
25

Part 03　資料集

採択番号 振興局 団体所在地 活動組織名 活動場所 取組概要 活動の内容

網 1 オホー
ツク 北見市 特定非営利活動法人たんのカタクリと森の会 北見市端野町民有林 地域環境保全

カタクリと森の会が所有する森林に
おいて、下草刈りや支障木の整理を
地域の人々と進め、カタクリが育つ
森林環境豊かな里山をつくる。

網 2 オホー
ツク 遠軽町 しらたき森林体験協議会 遠軽町民有林 地域環境保全

教育・研修活動
遠軽町白滝地区の町有林を活用し
て、地域の子どもたちを対象に自然
観察会や森林体験学習を実施。

十 3 十勝 大樹町 インカルシペの森の会 大樹町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

老齢化がすすむ「インカルシペの森」
で、枯損木の除去や間伐などで若返
りを図り、地域内外の住民への森林
体験や自然観察会を実施。

十 4 十勝 新得町 十勝川源流部を考える会 新得町国有林 地域環境保全
教育・研修活動

十勝川源流部のペンケコロニとトム
ラウシの未立木地に山取苗を植栽
し、原生自然環境保全地域を守る
バッファゾーンを造成。

十 5 十勝 帯広市 十勝の森とひとを結ぶ会 帯広市民有林 教育・研修活動
当該森林において、野生動植物の多
様性の調査や自然観察会を通じ、当
地の環境保全の方策を検討し、保全
を図る。

釧 1 釧路 白糠町 ヤナギ資源化推進協議会 白糠町庶路基線ほか
森林資源利用
森林機能強化
教育・研修活動

町内当地区のヤナギ林の保育、挿し
木増殖を行ない、刈り取りしたヤナ
キ材をオガ粉加工して菌床や家畜敷
料に活用。

釧 2 釧路 弟子屈町 原野のもり友の会 弟子屈町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

当該地のカラマツ林で雑草木の刈払
いや伐木枝条の集積などを行ない、
森林観察の場をつくり、小学生親子
を対象として森林環境教育を実施。

釧 3 釧路 釧路町 うぐいす沢を守る会 釧路町民有林
地域環境保全
森林資源利用
森林機能強化
教育・研修活動

町内遠野地区の荒廃山林において、
手入れに賛同を得た近隣住民と雑草
木の刈払い、歩道、獣害防止柵など
の整備を行ない、林内資源の活用を
図りつつ、近隣住民対象に自然観察
会を実施。

釧 4 釧路 標茶町 中茶安別緑の少年団 標茶町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

当該学校林において、風倒木の整理
や歩道の整備を行ない、この森林を
活用して児童生徒への森林環境教育
を実施。

根 1 根室 標津町 標津の森を守る会 標津町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

ポー川史跡自然公園内の森林に枯損
木、倒木、下草刈りなどの手を入れ、
保全整備を図るとともに、出材資源
をチップ加工して歩道等に利用する
ほか、町内外の人を対象として自然
公園観察会を実施。

28-1 石狩 札幌市 森林環境教育を考える会 札幌市藻岩山国有林 教育・研修活動
藻岩山国有林（幌南の森）をフィー
ルドに小学生への森林環境学習を支
援。

28-2 石狩 札幌市 札幌森友会
札幌市定山渓国有林

簾舞国有林
江別市野幌国有林

地域環境保全
教育・研修活動

当該植樹地において地域住民と会員
が協働して下刈り、除伐のほか、景
観整備作業を実施し、森林機能の増
進と地域の活性化を図る。

28-3 石狩 札幌市 札幌市立駒岡小学校緑の少年団 札幌市南区真駒内 教育・研修活動

学校敷地内にある学校林を活用し、
四季折々にあわせ、樹木講習会、木
登り体験、森遊び、森林観察などを
実施し、子どもたちに緑に親しむ心
を育み、健全な心身を養う。

28-4 石狩 札幌市 キノコと森林生態系を学ぶ会 札幌市旭山都市環境林
藻岩山国有林 教育・研修活動

藻岩山山麓の旭山都市環境林におい
て、地域住民とともに、きのこの観
察会や野生の花の観察会を行ない、
森林生態系の中でのきのこや動植物
の役割などについて関心を深め、森
の大切さを学ぶ。

28-5 石狩 江別市 森林環境を勉強する会 江別市野幌自然休養林
（国有林） 教育・研修活動

札幌近郊森林をフィールドに一般市
民への森林観察会や小学生への森林
環境学習を支援。

28-6 石狩 札幌市 盤渓癒しの里山プロジェクト委員会 札幌市中央区盤渓
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

当該森林において、下草刈りや遊歩
道整備を行ない、市民憩いの場を創
出するとともに、地域内外の住民対
象に森林観察会などを実施。

28-7 石狩 札幌市 森ボラ協議会 千歳市国有林
札幌市都市環境林

地域環境保全
教育・研修活動

ボランティア植樹「支笏湖復興の森」
の育林整備のほか、市街地に隣接す
る市有林の整備保全と、これら森林
を活用した近隣学校の児童生徒に対
する森林教室の開催。

28-8 石狩 札幌市 山もりの会 札幌市南区石山民有林
地域環境保全
森林機能強化
教育・研修活動

市街地に隣接する風倒被害森林にお
いて、風倒木等の除去、雑草木の刈
払い、また、歩道や作業道を作設、
改修し、未利用資源を搬出利用する
とともに、地域内外の住民を対象に、
森林観察会や体験林業を実施。

28-9 石狩 札幌市 にむの森の会 札幌市中央区盤渓ほか 地域環境保全
教育・研修活動

札幌市盤渓の「にむの森」で掛かり
木の処理、雑草木の刈り払い、遊歩
道、あづまや（ツリーハウス）を整
備し、地域内外の住民に向け、炭焼
き、きのこ植菌、薪づくり等の森林
体験会を実施。

28-10 石狩 札幌市 北海道グリーン購入ネットワーク 札幌市白旗山
都市環境林 教育・研修活動

当該森林内に設けた「サミットの森」
で植樹や下刈り等の森林保全活動を
実施。
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採択番号 振興局 団体所在地 活動組織名 活動場所 取組概要 活動の内容

28-11 石狩 北広島 森の倶楽部ゴマシジミ研究部 北広島市民有林
国有林ほか

地域環境保全
教育・研修活動

市街地に隣接する森林に生息する昆
虫と草木との関係を見いだし、その
生息環境を整え、里山生物の多様性
を高めるとともに、付近の中高生徒
への森林環境教育を実施。

28-12 石狩 当別町 道民の森ボランティア協会 当別町道民の森 教育・研修活動
道民の森（神居尻地区）における一
般市民、青少年への森林観察会を実
施するとともに、ボランティア活動
への理解促進を図る。

28-13 石狩 当別町 とうべつ三代吉の森 当別町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

弁華別地区の手入れ不足の人工林、
天然林で、間伐や保育作業を行ない、
搬出資源を薪などに活用するほか、
遊歩道を整備し、森林体験活動など
を実施。

28-14 石狩 石狩市 厚田里山再生の会 石狩市厚田区民有林 地域環境保全
森林資源利用

厚田区別狩地区の施業放置山林にお
いて、作業道、歩道を整備し、ササ
刈りや薪の採取、炭焼きやホダ木の
制作を通じ、里山として再生する。

28-15 石狩 石狩市 いしかり森林ボランティア「クマゲラ」
石狩市有林
石狩市厚田公園
キャンプ場ほか

地域環境保全
森林機能強化
教育・研修活動

地域の森林復元の一環として取り組
む「キノッシュ木育里親運動」の普
及推進を図るため、地域住民、学童
を対象として、森林散策、森林学習、
森林施行技術研修を実施。

28-16 渡島 七飯町 大沼流山森づくりネットワーク 七飯町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

地域で行なわれていた馬の林間放牧
や馬搬による集材等を復活し、「大
沼ふるさとの森」の森林整備や資源
の利用活動を進めて里山林の保全を
図る。また、この森を利用して子供
達への森林環境教育活動を実施。

28-17 渡島 鹿部町 鹿部森づくりの会 鹿部町民有林 地域環境保全
森林資源利用

町内宮浜と本別地区の放置林分をメ
ンバーが協働して保育管理を行な
い、産出資源を利用するとともに、
果樹などを植栽し、自然に親しめる
森づくりを実施。

28-18 後志 倶知安町 ニセコ伝承の森つくる会 共和町国富国有林
倶知安町民有林ほか

地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

国富国有林「遊々の森」や倶知安町
近郊民有林において、枯損木整理や
雑草木の刈払い、歩道整備を行ない、
近隣の住民を招き入れ森林体験活動
や環境教育を実施。

28-19 後志 真狩村 森の子くらぶ 真狩村民有林 地域環境保全
教育・研修活動

羊蹄山自然公園の森を森の子くらぶ
会員が整備を進め、自然体験教室な
どを定期に開催して、環境意識の向
上を図り、自然豊かな森林公園とし
て将来に引き継ぐ。

28-20 後志 喜茂別町 知来別森の会 喜茂別町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

町内知来別川沿の山林を「知来別の
里山」として、境界刈払い、作業道
の改修、歩道の整備、植樹、間伐等
を実施し、整備保全する。

28-21 後志 喜茂別町 道草森保全の会 喜茂別町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

町内伏見地区の里山天然林におい
て、地域協働で除間伐等を実施し、
保全を図るとともに、林内歩道を整
備し、当地を活用して生き物観察会
などを実施。

28-22 後志 蘭越町 えぞ富士の家・里山林保全コミュニティーネット 蘭越町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

町内吉国・上里地区の放置山林にお
いて、メンバーによる雑草木の刈払
いやきのこ原木の採取を行なうとと
もに、この森を活用して環境教育や
間伐体験活動を実施し、地域の活性
化を図る。

28-23 空知 深川市 空知地区指導林家連絡協議会活動組織 深川市有林 教育・研修活動

当該森林をフィールドとして地区小
中学校生への森林環境教育を実施す
るとともに、組織メンバーの森林施
業技術向上を図り、地区里山の整備
を推進。

28-24 空知 岩見沢市 自然エネルギーを考える会 岩見沢市栗沢町
民有林ほか

地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

市内３地区の森林において、会員に
よる倒木や不要木の整理、下草刈り
を行ない、林内作業路を整備し、地
域内外の人が楽しめる森づくりを行
なうとともに森のめぐみの活用を図
る。

28-25 空知 由仁町 由仁町山形地区里山林保全の会 由仁町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

町内山形地区の天然性広葉樹林にお
いて、会のメンバーによる枯損木や
ササ刈り等の保全整備を行ない、こ
の森林を活用して自然観察会や木の
教室を通じ、近隣住民に森の親しみ
を伝える。

28-26 空知 栗山町 ステラフォレスト 栗山町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

町内東山地区のクリを中心とした広
葉樹林において、メンバーによる雑
草木刈払いや倒木の整理で遊歩道を
整備し、当地で森林セラピー等を実
施し、地域交流を図る。

28-27 空知 美唄市 ポンビバイ里地里山再生の会 美唄市民有林
地域環境保全
森林機能強化
教育・研修活動

ポンビバイ地区の森林をメンバーに
よる雑草木の刈払いや不要木の整理
を行ない、出材する資源のチップ化
や薪利用をするほか、炭焼き体験や
生き物観察会を開催し、地域交流を
推進する。
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採択番号 振興局 団体所在地 活動組織名 活動場所 取組概要 活動の内容

28-28 上川 鷹栖町 パレットヒルズと歩く会 鷹栖町民有林 地域環境保全
教育・研修活動

バレットヒルズと呼ぶ場所に所在す
る町有林の整備保全を進め、この森
林を利用し、近隣の幼稚園園児、一
般町民の自然観察会や木工体験活動
に利用する。

28-29 胆振 苫小牧市 苫東・和みの森運営協議会 苫小牧市民有林ほか 森林資源利用
教育・研修活動

高齢者や幼児、車いすユーザーも森
づくりに係われる機会の創出。また、
市民、子供達の森林体験学習への支
援と、活動フィールド内の森林整備
及び搬出材の利用。

28-30 胆振 白老町 ウヨロ森づくりの会 白老町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

当該森林を地域の里山として、会員
やボランティアとともに下草刈り、
間伐等の整備保全活動を行ない、合
わせて森林調査や環境学習活動を実
施。

28-31 胆振 白老町 萩の里自然公園管理運営協議会森づくりの会 白老町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

市街地に隣接する森林公園におい
て、町民ボランティアを募り、雑草
木の下刈り、枯損木の除去、間伐な
どの活動を行ない、地域の里山とし
て整備保全。

28-32 日高 えりも町 元気の森にアオダモ植樹を進める会 えりも町民有林 地域環境保全
えりも町庶野の「元気の森」に野球
バットの材料となるアオダモを植樹
し、地域資源の存続を図る。

28-33 日高 平取町 二風谷民芸組合 IWORの森づくり部会 平取町民有林
地域環境保全
森林資源利用
教育・研修活動

町内荷負地区の広葉樹林において林
地を整備し、山菜の増殖や伝統工
芸品材料となる樹種の植栽をするほ
か、保全整備で出材する資源を薪や
炭に活用する。また、当地を利用し
て、自然観察会や林業体験ツアーも
実施。

28-34 十勝 帯広市 達美の森倶楽部 帯広市民有林 地域環境保全
教育・研修活動

市内桜木町に孤立する広葉樹林分の
枯損木除去、歩道整備等保全整備を
行ない、この森を活用し、地域内外
の住民を対象に自然観察会や木育教
室を開催。
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