
振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業の内容 実施場所

空知 美唄市 「美遊の森」体験活動事業 美遊の森推進協議会
国有防風林内の「遊々の森」に設けた「美遊の森」で子供達が人と木や森の関わ
りについての学習や体験活動を行う。

美唄市一心町
国有防風林

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

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 空知地区指導林家連絡協議会
地域の森林・林業の活性化を図るため、児童を対象とした苗木づくりと記念植樹活動及
び森林教室の開催など森林環境教育活動を支援する。

深川市ほか

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と木育・生育調査及
び植替等を行う木育事業を実施。

道内森林体験施設、公園及び校
庭等

石狩 恵庭市 林間学校 松恵小学校緑の少年団
林間学校を開催し、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
さや厳しさを体験させるとともに、冒険心・想像力・豊かな感性を育む。

札幌市青少年山の家（札幌市南
区滝野２４７）

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。

北海道立道民の森

石狩 札幌市 森林機能の普及啓発事業 北海道林業技士会
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
一般市民を対象にした勉強会を実施する。

野幌自然休養林　（国有林）

石狩 札幌市
野幌自然休養林再生事業を中
心にした森林知識の普及啓発活
動

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、保育、生育調査・観察、森づくり講座等を
行う。

野幌自然休養林

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、森林の大切さや整備
の必要性などを理解してもらい、次世代に引き継ぐ森づくりを考える機会とする

道内の一般民有林

石狩 札幌市
札幌市定山渓自然の村森林ガ
イド育成事業

（公財）さっぽろ青少年女性活
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
て、森林ガイド講習会・実践活動を行うとともに、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 こまおかの森　元気づくり事業
札幌市立駒岡小学校　緑の少
年団

年間を通じて、樹木・植物・野鳥の観察し、森の学習会、植樹体験、、巣箱はずし、巣箱
かけなど多くの体験活動を進めている。学習の成果は保護者、地域の方に発表してい
る。

札幌市立駒岡小学校　学校林

石狩 札幌市
☆第19回北海道「山･林･SUN」
体験「子供の森」計画

公益財団法人オイスカ北海道
支部

小中学生徒を主体に植樹を通じて環境教育から始めて、植林等の体験を通じて森
林を守ることの重要性とその方法を認識させる。

当別町字青山中央

石狩 札幌市
☆北海道指導林家社会貢献緑
化推進事業

北海道指導林家連絡協議会
児童生徒・地域住民を対象に、北海道指導林家による植樹会・森林教室及び育樹
体験等を実施、地域林業の振興に向けた豊かな森づくりを推進する。

浦幌町
千歳市

後志 倶知安町
☆ぼうけんの森で遊ぼう！さ
がそう！食べよう！

NPO　自然生活体験センター
冒険家族

遊々の森で幼児から中学生を対象に豊かな森を舞台に木や草・虫などに触れあい
野草や木の芽を採取し調理していただくことにより森の役割・自然のしくみを理
解する。

共和町遊々の森
倶知安町冒険の森

渡島 函館市 ☆森林体験事業
函館の体験学習をすすめる白
浜クラブ

ボランティアによる林業体験を通じて、森林の役割や健康な森林づくりのための
理解を深める。

函館市函館山、大沼周辺

渡島 函館市 ☆函館未来の森維持管理事業 NPO法人北海道に森を創る会
鹿及び野鼠被害防除と被害僕の補植等を行い、函館市民の集いの里山づくりを進
め、地域の環境保全とコミュニティの構築を図る。

函館市亀田中野

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

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遊んでもらうとともに、多くの市民に森林の公益的機能や
木材の特徴・利点等について知ってもらい、道産材の需要拡大及び森林・林業・
林産業の振興を図る。

旭川市永山北１条１０丁目８番
３号　旭川林業会館構内

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、木工工作や作品コンクール
等を実施する

（地独）北海道立林産試験場構内

上川 当麻町 森づくり体験整備事業
CCC自然・文化創造工場北海
道事業部

下草刈り　０．２ha
植樹　２００本（アカエゾマツ）

当麻町１９６３番地２

上川 旭川市
☆緑の探検隊20周年記念･「知
床の森林が育む命の営み」普
及啓発事業

緑の探検隊 知床五湖周辺の森林をフィールドに、一般市民を対象にした自然探勝会
知床世界遺産センター・知床五
湖フィールドハウス

上川 占冠村
☆地元材を活用した花壇整備
事業

占冠村商工会女性部 地元材生産企業支援と地元材を活用した花壇の整備による景観の向上 占冠村役場前

上川 美深町
☆「望の森」森林浴の集い事
業

美深公園「望の森」を育てる
会

町民の憩いの場として利用されている「望の森」で、地球温暖化と森林利用にポ
イントを置いた普及啓発のためエゾヤマザクラ（５本）を植樹する。その他、森
のコンサートや森林教室等を行う。

中川郡美深町字川西（道有林１
林班内）

ｵﾎｰﾂｸ 北見市
森林を活用した青少年育成対
策事業

オホーツク森の案内友の会
青少年教育の場として森林を活用し、総合振興局内の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と共に、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。

オホーツク総合振興局管内

ｵﾎｰﾂｸ 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

一般の参加者を募集し、森林の役割等を説明しながら、森林散策、樹木の説明・
クイズ等を実施するほか、地域材で作られた木の遊具で学びながら遊び、川上か
ら川下までの一連の流れを体験する。

津別町及び佐呂間町（予定）

ｵﾎｰﾂｸ 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、木工体験コーナー、端
材広場、ルームプレートづくり、木製品デザインコンペを開催する。

北見市（サンライフ北見、サン
ドーム北見、地域職業訓練セン
ター）

ｵﾎｰﾂｸ 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

オホーツクみどりの検定によるみどりガイドの養成や他の団体との共催事業によ
り、構成団体間の情報交換やみどりに関する知識・視野を広めるための後援会等
を実施する。

網走市ほかオホーツク地域一円

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、
育樹への参加、森林散策会等を実施する。

国有林「オホーツクの森」及び周辺
国有林等

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町
北海道美幌高等学校林及び美
幌川の環境保全事業

美幌高等学校農業クラブ 学校林の整備、美幌川でのウチダザリガニの駆除活動・生態調査を行う。
北海道美幌高等学校学校林,
美幌川

十勝 帯広市
森の少年隊　自然観察・共同
生活体験事業

森の少年隊
野外炊飯実習や岩内自然の村で集団生活でのルールや自分の役割を学び、森林の
自然観察を通して生命の存在や大切さを知り、仲間達との共同生活を通して絆を
深める生活体験キャンプを実施。

帯広市岩内自然の村

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
本校牧草地に造った森の管理をするとともに、森と林産物資源を利用した環境教
育と講習会を行う。また、環境教育の一環として地域の花壇造成を行う。

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基礎実習を行う。 根室管内

渡島 七飯町 青少年の木育推進事業 北海道森と緑の会
地域の緑の少年団の交流を行い事例集を作成するとともに、各種イベント等に参
加し木育活動の推進を図る。

渡島管内、札幌市内

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、普及啓発誌の発行、春のキックオフイベント
や北海道植樹祭開催など、春季の普及啓発事業を総合的に展開する。

全道一円

普及啓発事業　34件　6,450千円

緑と水の森林ファンド事業57件　8,850千円

平成27年度　森と緑の会公募事業一覧表
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振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業の内容 実施場所

緑と水の森林ファンド事業57件　8,850千円

振興
局等

市町村 事　業　名 実施主体 事業の内容 実施場所

空知 長沼町 馬追自然の森整備事業 長沼山岳会
登山口の整備や町民トレッキングの実施等により馬追自然の森の環境保護と整備
を行い、自然愛護精神の高揚を図る。

馬追自然の森遊歩道一帯

空知 栗山町
☆河川(角田幹線排水路)桜植
樹事業

朝日・湯地中央まちづくり協
議会

地域の環境美化事業として、角田幹線排水路沿いにH25より桜を27本植樹し、Ｈ27
に34本、Ｈ28に26本の植樹を計画している。

栗山町朝日3丁目から4丁目

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
１８～２５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 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、広葉樹の植樹を実施する

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ＰＴＡ
「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。

千歳市鳥柵舞国有林

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

森の復興を通じて、小学生を対象に「森の教室」を実施し、森林の機能や環境について
普及啓発並びに青少年の育成を行う。

千歳市水明地区（石狩森林管理署
国有林）

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
札幌市茨戸川緑地

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 札幌市 ☆サミットの森プロジェクト
北海道グリーン購入ネットワー
ク

環境負荷低減活動の一環としてカーボンオフセット型森林管理体験（植林・下刈り）活動
を実施する

美幌町

後志 小樽市
平成２７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校友
会

学校林で植樹祭を開催し、自然の大切さを学ぶことを目的とする。 赤井川村字落合

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」

新冠町にある道有林（みらいの森）や日高管内の小学校を利用し、植樹活動のほ
か、日高管内の子どもたちを対象に森林環境学習を行う。

新冠町明和道有林（みらいの
森）他

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、ボランティアによる人工林の枝打ち、剪定、下草刈り
作業を実施する。

新ひだか町国有林・町有林

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（民有林・国有林）においての保育活動

新ひだか町内の国有林及び民有
林

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
一般町民等の植樹により、海と川に係わる森林整備を図ることを目的に漁協・漁
業者が主体となり河畔林の造成を図る。

八雲町内の町有林または私有林

渡島 函館市 ☆市街地緑化事業 南かやべ森と海の会
川汲川、大舟川流域の森林等の整備・保全及び河川環境の保全推進を目的に活動
を行っており、大舟川周辺にエゾヤマザクラを植栽し環境美化の推進を図る。

函館市豊崎町396-1

上川 旭川市 旭川ユネスコの森づくり 旭川ユネスコ協会
１.ミズナラ育苗、植樹、補植～植栽保育面積６００㎡、植樹本数　ミズナラ１０
０本　２.下草刈り、病虫害防除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３.
青少年緑化啓発

上川郡東川町野花南(国有林）

上川 旭川市 千代ヶ岡地区里山緑化事業 ＮＰＯ法人緑の探検隊
伐開0.2ha
植樹　さくら200本　アカエゾマツ200本

旭川市西神楽4線26号12の70

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

赤岩青巖峡周辺国有林内で、枯死木の整理笹刈など遊歩道の整備を行うほか自然体
験イベントを行う。

占冠村赤岩青巖峡周辺エリア

留萌 羽幌町
みんなでつくるビオトープの
緑化・公園造成事業

羽幌みんなでつくる自然空間
協議会

羽幌本来の自然の復元、維持を目的にビオトープを造成する。　○ヤチダモ・ミ
ズナラ等約7,000本、約8㏊○下刈り等、外来種駆除、水質調査、生物調査・記
録、公園造成

羽幌町字朝日（旧羽幌川跡地）

ｵﾎｰﾂｸ 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
姉妹都市である稲城市との児童交流（来町）時に、大空町児童センターめちゃい
るど館前の公園内に、来町した児童による桜のの記念植樹を実施する。

女満別児童センターめちゃいる
ど館前

十勝 上士幌町 ☆大雪山ふれあいの森づくり ひがし大雪自然ガイドセンター
大雪山国立公園内の伐採後の荒れ地にエゾシカ食害防止柵を張り、森づくり参加者と
植林を行い、広く森づくりについて学ぶ実践の場とする。

士幌町字幌加国有林

日高 浦河町
☆風倒被害を軽減し野幌の自然
豊かな森づくり

レディースネットワーク２１
風倒被害を受けた野幌森林公園の再生を図るため、風倒被害箇所の植樹、下刈りを実
施する。

野幌国有林

釧路 浜中町
☆森林整備とピザ窯を利用し
た地域活性化事業

ＮＰＯ法人霧多布湿原ナショ
ナルトラスト

遊歩道の整備とピザ窯製作をボランティア参加型で行う。伐採で出た木材はピザ
窯の薪として利用。地域の人達が気軽に利用できるようにし、交流イベントや子
ども達への環境教育活動の際に活用。

霧多布湿原センター付近

活動基盤整備事業　23件　2,400千円

ゴルファー緑化事業　6件　583千円

振興
局等

市町村 事　業　名 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
住民の憩いの場として親しまれている基線川沿いにH23～26に植樹したエゾヤマザ
クラの補植を行う

西当別基線川緑化補植事業（基
線川沿）

渡島 八雲町
八雲ライオンズクラブ２０１
５植樹祭

八雲ライオンズクラブ
公共施設の植樹活動を通じ豊かな自然環境及び生活環境を保全するとともに、未
来を担う地域の子供たちに森林愛護思想の普及啓蒙を図ることを目的に噴火湾パ
ノラマパークへの植樹活動を行う。

噴火湾パノラマパーク内

留萌 天塩町 民安ダム桜の森づくり事業
「民安ダムサクラの森づく
り」の会

地域の子ども達を含めた住民等より、民安ダム周辺への桜等の植樹と保育管理を
行う。〇桜50本程度〇その他100本程度　（うち本事業50本、他寄付等50本）〇保
育管理面積　750㎡

天塩町民安ダム周辺

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。○植栽予定約240㎡○植栽樹種カシワ
ナラ：50本

初山別村字豊岬　みさき台公園

十勝 音更町 十勝牧場白樺並木再生事業 音更町十勝川温泉観光協会
家畜改良センター十勝牧場に1.3キロの白樺並木があり、町を代表する景勝地と
なっているが、老木化が進み早急な対策が求められていることから、住民参加に
より白樺植樹等の再生事業を実施する。

家畜改良センター十勝牧場

釧路 釧路町 自然の森公園づくり事業 どんぐりの森友の会
新たに造成された埋立地とその周辺1200㎡に桜・ジュンベリー・どんぐり等を植
樹するとともに、鹿の食害防護柵を設置。

釧路郡釧路町緑５丁目
どんぐりの森公園（自然公園）
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振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業の内容 実施場所

緑と水の森林ファンド事業57件　8,850千円

緑の募金公募事業　31件　1,471千円
振興
局等

市町村 事　業　名 実施主体 事業の内容 事業実施場所

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
深川市街中心部とその沿道を花で飾り、広く市民の緑化と景観美化意識の高揚と
環境美化を進める。

国道233号沿線、北光町1丁目
プラザ深川

空知 美唄市 地域緑化事業 美唄森と緑の会
街路植樹桝及び東明公園内への芝桜植栽し環境緑化活動の意識の向上を図る
（1,100株植栽予定）

美唄市東3条北4丁目付近
東明町２区

空知 三笠市
三笠小学校開校130周年記念植
樹事業

三笠市立三笠小学校
全校生徒で実のなる木（ナナカマド等）３本を校庭に植樹し、緑化思想の普及を
図る

三笠小学校校庭

石狩 札幌市
篠路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と高齢者の生きがい活動として、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、花壇の手入れを実施。

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
地域の森林整備や環境保全の促進を目的に、ミズナラ５０本植樹、下草刈、つる
切、作業道の整備を実施

石狩市浜益区昆砂別千本なら付
近

石狩 北広島市 里見緑地緑化・環境保全事業 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、植樹、広場の整備、遊歩道の整備及
び夏祭りやウオーキング大会の開催

北広島市里見緑地

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850㈱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 千歳市
千歳川アジサイロードプロジェク
ト

千歳フラワーマスターの会
千歳川河川敷遊歩道沿いに植栽したアジサイの剪定、施肥、補植、及び千歳市民文化
センター周辺の緑化

千歳市東雲町千歳川沿い、千歳文
化センター周辺

石狩 千歳市
「遊々の森」での森林体験事
業

支笏湖小学校PTCA
支笏湖小学校生徒の「遊々の森」での植樹、森林観察、野鳥・昆虫観察、枝打、
草刈りなどの支援

石狩森林管理署支笏国有林

後志 余市町 リタロード植栽事業 リタロードを守る会
リタロードと位置付けられているJR余市駅から余市町役場間の1.3㎞の歩道帯内植
栽枡にサルビア、マリーゴールド等6000株の植栽を実施。

約1.3㎞（国道229号）

日高 浦河町 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（国道235号線植樹桝）への緑化活動を通じて会員相
互の親睦を図り、緑の大切さ等を再認識するとともに緑溢れる美しい街づくりに
貢献する。

浦河町一円

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

「みどりを守り育てる意識の高揚」を図り、植樹による森林保全を啓発するとと
もに、町民が気軽に樹木と親しむことのできる環境の創造。

新ひだか町静内春立（町有地
内）

檜山 江差町 町民の森「育樹祭」 江差町緑化推進委員会
江差町町民の森の保育を含め、町民や各種団体のボランティア活動により下刈り
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

檜山 江差町 檜山の森づくり植樹祭 北海道森と緑の会檜山支部
檜山管内における自然豊かな森・川・海を次世代に引き継ぐため、適地適木の観
点で植樹祭を実施するとともに、これまで植樹してきた箇所の育樹事業を行う。

江差町字桧岱

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：
39,000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
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する。花
マリーゴールド・ベコニア４，５００鉢

町内全域

上川 占冠村 お魚を殖やす森づくり 占冠村森林人林業グループ
・占冠村有林での枝切り、国有林での植樹・根踏・補植・下刈、シカ食害防止
ネット補修、地域主催植樹、育樹祭への参加

占冠村有林・国有林等

日高 様似町 緑の募金公募事業 本町２丁目花の会 様似町本町2丁目国道花壇の緑化 様似町本町2丁目

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
花による活気あふれるまちづくりを推進するためボランティア活動を通じて、明
るく住みよい魅力ある郷土を創造する。　○プランター設置　793箇所○花苗
3,310本

遠別町町内一円

ｵﾎｰﾂｸ 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
山岳会と大空町教育委員会が開設している「子どもワールド２１」との連携事業
として、藻琴山開きに併せて町内小学生による記念植樹や清掃登山を実施する。

大空町東藻琴山園

十勝 豊頃町
平成27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0.45ha、アカエゾマツ　９００本
豊頃町安骨
（町有林）

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

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、生活環境の整備。園芸講座にて基礎知識の指導。

新得町内（４箇所）

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
国有林の「社会貢献の森」において、森林ボランティア活動として、除伐・枝打
ち・蔓きりを実施する。

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
平成２７年度柳町公園「釧秋
の森桜育樹事業」

｢緑いっぱい市民運動」世話
人会

釧秋の森全体の環境を改善することを目的に、釧秋の森の支障木等の間伐・移植
を行い、桜の生育環境の改善を図る。

釧路市柳町公園（Ｃ面）

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、ツツジ4、モミジを予定）
し、公園等施設に植樹を行う。

白糠町内

釧路 弟子屈町 地域緑化事業 弟子屈町緑化推進委員会
果実を実らせるハスカップなどの樹種にすることにより、自らジャム造りなどの
体験や鳥類の鑑賞を楽しみ自然と触れ合うことを目的に、広葉樹を中心に苗木配
布。

家庭内緑化：役場庁舎、川湯支
所前で配布

根室 中標津町
北海道植樹祭植樹会場（サ
ミットの森）下刈作業

中標津町緑化管理組合 サミットの森の草刈事業
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、苗木を育てる体験を
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。

根室管内
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