森と川の観察会
森と川の関係を体験しなが
ら学ぶ

8月6日
徳島県(高丸山先年の
森事務局)

千年の森ふれあい館
(0885-44-6680)

徳島県 神山町
ネイチャーゲーム体験で
自然を感じよう

森林公園で木に親しんで遊
ぶ

7月17日
徳島県(神山森林公園
事務局)

管理事務所
(088-678-0114)

徳島県 神山町 木工教室
神山杉を使って色々な作品
作り

7月24日
徳島県(神山森林公園
事務局)

管理事務所
(088-678-0114)

徳島県 神山町 木工教室
神山杉を使って色々な作品
作り

8月7日
徳島県(神山森林公園
事務局)

管理事務所
(088-678-0114)

徳島県 那賀町 木頭杉一本乗り大会 丸太一本乗り競技審査会 7月31日 木頭杉一本乗り保存会
木頭杉一本乗り大会事
務局
（0884-68-2311）

愛媛県 東温市 県植樹祭 記念式典、記念植樹 4月23日
愛媛県、（公財）愛媛の
森林基金

愛媛県森林局森林整備
課内
（089-912-2601）

愛媛県 砥部町 えひめ山の日の集い
森林に関するアトラクショ
ン、自然散策、親子木工教
室

8月、11月
愛媛県、（公財）愛媛の
森林基金

(089-912-2595)

愛媛県 県内一円
えひめの森林・林業写真コンクー
ル

森林・山村等の写真を募集 7月～1月
（公財）愛媛の森林基
金

愛媛県森林局森林整備
課内
（089-912-2601）

愛媛県 西条市
「アサヒビール感謝の森」森林づ
くり活動

下刈り等 6月～11月
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ、西条市森林
と緑の推進協議会

西条市林業振興課
（0897-56-5151）

愛媛県
東温市・西条
市・大洲市

「伊予銀行ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝの森」森林
づくり活動

下刈り、森林教室等 6月～2月

伊予銀行、中予・東予
地区森林と緑の推進協
議会、大洲市森林と緑
の推進協議会

中予地方局森林林業課
（089-909-8767）
東予地方局森林林業課
（0898-68-7438）
大洲市農林水産課
（0893-24-1727）

愛媛県 松山市
「愛媛銀行ecHoの森」森林づくり
活動

下刈り・椎茸植菌・森林環境
教育等

6月～2月
愛媛銀行、中予地区森
林と緑の推進協議会

中予地方局森林林業課
（089-909-8767）

愛媛県 東温市
「愛媛トヨペットの森」森林づくり
活動

下刈り等 6月～2月
愛媛ﾄﾖﾍﾟｯﾄ、中予地区
森林と緑の推進協議会

中予地方局森林林業課
（089-909-8767）

愛媛県 松山市 「楽天の森」森林づくり活動 下刈り、植栽等 7月～11月
楽天、（公財）愛媛の森
林基金

愛媛県森林局森林整備
課内
（089-912-2601）

高知県 いの町 親子ガサガサ体験教室 水生生物観察会 5月21日
高知県青少年の家
仁淀川清流補選推進
協議会

いの町天王北１-14
（088-891-5331）

高知県 土佐市 親子カニカニ体験教室 水生生物観察会 5月28日
高知県青少年の家
仁淀川清流補選推進
協議会

いの町天王北１-14
（088-891-5331）

高知県

仁淀川流域市
町村（仁淀川
町、越知町、佐
川町、日高村、
いの町、土佐
市、高知市）

仁淀川一斉清掃 河川一斉清掃 10月22日（予定）
仁淀川清流保全推進
協議会

高知県環境共生課
（088-821-4863）

佐賀県 佐賀市 春の北山　森林浴体感ツアー 森林浴セラピー体験 5月21日 佐賀市
佐賀市森林整備課
(0952-58-2183)

佐賀県 佐賀市 森林体験合宿 林業体験 8月下旬 佐賀市
佐賀市森林整備課
(0952-58-2183)
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都道府県 所在地 行事名 森林に関する実施内容 実施予定日

佐賀県 佐賀市 バルーンフェスタ（会場ブース内） 木工教室
10月28日～11月6
日

佐賀市
佐賀市森林整備課
(0952-58-2183)

佐賀県 佐賀市 秋の北山　森林浴体感ツアー 森林浴セラピー体験 11月12日 佐賀市
佐賀市森林整備課
(0952-58-2183)

佐賀県 佐賀市 富士町ふれあい祭り 木工教室 11月下旬 佐賀市
佐賀市森林整備課
(0952-58-2183)

長崎県 新上五島町 森林のつどい 森林教室 5月28日 新上五島町
新上五島町農林課
（0959-53-1111）

長崎県 対馬市 花苗植樹・田んぼの生き物学習
花苗植樹、田んぼの生き物
学習

6月11日 金田緑の少年団
対馬市農林・しいたけ課
(0920-53-6111)

長崎県 雲仙市
吾妻町緑の少年団・愛野町緑の
少年団夏の野外活動

森林教室・木工体験 8月頃
雲仙市・吾妻町緑の少
年団・愛野町緑の少年
団

雲仙市農林水産課
(0957-38-3111)

長崎県 雲仙市
島原地区緑の少年団地域交流
集会

森林教室 8月頃
島原地区緑の少年団
連盟

雲仙市農林水産課
(0957-38-3111)

長崎県 島原市 有明町緑の少年団野外活動 木工体験 8月頃
島原市・有明町緑の少
年団

島原市農林水産課
(0957-68-1111)

長崎県 五島市 緑の少年団地域交流集会 植樹、森林教室 8月24日～25日 五島市・新上五島町
五島市農林整備課
（0959-72-6111）

長崎県 南島原市 秋の森林環境体験学習 森林教室・竹細工・栗拾い 10月頃
南島原市・みんなの森
守実行委員会

南島原市農林課
(0957-82-0217)

長崎県 雲仙市 島原半島森林のつどい 森林教室・木工体験・下刈 10月頃 雲仙市
雲仙市農林水産課
(0957-38-3111)

長崎県 五島市 森林のつどい 森林教室 10月22日 五島市
五島市農林整備課
（0959-72-6111）

長崎県 壱岐市 森林のつどい 植樹体験、木工体験等 11月5日 壱岐市
壱岐市農林課
（0920-44-6111）

長崎県 長与町 緑の少年団交流集会 森林教室 11月14日 長与町
長与町農林水産課
（095-883-1111）

長崎県 島原市
第18回高校生卒業記念植樹・育
樹

記念植樹 平成29年2月頃 雲仙百年の森づくり会
百年の森づくりの会
(0957-64-0235)

熊本県
八代市松江城
町

水とみどりのふれあいスクール
森林インストラクターによる
散策研修、間伐作業の見
学、山の幸食体験

10月
八代市みどり推進協議
会

八代市水産林務課
（0965-33-4119）

大分県 津久見市 第6回つくみ山桜まつり 桃源郷ウォーク 4月1、2日
つくみ山桜まつり実行
委員会

(0972-82-0952)

大分県 中津市 耶馬の森林植樹の集い
山国川の豊かな水を守る記
念植樹

11月5日
耶馬の森林育成協議
会

中津市林政課
（0979-23-0242）

大分県 中津市 耶馬溪湖畔祭り
地元産木材を使った虫籠作
り・　カブトムシ狩り

7月30日
祭りやばけい実行委員
会

中津市耶馬溪支所
（0979-54-3111）

大分県 宇佐市 第22回香下ダム湖畔祭り 森林散策・四季の写真展 9月18日
香下ダム湖畔祭り実行
委員会

宇佐市院内支所
（0978-42-5111）

宮崎県 川南町
「宮崎県川南遊学の森」自然体
験講座昆虫と遊ぼう

森林散策、昆虫採集 7月24日
宮崎県緑化推進機構
(県委託)

(0985-31-7759)

宮崎県 川南町
「宮崎県川南遊学の森」自然体
験講座谷川と遊ぼう！夏の自然
発見

森林散策、川遊び 8月21日
宮崎県緑化推進機構
(県委託)

(0985-31-7759)

宮崎県 未定（宮崎市）
第１１回「水と緑の森林づくり」県
民ボランティアの集い

記念植樹、下刈、枝打ち 10月末

県、県議会森林・林業
活性化促進議員連盟、
みやざき木づかい県民
会議

(0985-26-7153)

宮崎県
未定（西臼杵
郡）

森林づくり県民ボランティアの集
い

未定 10月～11月 県 (0982-72-3178)

宮崎県
東臼杵郡美郷
町西郷田代

森とのふれあい祭り

木の実クラフト教室、木工教
室
森の恵み教室、森の木の公
園

10月30日 宮崎県森林林業協会
宮崎県森林林業協会
「森の科学館」
（0982-66-2004）

鹿児島県 姶良市 みどりの感謝祭
森林・林業学習会、木工教
室、森の散策ほか

4月29日
鹿児島県、(公財)かごし
まみどりの基金、鹿児
島県森林整備公社

鹿児島県地球温暖化対
策課
(099-286-2546)

鹿児島県 霧島市 「九州森林の日」植樹祭
植樹体験活動
木工教室ほか 11月21日

鹿児島県、九州森林管
理局、(公財)かごしまみ
どりの基金

鹿児島県地球温暖化対
策課
(099-286-2546)

鹿児島県 日置市 鹿児島地区植樹祭
森林・林業学習会、植樹活
動ほか

11月26日
鹿児島地区林業振興
協議会ほか

鹿児島地域振興局林務
水産課
(099-805-7361)
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鹿児島県 阿久根市 北薩地域植樹祭
森林・林業学習会、植樹活
動ほか

未定
北薩地域森林・林業振
興協議会

北薩地域振興局林務水
産課
(0994-25-5509)

鹿児島県 曽於市 大隅地区植樹祭
森林・林業学習会、植樹活
動ほか

未定
肝属・曽於地域森林・
林業振興協議会ほか

大隅地域振興局林務水
産課
(0994-52-2162)

鹿児島県 屋久島町 熊毛地区植樹祭
森林・林業学習会、植樹活
動ほか

11月上旬
熊毛流域森林・林業活
性化センターほか

熊毛支庁林務水産課
(0997-22-1133)

沖縄県 那覇市ほか
「森と湖に親しむ旬間」パネル展
の実施

森林と水、ダムの役割等の
パネル展示及び関連ダム
祭り開催状況等の写真展示

－

森と湖に親しむ旬間連
絡会議事務局(内閣府
沖縄総合事務局開発
建設部流域調整課）

(098-866-1913)

沖縄県 名護市
第23回羽地ダム鯉のぼり祭り

カヌー体験、ダム施設見学
うなぎつかみ取り大会、親
子手作り玩具教室等

4月30日・5月1日
羽地ダム鯉のぼりまつ
り実行委員会

(0980-53-1212)

沖縄県 大宜味村 第7回大保ダムまつり
キャンドルナイト(7/4開催)、
湖面カヌ－ツアー、ダム施
設見学会、学習の川遊び等

7月2日
大保ダムまつり
実行委員会

(098-968-5100)

沖縄県 宜野座村 第23回漢那ダムまつり
カヌー体験、親子木工教室
森林クイズ、手作り玩具等

7月31日 漢那ダム実行委員会 (098-968-5100)

沖縄県 沖縄市
倉敷ダム「森と湖に親しむ旬間」
行事

記念植樹、ダム施設見学 8月7日
倉敷ダムまつり実行委
員会

(0980-939-1212)

沖縄県 東村
福地ダム夏休み自然体験会

自然観察船、カヌ-体験
ダム施設見学、福地川川遊
び
丸太切り体験等

7月17日
福地ダムまつり実行委
員会

(0980-43-2265)

沖縄県 国頭村 第10回安波ダム・クイナまつり

ダム湖面遊覧、森林ｶﾞｲﾄﾞｳ
ｵ-ｸ、ジャングルカヌー、や
んばる材木工作り体験、森
林パネルクイズ等

9月17日
阿波ダムまつり実行委
員会

(0980-41-2101)

沖縄県 金武町 第1回金武ダムまつり
ダム湖面遊覧、ダム施設見
学会、カヌー体験、森林パ
ネルクイズ、丸太切り体験

9月17日
金武ダムまつり実行委
員会

098-968-2111


