
○都道府県における取組

北海道 北海道浦河郡浦河町上向別地先 「アドベンチャーinうらら湖」
・ダム見学会
・釣り大会

7月24日（日）
（予定）

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）

北海道 北海道様似郡様似町新富
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」

・ダム説明
・魚釣り
・木工教室
・火起こし体験
・ゲーム大会

7月9日(土)～10日(日)
予備日：7月16日(土)～17日(日)
（予定）

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）

北海道 北海道函館市亀田中野町 第33回「水と緑の祭典」
・ダムと森林見学
・花植え
・記念工作

7月22日（金）または29日（金）
（予定）

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）

函館市土木部公園河川管理課
（0138-21-3432）

北海道 北海道留萌郡小平町字滝下
おびらしべ湖
「森と湖に親しむつどい」

・ダム堤体監査廊見学会
・小平太鼓演奏
・地域貢献コーナー
・物産品販売
・ビンゴ大会
・ゲーム大会
・もちまき大会
・飲み物食べ物コーナー
・食品販売

7月23日（土）
（予定）

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 北海道白糠郡白糠町字滝の上地先 ぐるっと庶路ダム紅葉ウォーク
・ダム湖周辺を活用した健康ウオーキング
・ダム見学会

10月16日(日）
（予定）

白糠町
白糠町役場企画財政課
（01547-2-2171）

北海道 苫小牧市 第72回北海道植樹祭
・植樹
・木育ワークショップ
・パネル展示等

5月28日（土） 北海道
苫小牧市都市建設部
緑地公園課公園整備係
（0144-32-6501）

青森県 今別町 木工教室 木工教室 ７月26日（火） 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 外ヶ浜町 緑の少年団交流会 森林教室 10月上旬 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 青森市 木工教室 木工教室 11月上旬 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 弘前市 中南地区緑の少年団交流会
・自然観察会
・木工クラフト体験
・ネイチャーゲーム

９月 津軽流域林業活性化センター
中南地域県民局地域農林水産部
林業振興課内
（0172-33-3857）

青森県 南部町
「水に賢い子どもを育む年間型活動プロ
ジェクト」

・稚魚放流事業
・水生生物調査
・着衣泳・カヌー等
・サケの採卵
・サケの飼育

年12回予定 南部町教育委員会社会教育課
南部町教育委員会
（0178-76-3310）

所在地

「森と湖に親しむ旬間」や「水の日」の関連行事（令和４年度予定）

都道府県
連絡先

（電話番号）
行事名 森林に関する実施内容 実施予定日 主催者名



青森県
五所川原市、つがる市、鯵ケ沢町、
深浦町

木工教室 木工教室
７月～９月
（全７回）

津軽森林活性化センター、
西北地域県民局

西北地域県民局地域農林水産部
(0173-72-6613)

青森県 七戸町 緑の少年団交流会 森林教室 ９月 上北地方林業振興協議会
上北地域県民局地域農林水産部
（0176-24-3379）

青森県 六戸町 宝くじ桜植樹祭 植樹祭 ６月 六ヶ所村緑化推進委員会
六戸町農政課
（0176-55-4495）

青森県 むつ市 緑の少年団交流集会 森林教室 ７月28日（木） 下北流域森林林業活性化センター
下北地域県民局地域農林水産部
林業振興課
（0175-22-8581）

青森県 東通村 東通村植樹祭 植樹祭 ６月18日（土） 東通村緑化推進委員会
東通村農林畜産課農林グループ(0175-
27-2111)

岩手県 花巻市大迫町 森と湖に親しむ旬間 木の遊び具プレゼント
７月22日（金）、７月25日（月）、
７月29日（金）

「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会花巻地区分科会

県南広域振興局土木部
花巻土木センター
（0198-22-4971）

岩手県 釜石市 日向ダム湖畔の集い2022 木工教室 ７月下旬
「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会釜石地区分科会

沿岸広域振興局土木部
（0193-27-5572）

岩手県 遠野市
森と湖に親しむ「遠野第二ダム」の集い
2022

木製記念品配布 ７月下旬
「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会遠野地区分科会

県南広域振興局土木部
遠野土木センター
（0198-68-3572）

秋田県 鹿角市 清流づくり「魚の暮らしやすい川づくり」
・下刈り
・植栽 ８月24日（水）、９月27日（火） 鹿角市河川漁業協同組合

鹿角市河川漁業協同組合
（0186-37-2570）

山形県 鶴岡市 油戸　魚の森づくり活動 森林整備（下刈り） ７月２日（土） 鶴岡市
鶴岡市農山漁村振興課
（0235-25-2111）

山形県 酒田市 砂防林を育てよう 森林整備（枝打ち、除伐） 11月６日（日） 山形県庄内総合支庁、酒田市
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（枝打ち） 12月４日（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）

山形県 酒田市 光ヶ丘松林整備ボランティア 森林整備（下刈り） ６月25日（土）、９月24日（土） 山形県庄内総合支庁、酒田市
庄内総合支庁森林整備課
（0235-66-5524）

山形県 遊佐町 「共存の森」森林整備ボランティア 森林整備（下刈り） ６月19日（日） 遊佐町共存の森運営協議会、遊佐町
遊佐町役場
（0234-72-4521）

山形県 鶴岡市 「JTの森鶴岡」 森林整備（除伐、枝打ち、下刈り） ７月９日（土） 鶴岡市
鶴岡市農山漁村振興課
（0235-25-2111）

山形県 鶴岡市 緑の少年団地区交流研修会 森林散策 ７月24日（日） 山形県庄内総合支庁
庄内総合支庁森林整備課
（0235-66-5524）

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

令和4年4月～令和5年3月 茨城県
茨城県農林水産部林政課
（029-301-4021）

茨城県 水戸市 森づくり体験
・下刈り
・薪づくり ７月９日（土）、11月３日（木） 水戸市

水戸市農政課ふるさと農業センター
（029-252-7500）



栃木県 鹿沼市 水のふるさと見学ツアー
・ダム説明
・水源地見学
・木工教室

８月27日（土）
鹿沼市・小山市
（共催）

鹿沼市水源地域整備室
（0289-63-8391）

栃木県 さくら市 木工教室 木工教室 10月中 さくら市
さくら市産業経済部農政課
（028-681-1117）

栃木県 那須町 親子木工教室 未定
７月14日（木）、７月16日（土）、
７月27日（水）

那須町林業振興会
那須町農林振興課
（0287-72-6912）

群馬県 下仁田町 道平川ダム施設見学会 － ７月22日（金） 群馬県富岡土木事務所
群馬県富岡土木事務所
(0274-63-2255)

群馬県 桐生市 桐生川ダム施設見学会 － ７月21日（木）～７月31日（日）で検討中 群馬県桐生土木事務所
群馬県桐生土木事務所
(0277-53-0121)

千葉県 鴨川市 夏休みネイチャークラフト教室 自然の素材を使った工作体験 ８月１日（月）～８月31日（水） 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 君津市 木工体験教室 糸鋸を使った木の切り抜き等の体験教室 ７月16日（土）～８月31日（水） 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 夏は涼しく渓流遊び 渓流で水生昆虫の観察等を行う ８月６日（土） 清和県民の森
清和県民の森管理事務所
（0439-38-2222）

千葉県 館山市 夏休み工作体験
自然の素材を使ったオリジナル作品の製
作 ７月23日（土）～８月31日（水） 館山野鳥の森

館山野鳥の森管理事務所
（0470-28-0166）

千葉県 船橋市 藍の生葉染め 植物塗料での染物体験 ７月31日（日） 船橋県民の森
船橋県民の森管理事務所
（047-457-4094）

千葉県 東庄町
～モノづくりを楽しむ～
夏休み 木工クラフト

木の実や小枝などを使ったオリジナル作
品の製作 ７月17日（日）～７月30日（土） 東庄県民の森

東庄県民の森管理事務所
（0478-87-0393）

千葉県 東庄町
～キッズ体験～
釣竿づくりとザリガニ釣り

・竹で釣竿を作り
・園内の湿地帯でザリガニ釣りを体験 ７月31日（日） 東庄県民の森

東庄県民の森管理事務所
（0478-87-0393）

千葉県 大多喜町 夏の昆虫教室 カブトムシの生態、飼育方法等の講座 ７月23日（土） 大多喜県民の森
大多喜県民の森管理事務所
（0470-82-3110）

千葉県 大多喜町 野外調理と夜の森の探検 野外調理体験と夜の森林の生き物観察 ７月29日（金） 大多喜県民の森
大多喜県民の森管理事務所
（0470-82-3110）

千葉県 大多喜町 夏の昆虫教室 カブトムシの生態、飼育方法等の講座 ８月６日（土） 大多喜県民の森
大多喜県民の森管理事務所
（0470-82-3110）

新潟県 村上市（荒川地区） 第20回育樹を通じ、自然を学ぶ日 森林整備（式典・植樹等） ５月14日（土）
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

岩船・村上緑化推進連絡会議
（0254-62-7088）

新潟県 村上市（神林・村上地区） 美しい森アシスト事業 森林整備（保安林整備） ５月29日（日）、６月17日（金） 岩船・村上緑化推進連絡会議
岩船・村上緑化推進連絡会議
（0254-62-7088）

新潟県 関川村 令和4年度いわふね林業塾
・森林整備
・木工体験 ９月中旬 村上市・関川村

NPO法人都岐沙羅ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾝﾀｰ
（0254-72-0663）

新潟県 村上市（荒川地区） 第63回岩船林業振興祭 森林整備（式典・植樹等） 10月４日（火） 岩船林業振興祭実行委員会
岩船林業振興祭実行委員会
（0254-62-7088）

新潟県 村上市（朝日地区） さけの森づくり整備
・森林整備
・森林・林業教育 10月中旬 さけの森づくり推進協議会

村上市農林水産課
（0254-53-3368）



新潟県 関川村 森の音
　ネ

ピクニック2022
・木工品展示・販売
・森林・林業教育 10月中旬 森の音ピクニック実行委員会 森の音ピクニック実行委員会

新潟県 村上市（山北地区） 緑の少年団活動支援
・森林整備
・作業体験
・森林学習等

５月上旬～令和５年２月中旬 村上市山北緑の少年団
村上市教育委員会山北支所
（0254-77-3798）

新潟県 村上市（朝日地区） 緑の少年団活動支援
・森林整備
・作業体験
・森林学習等

５月上旬～令和５年２月中旬 村上市朝日緑の少年団
村上市教育委員会朝日支所
（0254-72-6700）

新潟県 関川村 緑の少年団活動支援
・森林整備
・作業体験
・森林学習等

４月中旬～令和５年２月中旬 関川村緑の少年団育成会
関川村教育委員会
（0254-64-2134）

新潟県 村上市
村上市内小学校（14校程度）
森林・林業教育

・森林整備
・作業体験
・森林学習等

６月上旬～令和５年２月中旬
村上地域振興局・新潟北部地域林業振
興協議会

村上地域振興局
（0254-53-8971）

新潟県 村上市
村上市内中学校（1校程度）
森林・林業教育

森林学習 ９月下旬
村上地域振興局・新潟北部地域林業振
興協議会

村上地域振興局
（0254-53-8971）

新潟県 村上市
村上市内高等学校（1校程度）
森林・林業教育

森林学習 10月下旬
村上地域振興局・新潟北部地域林業振
興協議会

村上地域振興局
（0254-53-8971）

新潟県 東蒲原郡阿賀町 緑の学校（三川小学校) 森林教育（林内散策） ６月24日（金）
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林業振興課
（0254-92-4510）

新潟県 東蒲原郡阿賀町 緑の学校（三川小学校) 木工体験 ７月11日（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林業振興課
（0254-92-4510）

新潟県 東蒲原郡阿賀町 緑の学校（三川小学校) 森林教育（林内散策） 10月予定
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林業振興課
（0254-92-4510）

新潟県 加茂市 炭焼き体験 炭焼き体験 10月～11月の日曜日（5回） 加茂市商工観光課
加茂市商工観光課
（0256-52-0080）

新潟県 燕市（国上山） 森林教室 竹・木工教室他 夏秋の２回 里山仕事隊
里山仕事隊
（090-6942-0696）

新潟県 燕市（国上山） 国上山エコトレッキングツアー 山の草花・森林整備
4月24日（日）～
令和５年3月19日（日）（５回）

燕市観光協会
燕市観光協会
（0256-64-7630）

新潟県 上越市 上越市みどりのフェスティバル 木育体験 10月15日（土）
上越市みどりのフェスティバル実行委員
会

上越市都市整備課
（025-520-5766）

新潟県 糸魚川市 ブナ林散策ツアー 自然観察 10月
新潟緑百年物語緑化推進委員会
糸魚川支部

糸魚川市農林水産課
(025-552-1511)

新潟県 佐渡市 第48回佐渡市植樹祭・育樹祭 植樹・育樹 10月 佐渡市植樹・育樹祭実行委員会
佐渡市農林水産課
（0259-63-3761）

富山県 射水市 とやま森の祭典2022
・式典
・植樹作業等 ５月29日（日） 富山県、（公）とやま緑化推進機構

富山県農林水産部森林政策課
（076-444-3394）

富山県 富山市 有峰で遊ぼう
昆虫採取、枝などを利用したクラフト作り
等 ８月６日（土） （社）富山県農林水産公社

富山県有峰森林文化公園
（076-481-1758）

福井県 大野市 もりみずカップ少年サッカー大会 ー ６月４日（土）、６月５日（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 森林に関する展示 ７月28日（木） 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 九頭竜ダム見学 ー ７月29日（金） 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 自然ふれあい探検隊 ー ８月１日（月）
大野市、
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 甲府市 やまなしの水 関連書籍の展示 ７月24日（日）～８月７日（日） 山梨県
山梨県自然共生推進課
（055-223-1520）

山梨県 甲府市
ヴァンフォーレ甲府ホーム試合での県
広報ブース（やまなしの「水」ＰＲ）

・ＰＲ動画
・パンフレット等（水源林の重要性） ７月２日（土） 山梨県

山梨県自然共生推進課
（055-223-1520）

山梨県 北杜市 名水の地やまなし 森と水を学ぶ 環境教育イベント ７月23日（土）、７月24日（日） 山梨県
山梨県自然共生推進課
（055-223-1520）

山梨県 北杜市 名水の地やまなし 森と水を学ぶ 環境教育イベント ８月６日（土）、８月７日（日） 山梨県
山梨県自然共生推進課
（055-223-1520）

長野県 佐久市 高校生を対象とした林業見学会 森林・林業についての見学と学習 ８月
佐久地域振興局
佐久森林林業振興会

佐久地域振興局林務課
(0267-63-3154)

長野県 北相木村 みどりの少年団交流集会 森林・林業についての見学と学習 ８月
佐久地域振興局
佐久森林林業振興会

佐久地域振興局林務課
(0267-63-3154)

長野県 立科町
第31回佐久地域森林祭「第72回長野県
植樹祭（佐久会場）」

植樹活動 ６月11日（土） 佐久地域森林祭実行委員会
佐久地域振興局林務課
(0267-63-3153)

長野県 上田市 上小地区みどりの少年団交流集会
・木工教室
・森林レクリエーション ７月27日（水）

上田地域振興局
上小林業振興会

上田地域振興局林務課普及林産係
(0268-25-7138)

長野県 大町市 高瀬渓谷フェスティバル
・ダム見学
・木工作品作り
・テンカラ釣り等

７月中旬 大町ダム管理所
大町ダム管理所
（0261-22-4511）

岐阜県 揖斐川町
徳山ダムの上流に「実のなる木を植えよ
う大作戦」

植栽等 10月
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(代)内線462
②0585-52-0166

岐阜県 揖斐川町
「イビデンの森」
森林づくり活動

植栽等 11月
①イビデン㈱
②揖斐川町
③岐阜県

①人事・総務部（0584-81-3112）
②農林振興課（0585-22-2111(代)）
③恵みの森づくり推進課（058-272-8472）

岐阜県 池田町
「平和の森・池田」
森林づくり活動

植栽等 未定
①㈱平和堂
②池田町
③岐阜県

②池田町産業課（0585-45-3111）
③恵みの森づくり推進課（058-272-8472）

岐阜県 揖斐川町
「ＯＫＢ森林共和国」
森林づくり活動

植栽等 10月
①㈱大垣共立銀行
②揖斐川町
③岐阜県

①公務金融部（0584-74-2344）
②農林振興課（0585-22-2111(代)）
③恵みの森づくり推進課（058-272-8472）

岐阜県 関市迫間
「コープぎふの森・関」
森林づくり活動

植栽等 秋
①コープぎふ
②関市
③岐阜県

②関市農林課（0575-22-3131）
③恵みの森づくり推進課（058-272-8472）

岐阜県 関市富之保
「エコピアの森・関」
森林づくり活動

森林整備 11月
①ブリヂストン　関工場
②関市
③岐阜県

②関市農林課（0575-22-3131）
③恵みの森づくり推進課（058-272-8472）

岐阜県 美濃加茂市
「豊田合成　樹守の里」
森林づくり活動

・下刈り
・枝払い ５月21日（土） 豊田合成(株)

豊田合成(株)CN環境推進部
(052-400-5140)

岐阜県 美濃加茂市
「豊田合成　樹守の里」
森林づくり活動

・下刈り
・枝払い ６月25日（土） 豊田合成(株)

豊田合成(株)CN環境推進部
(052-400-5140)



岐阜県 加茂郡白川町
「美濃白川　岐阜車体の森」
みんなが集うワイワイ楽しい森づくり！

森林整備 ６月25日（土） 岐阜車体工業(株)
(株)ジーアイサービス
（058-384-6687）

岐阜県 高山市荘川町 企業との協働による森林づくり 植樹 ６月中 飛騨産業㈱
飛騨産業㈱
（0577-32-1001）

静岡県 伊東市 奥野ダム１日ダム教室
・ダム見学
・木工教室 ７月27日（水） 静岡県、伊東市

静岡県東部農林事務所治山課
（055-920-2173）

愛知県 尾張旭市 自然ウォッチング 自然観察 ７月８日（金） （株）ウッドフレンズ
愛知県森林公園
(0561-53-1551)

愛知県 尾張旭市 道草ウォーキング 自然観察 ７月20日（水） （株）ウッドフレンズ
愛知県森林公園
(0561-53-1551)

愛知県 尾張旭市 野の花めぐり 自然観察 ７月27日（水） （株）ウッドフレンズ
愛知県森林公園
(0561-53-1551)

愛知県 尾張旭市 四季の風景写真募集 森林公園内で撮影された写真の募集 ４月１日（金）～12月28日（水） （株）ウッドフレンズ
愛知県森林公園
(0561-53-1551)

愛知県 新城市 森林・林業技術センター公開デー
・試験研究成果紹介
・シミュレータ体験等 ８月６日（土） 森林・林業技術センター

愛知県森林・林業技術センター
(0536-34-0321)

三重県 三重郡菰野町 きのこ観察会 きのこ観察 ７月中旬 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 三重郡菰野町 夜の虫を探そう 昆虫採集 ７月下旬 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 三重郡菰野町 藍の生葉染め体験 藍の生葉染め ７月下旬 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 三重郡菰野町 7月の星空観察会 星空観察会 ７月中旬 三重県民の森
三重県民の森
（059-394-2350）

三重県 三重県伊賀市 てくてく探検隊 森歩き ７月中 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150)

三重県 三重県伊賀市 セミの羽化観察会 自然観察会 ７月下旬 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150)

三重県 三重県伊賀市 水生生物観察会 自然観察会 ７月下旬 三重県上野森林公園
三重県上野森林公園
（0595-22-2150)

滋賀県 甲賀市 令和４年度こども水源の森サミット
・自然観察
・木工体験等 10月23日（日）

滋賀県、甲賀市、
緑の少年団滋賀県連盟他

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課
(077-528-3918)

滋賀県 草津市 しが環境キャラバン（仮）
・木工体験
・木製遊具による遊び体験 11月 滋賀県、滋賀県木材協会

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課
(077-528-3918)

滋賀県 野洲市 しが環境キャラバン（仮）
・木工体験
・木製遊具による遊び体験 １月 滋賀県、滋賀県木材協会、野洲市

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課
(077-528-3918)

京都府 京都市 京都山キッズ交流会 自然散策等 10月
京都府、（公社）モデルフォレスト協会、
京都府緑の少年団連絡会

京都府農林水産部森の保全推進課
（075-414-5014）

大阪府 熊取町 川たんけん 水辺の生き物とのふれあい ７月24日（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)



大阪府 熊取町 夏休みこども自然教室
・クラフト
・自然教室
・野外体験等

８月６日（土）、８月７日（日）、
８月20日（土）

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 丹波篠山市 ひょうご里山フェスタ2022

・式典
・記念植樹
・出展
・体験型プログラム

10月30日（日）
兵庫県、丹波篠山市、（公社）兵庫県緑
化推進協会、（公社）ひょうご農林機構

兵庫県治山課
(078-362-3613)

奈良県 奈良市
奈良県庁屋上ギャラリー展示
山や森林の大切さを学ぼう!

奈良県森林環境税に関する展示 7月11日（月）～15日（金） 奈良県
森と人の共生推進課
（0742-27-8115）

奈良県 奈良市 森の学校
・間伐材を使用した木工クラフト
・木材資料の展示 ７月16日（土） 奈良県

中部農林振興事務所
（0744-48-3084）

奈良県 吉野町 森の学校 「フォレスター」体験 ７月30日（土） 奈良県
フォレスターアカデミー
（0746-42-8100）

和歌山県 和歌山県内 企業の森活動
・植栽活動
・下刈活動等 4月～３月 和歌山県森林整備課

和歌山県
（073-432-4111）

和歌山県 和歌山県内 森林体験学習
・間伐体験
・植栽体験
・木工教室

年間133回 和歌山県森林整備課
和歌山県
（073-432-4111）

鳥取県 智頭町
森林セラピーDAY
医師と歩く森林セラピー！

森林セラピー体験 ７月23日（土） 智頭町森林セラピー推進協議会
智頭町山村再生課
（0858-75-3117）

鳥取県 智頭町
森林セラピーDAY
横瀬渓谷で森林セラピー！

森林セラピー体験 ７月24日（日） 智頭町森林セラピー推進協議会
智頭町山村再生課
（0858-75-3117）

島根県 安来市 山佐ダムキャンプ場祭り 式典 ７月30日（土） 山佐ダム体験交流施設管理組合
山佐ダム体験交流施設
（080-5623-9734）

島根県 飯南町・益田市・松江市・県央地区 みーもサマースクール

・登山
・工作
・自然観察
・森林セラピー
・ネイチャーゲーム

7月1日（金）～8月31日（水）の平日 島根県農林水産部林業課
林業課水と緑の森づくりグループ
（0852-22-5166）

島根県 松江市 里山自然塾
・竹の工作
・きのこ講座
・森林学習

５月～３月の土日 もりふれ倶楽部
もりふれ倶楽部
（0852-66-3586）

島根県 島根県飯石郡飯南町
しまね県民の森
ふれあい講座

・トレッキング
・工作
・野外活動

4月24日（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）

山口県 岩国市 ダム見学会 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 山口県
黒杭川ダム管理所
(0820-22-2711)

山口県 周防大島町 ダム見学会 ー 未定 山口県
屋代ダム管理所
(0820-74-4400)

山口県 周南市 ダム見学会 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 山口県
厚東川ダム管理事務所
(0836-62-0666)

山口県 宇部市 ダム見学会 ー 未定 山口県
今富ダム管理所
(0836-67-1517)

山口県 宇部市 ダム見学会 ー 未定 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 ー 未定 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 ー 未定 山口県
西部利水事務所
(083-287-1122)

山口県 長門市 ダム見学会 ー 未定 山口県
大坊ダム管理所
(0837-32-0960)

山口県 長門市 ダム見学会 ー 未定 山口県
湯免ダム管理所
(0837-43-2990)

山口県 萩市 ダム見学会 ー 未定 山口県
見島ダム管理所
(0838-23-5201)

山口県 萩市 ダム見学会 ー 未定 山口県
阿武川ダム管理事務所
(0838-54-2055)

山口県 宇部市 発電所見学会 ー 未定 山口県
宇部丸山発電所
(0836-41-1100)

山口県 周南市 発電所見学会 ー 未定 山口県
東部発電事務所
(0834-86-2300)

山口県 長門市 親と子の水辺の教室
木屋川源流の七重川に生息する生物を観
察して、川の健康診断（水質判定）を行う。 ７月24日（日） 長門市生活環境課

長門市生活環境課
（0837-23-1134）

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（日） 高丸山千年の森
千年の森ふれあい館
(0885-44-6680）

徳島県 神山町 親子で作ろう木工教室 神山杉を使っていろいろな作品づくり ７月24日（日） 神山森林公園事務所
神山森林公園管理事務所
(088-678-0114）

高知県
仁淀川流域市町村
（仁淀川町、越知町、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月中旬
仁淀川清流保全推進協議会、仁淀川
町、越知町、佐川町、日高村、いの町、
土佐市、高知市、高知県

高知県自然共生課
（088-821-4863）

福岡県 糟屋郡篠栗町 第73回福岡県植樹祭
・式典
・記念植樹
・ボランティア植樹

11月５日（土） 福岡県、篠栗町
福岡県林業振興課
（092-643-3536）

福岡県 糟屋郡宇美町 福岡県みんなの森林づくり 植樹体験 11月20日（日） 福岡県、（公財）福岡県水源の森基金
福岡県林業振興課
（092-643-3536）



佐賀県 伊万里市 木育活動
・森林環境教育
・木工作品製作 未定 伊万里市

伊万里市農山漁村整備課
（0955‐23‐2591）

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20日（日） 佐賀市
佐賀市森林整備課
（0952-58-2183）

佐賀県 佐賀市 バルーンフェスタ（会場ブース内） 木工教室
未定
（バルーンフェスタ期間中）

佐賀市
佐賀市森林整備課
（0952-58-2183）

佐賀県 佐賀市 夏休み家族とふれあい木工教室 木工教室
未定
（夏休み期間中）

佐賀建設労働組合
佐賀市森林整備課
（0952-58-2183）

佐賀県 佐賀市 初夏の北山　森林浴体感ツアー 森林浴セラピー体験 ５月22日（日） 佐賀市
佐賀市森林整備課
（0952-58-2183）

佐賀県 神埼市 緑の教室 植樹 令和５年3月上旬予定 神埼市緑化推進協議会
神埼市林業課
（0952-59-2111）

長崎県 長崎市 竹林整備から学ぼう
・竹林整備
・竹製品作成体験他 未定 鶴鳴学園長崎女子高等学校

長崎市農林振興課
（095-820-6564）

長崎県 大村市 おおむらの森ふれあい事業
・森林学習
・林業体験 未定 大村市

大村市農林水産整備課
（0957-53-4119）

長崎県 大村市 里山塾 木工教室 未定  NPO法人おおむら里山村づくり委員会
大村市農林水産整備課
（0957-53-4119）

長崎県 長与町 森林体験学習 森の中でのオリエンテーリング他 未定 長与町立長与北小学校
長与町産業振興課
（095-801-5836）

長崎県 長与町 森林体験学習 森の中でのオリエンテーリング他 未定 長与町立高田小学校
長与町産業振興課
（095-801-5836）

長崎県 長崎市 長崎県緑の少年団全県交流集会
・森林学習
・木工体験 12月 長崎県緑の少年団連盟、長崎県

長崎県緑の少年団連盟
（095-829-1827）

長崎県 佐世保市 SASEBO森林ふれあい事業 木工教室 未定 佐世保市
佐世保市農林整備課
（0956-24-1111）

長崎県 佐世保市 木工体験
・森林学習
・林業体験 ７～８月 佐世保市林業研究会

県北振興局林業課
（0956-22-1776）

長崎県 佐世保市 産業エキスパートセミナー
・森林学習
・林業体験 10～11月 北松農業高等学校

県北振興局林業課
（0956-22-1777）

長崎県 佐世保市 緑の少年団　体験学習
・間伐
・木工体験指導 ８～11月 佐世保市祗園緑の少年団

県北振興局林業課
（0956-22-1777）

長崎県 五島市 翁頭中学校記念植樹登山
・森林学習
・植樹 12月上旬 大浜地区まつづくり協議会

五島市大浜区
（0959-73-5432）

長崎県 五島市 森のつどい 森林学習 10月 五島市緑化推進協議会
五島市農林整備課
（0959-88-9533）

長崎県 五島市又は新上五島町
五島地区緑の少年団
地域交流集会

森林学習 8月
五島地区緑の少年団地域
交流集会事務局

未定

長崎県 島原市有明町 森林体験学習
・森林学習
・木工体験 未定 有明町緑の少年団

島原市農林課
（0957-68-5486）



熊本県 熊本県一円 森林自然観察・体験教室

・森林学習会
・自然観察
・ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ
・木工体験
・野外料理等

５月～３月
※全１１回
※原則、第３日曜日に開催

熊本県
熊本県農林水産部森林局森林保全課
（096-333-2450）

熊本県 熊本市 森林ガイド
・森林学習会
・自然観察等

５月～３月
※全1７回
※原則、第２日曜日に開催

熊本県
熊本県農林水産部森林局森林保全課
（096-333-2450）

熊本県 熊本市 くまもと森づくり活動の日

・森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動報告会
・木工体験
・自然観察会
・パネル展示等

11月13日（日） 熊本県、熊本県緑化推進委員会
熊本県農林水産部森林局森林保全課
（096-333-2450）

大分県 大分市 森林セラピー体験ツアー 森林セラピー 通年（6回） 大分市
大分市林業水産課
（097-585-6013）

大分県 津久見市　大字上青江 第12回つくみ山桜まつり 苗木の配布 令和５年３月下旬 つくみ山桜まつり実行委員会
津久見市観光協会
（0972-82-9521）

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 ７月10日（日）

公益社団法人宮崎県緑化推進機構
（県委託）

公益社団法人宮崎県緑化推進機構
（0985-31-7759）

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 ８月７日（日）

公益社団法人宮崎県緑化推進機構
（県委託）

公益社団法人宮崎県緑化推進機構
（0985-31-7759）

宮崎県 宮崎市
第17回「水と緑の森林づくり」県民ボラン
ティアの集い

未定 11月５日（土）
宮崎県、宮崎県議会森林・林業活性化
促進議員連盟、みやざき木づかい県民
会議

宮崎県環境森林課
（0985-26-7153）

宮崎県 高千穂町、日之影町 県民ボランティアの集い(地域開催) 未定 10月29日（土）、10月30日（日） 宮崎県
西臼杵支庁林務課
（0982-72-3178）

宮崎県 美郷町 「森の科学館」主催事業
・木工教室
・しいたけ栽培体験教室等 ４月～令和5年３月 （公社）宮崎県森林林業協会

森の科学館
（0982-66-2004）

鹿児島県 南さつま市 「九州森林の日」植樹祭
・記念植樹
・一般植樹 11月19日（土）

鹿児島県、鹿児島森林管理署、
(公財)かごしまみどりの基金

鹿児島県森づくり推進課
(099-286-3385)

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島地域植樹祭
・式典
・植樹活動 未定

鹿児島地域植樹祭実行委員会、
鹿児島地域振興局　ほか

県鹿児島地域振興局林務水産課
(099-805-7295)

鹿児島県 薩摩川内市 北薩地域植樹祭
・式典
・植樹活動 未定

北薩地域森林・林業振興協議会
ほか

県北薩地域振興局林務水産課
（0996-25-5509)

鹿児島県 南大隅町 おおすみ地区植樹祭
・式典
・植樹活動 未定

大隅流域森林・林業活性化センター
ほか

県大隅地域振興局林務水産課
(0994-52-2161)

鹿児島県 中種子町 熊毛地区植樹祭
・式典
・植樹活動 未定

熊毛流域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 東村 福地ダム夏休み自然体験会
・丸太切り体験
・森林パネル展示 ８月６日（土） 福地ダムまつり実行委員会

東村役場企画観光課
（0980-43-2265）

沖縄県 宜野座村 第29回漢那ダムまつり
・木工教室
・森林パネル展
・森林クイズ

８月21日（日） 漢那ダムまつり実行委員会
宜野座村観光商工課
（098-968-5125）

沖縄県 沖縄市 倉敷ダムまつり
・木工教室
・丸太切り体験
・森と湖のクイズ

８月７日（日） 倉敷ダムまつり実行委員会
沖縄市役所
（098-939-1212）

沖縄県 大宜味村 大保ダムまつり 森林学習会 ８月20日（土）、８月21日（日） 大保ダムまつり実行委員会
大宜味村役場企画観光課
（0980-44-3007）



沖縄県 金武町 金武ダムまつり - ７月24日（日） 金武ダムまつり実行委員会
金武町企画課
（098-968-6262）


