
緑と水の森林ファンド事業　50件　8,600千円 

振興
局等

市町村 事　業　名 事業実施主体 事業の内容 実施場所

石狩 恵庭市 林間学校 松恵小学校緑の少年団
登山や自然体験、環境保護活動体験を通して自然のすばらしさや厳しさを体験する。①ハイキ
ング②カヌー、ローボート体験③グリーンアドベンチャー

砂川少年自然の家

石狩 札幌市 ☆こまおかの森 げんきづくり事業
札幌市立駒岡小学校
緑の少年団

年間を通じて、樹木・植物・野鳥の観察をしています。夏：下草刈り、秋：植樹体験、冬：巣箱は
ずし、巣箱かけ、冬の学校林観察を実施。

札幌市立駒岡小学校　学
校林

石狩 札幌市 野幌自然休養林再生事業
ＮＰＯ法人
　シーズネット

森林再生と森林環境の意識啓発を図るため、補植、下刈、森林観察、森づくり講座等を行う。
野幌自然休養林　登満別
（国有林）

石狩 当別町 森林ボランティア活動推進事業
道民の森ボランティア協
会

道民の森林や自然に対する一層の理解を深めるため、森林等の働きについて解説・現地案内
を行うとともに、ボランティアリーダーを養成する。

当別町道民の森

石狩 札幌市 森林機能の普及啓発事業 北海道林業技士会
二酸化炭素吸収固定、生物多様性の保持機能など森林の有する諸機能について普及啓発を
図るため、野幌自然休養林をフィールドにして一般を対象にした勉強会を実施。

野幌自然休養林　（国有
林）

石狩 札幌市
札幌市定山渓自然の村森林ガイ
ド育成事業

（財）札幌市青少年女性
活動協会

豊平峡ダム自然観察教育林の森林保全及び森林ガイド育成・とその活動支援を目的とし、森
林ガイド講習会・実践活動を行い、植樹・樹名板設置等を実施する

豊平峡ダム自然観察教育
林

石狩 札幌市 次世代に引き継ぐ森林づくり事業
北海道林業グループ協
議会

児童・生徒や地域住民等を対象とした植樹や育樹体験等を通じて森林の大切さや整備の必要
性を理解してもらい、次世代に引き継ぐ森づくりを考える。

帯広市ほか

檜山 せたな町 「サケの上る森づくり」記念植樹祭
サケの上る森づくり実行
委員会

地域の豊かな森林生態系及び清流を背景に、関係機関並びに住民参加による森づくり運動推
進のため植樹を実施する。

せたな町北檜山区新成

空知 美唄市 「美遊の森」体験活動事業 美遊の森推進協議会
「遊々の森」制度を活用して市内の国有防風林内に設置された「美遊の森」における体験学習
（30名×２回実施予定）

国有防風林
（美唄市一心町）

空知 深川市 青少年育成事業 深川市を緑にする会
小学生を対象に森林学習及び木工作体験を行う緑の体験学習。小学生を対象に高校生が作
成指導をする園芸教室。工作体験を通じた木育の実践活動を行う。

当別町道民の森
深川市東高校ほか

空知 美唄市 森林・みどり環境教育推進事業 光林会
林業試験場の施設などを活用しながら、空知管内の小中学生などを対象として、森林やみどり
に関する知識の普及、意識の啓発を行う。

美唄市（林業試験場の敷
地内）

空知 岩見沢市 緑化思想普及啓発事業
空知地区指導林課連絡
協議会

森林環境教育や森林・林業関連イベントの活動支援として、児童を対象とした苗木づくりと記念
植樹活動及び森林教室等を開催する。

深川市・雨竜町・新十津川
町ほか

上川 旭川市 普及啓発事業 旭川地方木材協会
子供達に木と触れあい木と遊び森林の働きを学んでもらうとともに、市民に森林の持つ公益的
機能や木材の特徴・利点等について知ってもらうための「森林の市」を開催。

旭川市 旭川林業会館構
内

上川 東川町
月に一度は森づくりｉｎニセウの森
づくり事業

ニセウの森づくり運営委
員会

地域のネットワーク（木育マイスターやサークル等）の活動できる場を作り、幼児から大人まで
が楽しみながら森の手入れができるよう１日に複数プログラムを実施する。

東川町キトウシ森林公園
家族旅行村

上川 当麻町 森づくり体験整備事業
自然・文化創造工場北
海道事業部

森林整備の大切さをつたえ、次代を担う子供たちを育成する機会として下草刈りや植樹を実施
する。

当麻町１９６３番地２

上川 旭川市 木のグランドフェア
（社）北海道林産技術普
及協会

道民の木材への理解を深めるとともに「木育」を進めるため、①木になるフェスティバル②木工
広場③こども木工作品コンクールを開催する。

（地独）北海道立林産試験
場構内

ｵﾎｰ
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津別町 津別「げんきの森」活用推進事業
津別「げんきの森」利用
推進実行委員会

子どもたちを対象に、森林体験の楽しさの普及啓発や森林学習・緑化思想を図るため、ツリー
イングのほか、樹木学習や枝打ち体験、植樹を実施する。

津別２１世紀の森「げんき
の森」、津別町有林

ｵﾎｰ
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北見市 森林及び木製遊具体験事業
一般社団法人オホーツク
森林産業振興協会

一般公募により、森林の役割等を説明しながら、森林散策、樹木の説明・クイズ等を行うほか、
地域材で作られた木の遊具で学びながら遊ぶ。

置戸町及び津別町（予定）

ｵﾎｰ
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北見市
オホーツク「木」のフェスティバル
事業

オホーツク「木」のフェス
ティバル実行委員会

木製品の展示即売、道内各種研究機関の研究発表・展示、木工体験、端材広場、ルームプ
レートづくり、木製品のデザインコンペ開催などを実施

北見市（サンライフ北見、
サンド－ム北見、地域職
業訓練センタ－）

ｵﾎｰ
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北見市 緑化団体ネットワーク推進事業
オホーツクみどりネット
ワーク

・オホーツク地域の核緑化団体等の取組の輪を広げるため、「みどり検定」や他団体との共催
事業、ネットワーク全体会議や講演会等を実施する。

網走市、斜里町

ｵﾎｰ
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北見市
森林を活用した青少年育成対策
事業

オホ－ツク森の案内友
の会

オホ－ツク地方の森林を活用し、小中学生を対象に森林・林業・自然の重要性について普及啓
発を図る。会員相互の情報交換及び「森の案内人」としての資質向上に努める。

オホーツク地方の森林等

オ
ホー
ツク

美幌町
☆北海道美幌高等学校林の環境
保全事業

美幌高等学校農業クラ
ブ

放置されていた学校林を活用し、各種講習会において育林や林産物の利用を織り込んだ活動
を行う。プロジェクト活動として学校林の環境調査を行う。

北海道美幌高等学校学校
林、美幌町内の山林・河
川

オ
ホー
ツク

北見市 オホーツクの森づくり体験等事業
森林ボランティア「オホー
ツクの会」

森林ボランティア活動を通じて森林・林業に対する理解を深め、仲間の輪を広げるため、森林
散策会、森づくり行事などを実施する。

国有林「オホーツクの森」
及び周辺国有林等

十勝 帯広市
☆森の少年隊　水生昆虫観察・
共同生活体験学習事業

森の少年隊
札内川中流域の水生昆虫の観察により清流度を学習する。日高青少年自然の家での宿泊に
より、共同生活でのルールの体験学習、アウトドア活動による仲間との絆を深める

札内川（中札内村）
日高青少年自然の家（日
高町）

十勝 音更町 音更高校環境緑化計画事業
音更高等学校農業クラ
ブ

牧草地跡に作った森を管理し、森と林産物資源を利用した環境教育と講習会地域の花壇造成
を行う。植栽面積　１７ｈａ、エゾヤマザクラ等3,200本　花壇造成2,000本

音更高校の森
地域公共施設

根室 中標津町
緑の少年団なかしべつ冒険クラ
ブ事業

緑の少年団なかしべつ
冒険クラブ

月2回、土日に野外での実習を1回、平日に野外活動に向けた実習を行う。
中標津町森林公園ほか根
室管内各地

胆振 苫小牧市 子供たちの森林体験推進事業 北海道森と緑の会
身近な環境について考え関心を高めることを目的に、子供達に森の散策や枯れ木運搬、薪割
り、木の実採取などの作業を自由に選んでもらい体験してもらう。

苫小牧市「和みの森」

宗谷 宗谷管内 青少年の木育推進事業 北海道森と緑の会
地域の緑の少年団等が集い、交流や連携を深め、森林を大切に思う心を培うことを目的に交
流会を開催するとともに交流会の課題などをまとめた事例集の作成を行う。

宗谷管内の森林交流施設

全道
札幌市ほ

か
「北海道森づくりフェスタ」春期推
進事業

北海道森と緑の会
緑化活動の意識の醸成を図るため、普及啓発誌の作成・配布、春のキックオフイベントや北海
道植樹祭の開催など、春期の普及啓発事業を総合的に展開する。

札幌市及び上川管内ほか
全道一円

普及啓発事業計　29件　6,120千円

平成２６年度 森と緑の会公募事業一覧表
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振興
局等

市町村 事　業　名 事業実施主体 事業の内容 実施場所

石狩 千歳市 コンサ百年の森づくり事業
コンサ百年の森づくり実
行委員会

台風被害により失われた支笏湖周辺の森を復興するため、平成２０年から植樹した苗木の維
持管理とともに、小学生を対象とした植樹等を実施する

千歳市石狩森林管理署国
有林

石狩 札幌市
台風被災森林の植栽後の保育活
動

ＮＰＯ法人　北海道森林
ボランティア協会

台風被災地及び札幌市都市環境林のササ密生地の復旧を目的として、植栽地の下刈りや外
来植物の除去、エゾヤマザクラの植樹を実施する

野幌森林環境公園、当別
道有林、札幌市有明都市
環境林

石狩 千歳市 「遊々の森」での森林体験事業
千歳市立泉沢小学校ＰＴ
Ａ

「遊々の森」活動を推進するため、歩道の整備、種まき、ポット苗づくり、カミネッコン植樹、枝打
ち、自然観察等を行う。

鳥柵舞国有林

石狩 札幌市 お魚を殖やす植樹運動促進事業
北海道漁業協同組合連
合会

漁協女性部による「お魚を殖やす植樹運動」を記念し、イタヤ、ニレ、カエデ各250本を植樹。新
入職員をはじめとした参加者に森林が果たす役割について理解を深める。

道民の森神居尻地区「水
源の森」

石狩 千歳市 「桜の駒里」計画推進事業 「桜の駒里」計画推進会
桜によってうるおいと安らぎの場を作り、駒里を元気にするため、千歳科学技術大学と駒里に
おいて桜苗木の植栽と管理を行い、駒里から安平につながる桜街道を」目指す。

千歳市美々の千歳科学技
術大学と駒里

石狩 札幌市
☆苗畑の整備事業（客土及び施
肥）

ＮＰＯ法人 新山川草木を
育てる集い

植栽用に中大苗を山出しする際「根鉢」を付けているので苗畑が急速に劣化した。この回復の
ため３年計画を立て、初年度は苗畑全2000㎡のうち400㎡に客土と肥料を施す。

札幌市東区丘珠町434-5

石狩 千歳市 人道の森つくり事業
日本血液製剤機構千歳
工場

台風により被害のあった森の復興のため、職員、家族、赤十字奉仕団員等により、平成１８～２
４年に植樹した支笏湖周辺の森林の保育と新たな植樹を行う。

支笏湖周辺の森（国有林）

石狩 北広島市
①緑の拠点づくり整備事業②中
学・高校生里山体験支援事業

ＮＰＯ法人北広島森林ボ
ランティア・メイプル

①市民を対象に植樹体験や自然観察会、除間伐、下刈り、冨ヶ岡市有林の散策路整備を行
う。②中学生高校生が植樹や除伐、下刈り、植菌など森林に親しむ活動を支援する。

①北広島市冨ヶ岡市有林
②札幌市内の高校学校林

石狩 札幌市 「ラブアースの森づくり」事業
ＮＰＯ法人　北海道市民
環境ネットワーク

これまでの植林地において枝打ちや間伐、下草刈り、補植などの手入れと合わせて森の勉強
会を開催し、自然環境保全の啓発を進める。

白老町字石山茨戸川緑地

渡島 八雲町 「おさかなの森づくり運動」事業 八雲町漁業協同組合
漁協・漁業者が主体となり、河畔林の造成を図る。
植樹(0.2ha、広葉樹苗木500本、参加者100名）

八雲町内の町有林又は私
有林

後志 小樽市
平成２６年度北海道小樽商業高
等学校林「植樹の会」

北海道小樽商業高等学
校尊商会

学校林での植樹祭の開催　植裁面積　０．２ｈａ、ミズナラ100本、クルミ30本、クリ20本、マツ200
本

赤井川村字落合

後志 黒松内町 黒松内岳山づくり・道づくり事業
黒松内ぎんりょうそうの
会

多くの登山者に親しまれている黒松内岳で、人と環境に配慮した「近自然工法」による道づくり
をすすめ、地域の山づくりと森林の現状を学習する登山会を実施する。

黒松内町（黒松内岳）

空知 長沼町 馬追自然の森整備事業 長沼山岳会
馬追山自然の森登山口及び遊歩道の草刈り、清掃等のボランティア活動のほか一般住民を対
象とした研修会等を開催し、自然の大切さを呼びかける。

馬追自然の森遊歩道一帯

上川 旭川市 旭川ユネスコの森づくり 旭川ユネスコ協会
国有林内の「旭川ユネスコの森」造成に係る継続事業として、ミズナラ育苗、植樹、補植～１００
本、下草刈り、病虫害防除、青少年に対する緑化啓発などを行う。

上川郡東川町野花南国有
林

上川 旭川市
☆里山づくり事業・苗木事業の継
続

ＮＰＯ法人緑の探検隊
H24から継続中の里山づくりはH26も計画的に植栽・苗畑事業を継続する。また、苗畑事業が７
年を経過し出荷できるようになったので希望する町内に配布・植樹する。

旭川市西神楽、旭川市東
旭川桜岡

上川 占冠村 赤岩青巖峡環境整備事業
NPO法人 占冠・村づくり
観光協会

森・緑・水の循環を体験できるフィールドを提供するため、赤岩青巖峡周辺国有林内において、
地域ボランティアの参加により、遊歩道の整備等を行う

占冠村赤岩青巖峡周辺エ
リア

上川 占冠村
1000年の森のチカラを未来へつ
なげる事業

エコビレッジしむかっぷ
森に親しみ、森を知り、森を育て未来につないでいくため、キャンプ場利用者に呼びかけ、
「遊々の森」で種拾いから育苗、植林活動や樹木サインの設置などを行ってもらう。

占冠村遊々の森とニニウ
キャンプ場

留萌 羽幌町
みんなでつくるビオトープの緑化・
公園事業

羽幌みんなでつくる自然
空間協議会

羽幌本来の自然を復元し、維持することを目的にビオトープを造成するため、ヤチダモやミズナ
ラなど7000本の植樹、下刈り、外来樹駆除、生物調査、公園造成などを行う。

羽幌町朝日

ｵﾎｰ
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大空町 稲城市児童交流事業　記念植樹
稲城市児童交流実行委
員会

大空町児童と稲城市児童が自然・文化などを見聞し、知識や視野を広げ、互いの交流を深め
るため、桜苗木（10本）の記念植樹を行う。

大空町児童センターめ
ちゃいるど館

日高 新冠町 日高の森づくり事業
日高の森を守り育てる会
「羆の杜」

新冠町の道有林（みらいの森）や日高管内の小学校を利用し、植樹活動や森林環境学習など
を行う。

新冠町道有林ほか

日高 日高町
未来に向かって日高の森林づくり
事業

体験林業年輪クラブ 日高管内の森林を充実させるため、人工林の枝打ち、剪定、下草刈り作業を実施する。
新ひだか町・日高町国有
林

活動基盤整備事業　21件　2,480千円

ゴルファー緑化事業　5件　620千円

振興
局等

市町村 事　業　名 事業実施主体 事業の内容 実施場所

石狩 当別町 公共施設等環境緑化事業 当別町緑化推進委員会
公園や会館の敷地並びに川沿での植樹①スウェーデンヒルズウエスト地区レクサンド公園緑
化事業②六軒町会館修景整備事業③西当別基線川補植事業

スウェーデンヒルズ他

留萌 初山別村 公園緑化事業
緑と魚と人を呼ぶ森づく
り推進協議会

緑化事業を推進し、公園の景観を整備する。植栽予定面積:約240㎡、樹種：カシワナラ50本
初山別村字豊岬　みさき
台公園内

日高 新ひだか町 「森は海の恋人運動」植樹祭
新ひだか町緑化推進委
員会

「緑を守り育てる意識の高揚」「森林環境保全」などの啓発を行い、また、町民が気楽に樹木と
親しむために、エゾヤマツツジ50本・くり50本の植樹を行う。

新ひだか町静内真歌（町
有林内）

日高 様似町 花と緑の景観づくり事業
赤躑躅で様似の景観を
造る会

国道235号線の山側斜面に地元に身近な「赤躑躅」等を植栽・草刈りなどをしながら花と緑の景
観を造る。

堺町栄町～会所町の国道
山側

釧路 釧路町 自然公園づくり事業 どんぐりの森友の会
新たに造成された埋め立て地及びその周辺1200㎡に桜30本・イロハモミジ10本・どんぐり10本
等を植樹するとともに、過去の経験を生かして、鹿の食害防護柵を設置する。

釧路郡釧路町緑５丁目
どんぐりの森公園内
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緑の募金公募事業　33件　1,470千円

振興
局等

市町村 事　業　名 事業実施主体 事業の内容 実施場所

石狩 札幌市
旧琴似川河川敷と散策路沿いの
緑化と美化の維持継続事業

篠路チョボラ会
地域の自然環境資産の維持継続を高齢者の生きがい活動として実施。草刈、川ざらい・ゴミ拾
い、樹木の食害防止、樹木の保育管理、苗木補植、花壇の手入れ。

旧琴似川河川敷及び散策
道沿い

石狩 石狩市 浜益魚つきの森推進協議会事業
浜益魚つきの森推進協
議会

無立木や疎林地へミズナラ80本を植栽、下草刈、つる切りの実施（約５０ｈａ）作業道の整備
石狩市浜益区毘砂別　千
本なら付近

石狩 北広島市
第３期里見緑地遊歩道・環境緑
化事業

里見緑地を守る会・どん
ぐり

里見緑地の環境整備・保全と地域活性化のため、遊歩道沿いの植樹、広場の整備、森林学
習・見学会等を開催する

北広島市里見緑地

石狩 石狩市
清流と魚を守る森林（もり）づくり
造成事業

石狩湾漁業協同組合厚
田地区女性部

市有地に「魚つき林」を再生し、森林整備を継続的に推進するため、植栽木の保育（根踏、下草
刈）、枝打ち等の森林づくり活動を行う。

石狩市厚田区小谷107番
１

石狩 千歳市 森と緑の会緑化公募事業 花サークルときの会 図書館前の花壇に花苗740㈱を植栽し、育成・管理を行う。 千歳市立図書館前

石狩 札幌市
東山小学校　バタフライガーデン
事業

札幌市立東山小学校父
母と先生の会

身近な環境から、緑を愛する健全な心身を養い将来に渡って自然環境にかかわることのできる
子供を育てるため、校庭に苗木や花苗を植えて環境整備する。

札幌市立東山小学校　中
庭

石狩 札幌市 三角山小学校中庭整備
札幌市立三角山小学校
花壇ボランティア

３５年前の開校時に中庭に池を配した和風庭園が作成されたが、長年の樹木の生長で薄暗く
見通しも悪くなったため、児童の安全の為に剪定等の整備をおこなう。

三角山小学校中庭

渡島 函館市 市街地緑化事業 南かやべ森と海の会 環境美化の推進を図るため、川汲川周辺にエゾヤマザクラ40本を植栽する。 函館市川汲町

檜山 江差町 町民の森「育樹祭」 江差町緑化推進委員会
H８から江差町民の森に町木ヒノキアスナロを町民や各種団体のボランティア活動により現在
約３haに8,000本の植栽を完了しており、育樹祭として保育活動を実施する。

江差町字桧岱

檜山
厚沢部町
江差町

漆の木植樹祭及び植栽地の保育
事業

江差塗工房
漆の木の植樹を行い、木材・漆・技術まで一貫した地産地消を目指し、長年培ってきた塗りの
技術を通して、新たなる漆塗りの実現と古材の再生に努める。

檜山郡厚沢部町字美和
檜山郡江差町字椴川

空知 深川市 深川フラワーロード事業
深川フラワーマスターの
会

市内国道233号線沿いの約2.7Ｋｍ他にプランター及び木樽風ポットを設置。プラザ深川壁面に
ハンギングバスケットを設置。

国道233号沿線ほか

空知 美唄市 地域緑化事業 美唄森と緑の会
桜の名所と知られる美唄市東明公園に芝桜を植栽するとともに幹線用水路沿い遊縁通り並木
に樹名板を設置。

美唄市東明公園
美唄市遊縁通り

上川 士別市
緑化草花播種育苗管理業務（花
いっぱい運動）

士別市自治会連合会
各自治会に花の苗を配布し、市内全域に植える。
花の種類：４種５色、本数：　３９，８８０本

市内全域

上川 剣淵町 剣淵町花いっぱい運動事業 剣淵町緑化推進委員会
活発なまちづくり活動の展開の一環として取り組まれる自治会館や町内公共施設等への花
いっぱいによるまちづくり運動を支援。マリーゴールド４，５００鉢

町内全域

上川 名寄市 ひまわりロード事業
名寄市観光交流振興協
議会

市民ボランティアを募り、市内を東西に縦断する国道２３９号線の植樹桝(3,448.6㎡)にミニひま
わりの苗を作付けする。

名寄市街地　　国道２３９
号線

留萌 遠別町 遠別町花いっぱい運動
遠別町花いっぱい実践
協議会

町内ボランティアにより、町内中心部の国道・町道・公共施設にプランター花苗3,360本程度を
設置し、地域の環境美化と景観形成に寄与する。

遠別町内全域
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大空町
子どもワールド21　記念植樹・清
掃登山

東藻琴山岳会 藻琴山開きに併せて大空町内の児童が記念植樹、清掃登山を行う。（桜10本） 大空町東藻琴山園

胆振 苫小牧市 桜坂町町内会に桜の木を植える 桜坂町町内会
昨年２０周年を迎えたが、町名にあるような桜坂ではないため（本数が少なく、木も細い）桜の木
を坂に植樹する。

町内会会員の敷地（メイン
通り）、町内入口坂道

日高 浦河町
華・花倶楽部花いっぱい街づくり
事業

華・花倶楽部
身近な公共施設や市街地国道周辺（国道235号線植樹桝）にビオラやベコニアなどの苗を植え
る。・4カ所、約300㎡

浦河町1丁目ほか国道235
号線植樹帯日高振興局Ｊ
Ｒ浦河駅浦河町図書館

日高 様似町 緑の募金公募事業 本町2丁目花の会 本町2丁目国道花壇へ花苗の植え込みを行う。 様似町本町2丁目

日高 様似町 西町自治会環境整備事業 西町自治会
観音山下の国道235号線沿いに交通安全を祈願するため交通安全地蔵を祭っており、その周
辺の環境美化のための植樹を行う。

様似町西町48番地付近

日高 様似町
平成26年度私たちの緑を創る支
援事業

様似経済同友会 アポイ山荘入口周辺の景観を充実させるため、エゾヤマザクラ10本の植栽を行う。 様似町字平宇

日高 新ひだか町 新ひだか町営林友の会事業 新ひだか町営林友の会
新ひだか町内の森林において春期は民有林においての植樹、秋期は国有林において枝打ちを
実施

新ひだか町内の国有林及
び民有林

日高 日高町
沙流川と共生する河畔林造成植
樹事業

NPO法人 沙流川愛クラ
ブ

沙流川河畔周辺の生態系や動植物等の保全・再生の維持とともに、緑豊かな河畔林づくりの
ため、沙流川河畔にミズナラ、ハルニレ等を植樹する

日高町福満・サーモン
パーク内

十勝 豊頃町
平成２６年度十勝川魚つきの森
推進事業

十勝川魚つきの森推進
協議会

十勝川魚つきの森植樹祭の開催
植栽面積　０．５０ｈａ、植栽樹種　カラマツ　1,040本

豊頃町二宮
（民有林）

十勝 新得町 花いっぱい運動推進事業
新得町花いっぱい運動
推進委員会

直営花壇、ＪＲ新得駅構内花壇、ＪＲ新得駅前立体花壇を造成し、生活環境の整備を行う。ま
た、園芸講座を開催し、基礎知識を指導する。

新得町内

釧路 厚岸町 「社会貢献の森」森林づくり事業
くしろ森林サポーターの
会

国有林（44い林小班）「社会貢献の森」に於いて、森林ボランティア活動として、除伐・間伐・枝
打ち・蔓きりを実施する。対象面積26.89ha

川上郡標茶町字阿歴内原
野国有林（44い林小班）

釧路 厚岸町
厚岸町花のあるまちづくり推進事
業

厚岸町花のあるまちづく
り推進委員会

町と町民が協力して豊かな生活環境を創造するため、厚岸駅前花壇、主要道路植樹桝を活用
した植花活動を行う。

厚岸町（宮園１丁目、真栄
１～３丁目）

釧路 釧路市
釧路フラワーマスター花くらぶ講
習会事業

｢緑いっぱい市民運動」
世話人会

花くらぶ会員及び参加市民の技術向上と花のまちづくりの講習会の開催
釧路市交流プラザさいわ
い　大ホール（予定）

釧路 白糠町 町内会等緑化用苗木配布事業 白糠町緑化推進委員会
町内会等の団体へ緑化用苗木を配布（エゾヤマザクラ110本、ツツジ40本、モミジ20本を予定）
し、自らによる公園等施設に植樹を行う。

白糠町内

根室 根室市
落石小学校緑の少年団環境教育
プログラム

落石緑の少年団 森林の働きに付いての学習、植樹作業、花いっぱい運動、清掃活動
落石小学校敷地内及び小
学校近隣

根室 中標津町
北海道植樹祭植樹会場（サミット
の森）下刈り作業

中標津町緑化管理組合
中標津町運動公園（サミットの森）の草刈事業
（H20年度北海道植樹祭開催地）

中標津町運動公園内(サ
ミットの森）

根室 中標津町
小学校で行う地域の木をタネから
苗木に育てる総合学習事業

ねむろ里苗協議会
地域の小学校の生徒達に地域に自生する木のタネを採取し、苗木に育てる体験をしてもらい、
森林について様々な知識や大きな関心を持ってもらう。

中標津町立計根別小学
校、根室市立厚床小学校
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