
森林ファンド事業　５１件　８，８５０千円

振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業内容 実施場所

空知 深川市 青少年育成事業 深川市を緑にする会
小中学生を対象に緑の体験学習や青空園芸教室、
学校緑化を実施。

深川市他

空知 美唄市 「美遊の森」体験活動事業 美遊の森推進協議会
学校に隣接する公園林内で木や森との関わりにつ
いて体験学習活動を実施。

美唄市
峰延小学校

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小中学生等を対象に森
林やみどりの普及意識啓発を行う。

美唄市
林業試験場

空知 奈井江町
緑の少年団野幌森林公園道有
林育樹事業

ないえグリーン少年団
枝打ち体験や森林散策を通じ指導者及び団員の育
樹や木育に対する意識を高める。

野幌
森林公園

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
森林や自然に対する理解を深めるため解説・現地
案内とリーダーの養成を実施。

当別町
道民の森

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

シーズネット
森林の重要性と環境に配慮した行動や普及啓発活
動として保育、生育調査等を行う。

野幌森林公園
道民の森

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
児童対象の植樹や育樹体験により、次世代に引き
継ぐ森づくりを考える機会とする。

道内各地

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
青少年や地域住民等を対象に指導林家による森林
教室及び森林整備体験等を実施。

胆振、
オホーツク

石狩 札幌市
お魚を増やす植樹運動促進事
業

北海道漁業協同組合連合会
全道各地区女性部代表者や関係業界などの参加
者と漁連新入職員等が植樹を実施。

当別町
道民の森

石狩 札幌市 木育ひろば2019inばんけい ばんけい森林ボランティア
盤渓周辺の小学生等を対象に木育広場や散策等
木と自然に触れ合うきっかけづくり

盤渓小学校
周辺の山

石狩 札幌市 野幌森林公園観察会 北海道林業技士会
森林の諸機能についての普及啓発を図るため、一
般市民を対象にした勉強会を実施。

野幌
森林公園

石狩 恵庭市 林間学校 松恵小学校緑の少年団
札幌市青少年山の家で登山や自然体験、環境保護
活動体験を実施。

札幌市南区

石狩 札幌市 旭山希少種調査・保護事業 旭山自然調査隊
旭山記念公園、周辺都市環境林に残る希少種調
査・保護事業

旭山
記念公園

石狩 当別町
子ども達の木工職業体験プロ
ジェクト

家具工房旅する木
森林体験や製材工場の見学、木製品の企画製作に
より森や木の役割を知る。

当別町

後志 京極町 ふきだし公園育樹事業 京極町森と緑の会
緑の少年団等によりふきだし湧水でトドマツの植樹
を実施。

字川西
町有林

胆振 白老町
森と自然体験の子どもエコキャ
ンプ2019

NPO法人ウヨロ環境トラスト
2泊3日のキャンプを開催し、自然観察や下刈り、徐
間伐の体験活動を実施。

トラスト
の森

胆振 厚真町 身近な森林再発見事業 あつま森林むすびの会
植生調査、草刈り、ツリーイング、木工教室の実施
で身近な森林の魅力の再発見。

厚真町内

渡島 函館市 五稜郭保安林清掃事業
函館地方国有林退職者緑の募
金推進協議会

風致保健保安林の下草刈り・巣箱設置及び利用状
況調査ゴミ拾い刈込みを行う。

函館市
五稜郭公園

上川 旭川市 木になるフェスティバル 北海道林産技術普及協会
木材の理解を深め「木育」を進めるため、木やキノコ
を知る実験や木工作等を実施。

旭川市
林産試験場

上川 旭川市
「阿寒湖畔における森林保全事
業」普及啓発事業

緑の探検隊
阿寒湖畔の前田一歩園を訪ね、森を維持し後世に
受け継ぐことの尊さについて学ぶ。

阿寒湖畔

上川 旭川市 普及啓発事業 旭川地方木材協会
子供達に森の働きを学んでもらい道産材需要拡
大、森林・林業林産業の振興を図る

旭川
林業会館

上川 美深町 「望みの森」森林浴の集い
美深公園「望みの森」を育てる
会

町民を対象にエゾヤマザクラの植栽、森のコンサー
ト、森林教室を実施。

美深町川西

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
オホーツクの森林で、小中学生を対象に普及啓発
を図り案内人の資質向上に努める。

オホーツク
管内

オホー
ツク

北見市 森林及び木製遊具体験事業 オホーツク森林産業振興協会
一般公募で森林散策等を実施。地域材で作られた
木の遊具で木材利用拡大を推進。

訓子府町
佐呂間町

オホー
ツク

北見市
生物多様性の保全を目指した
オホーツクの森づくり事業

森林ボランティア「オホーツクの
会」

オホーツクの森の整備をはじめ青少年育成や森林
ボランティアリーダーの育成を実施。

北見市
網走市

オホー
ツク

津別町
津別「げんきの森」利用推進事
業

津別「げんきの森」利用推進実
行委員会

枝打体験・植樹活動、ツリーイングを実施し森林に
親しむ機会と森林教育を推進。

津別町
げんきの森

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
オホーツクみどり検定や森林散策イベント、団体間
の情報交換、講演会などを実施する。

北見市

釧路 釧路市
地域材の利活用と生物多様性
保全事業

日本産精油研究会
カラマツ間伐材の活用アイテム研究調査、森林ワー
クショップ、フォーラム開催

釧路市
音別町

根室 根室市 間伐施業体験事業 根室市林野振興対策協議会
市内の小学生を対象に間伐施業現場見学会を実施
し、林業への興味関心を深める。

根室市
槍昔地区

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

野外実習、基礎学習など自然体験活動を専門家の
協力を得ながら実施ずる。

根室管内

石狩 札幌市 木育ひろばinチ・カ・ホ 北海道森と緑の会
緑の少年団や小中生を対象に、パネル展や木工体
験を実施し木育を推進する。

札幌地下
歩行空間

石狩 札幌市
「北海道木育フェスタ」春期推進
事業

北海道森と緑の会
木育フェスタの開会式、北海道植樹祭等木育フェス
タの推進経費

全道一円

普及啓発事業　32件　６，６９０千円

令和元年度　森と緑の会　緑化公募事業一覧



振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業内容 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・遊歩道の草刈り、トレッキング、植樹運動へ
の参加、研修会を実施する。

馬追
自然の森

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
に推進のため植栽木保育等実施。

石狩市
小谷

石狩 札幌市
台風被災森林の植栽後の保育
活動

NPO北海道森林ボランティア協
会

野幌森林公園の下草刈り生長調査と札幌市澄川環
境林の広葉樹復元を図る

野幌森林公園
澄川環境林

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
歩道の整備、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 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

過去に植栽した苗木の維持管理及び小学生を対象
に「森の教室」を実施。

千歳市
水明地区

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

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

石狩 札幌市 森に光と風を事業
間伐ボランティア札幌ウッディー
ズ

市民レベルで近郊の森林を蘇らせ、ふれあいの場と
なる森林整備を目指す。

札幌、小樽
当別等

石狩 札幌市 「ラブアースの森づくり」事業 北海道市民環境ネットワーク
過去の植林地での森林保全活動と自然観察会を開
催し自然環境保全の啓発を推進。

白老町
字石山

後志 小樽市
平成31年度　北海道小樽商業
高等学校林「植樹の会」

小樽商業高校校友会事業団
学校林で植樹の会を開催し、自然の大切さを学び
生徒や卒業生の交流を実施。

赤井川村
字落合

胆振 豊浦町
風倒被害を軽減し野幌の自然
豊かな森づくり

レディスネットワーク21
風倒被害の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。

野幌
国有林

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
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。

新ひだか町国
有林・町有林

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」

新冠町の道有林や管内の小学校を利用し、植樹活
動のほか森林環境学習を行う。

新冠町
明和道有林

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
漁協・漁業者が主体となり、海と川に係わる河畔林
の造成を実施。

八雲町

檜山 せたな町
第25回　サケの上る森づくり植
樹祭

サケの上る森づくり実行委員会 緑の少年団や町内各種団体による植樹活動
せたな町
北檜山区

上川 占冠村 お魚を増やす森づくり 占冠村森林人林業グループ
占冠村有林で枝切・雪害防止柵、国有林での補植
下刈、食害防止柵補修等を実施

占冠村有林
国有林等

上川 旭川市 旭川ユネスコの森づくり 旭川ユネスコ協会
国有林でミズナラの育苗・植樹補植と青少年緑化啓
発・体験事業を実施

東川町
野花南

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

国有林を活用し広く道民が森と緑、水の環境を体験
できるフイールドの整備。

占冠村
赤岩青巖峡

上川 旭川市 環境林を育てる山主スクール もりねっと北海道
生物多様性の保全を目的とした森づくりを行う山主
を育成するためのフィールド整備。

旭川市
東鷹栖

釧路 浜中町
散布漁業協同組合女性部植樹
事業

散布漁業協同組合女性部
植樹事業後の補植とエゾシカによる食害防止のた
め電牧の設置を行う。

浜中町
散布

ゴルファー緑化事業　６件　４８７千円

振興局 市町村 事　業　名 実施主体 事業内容 実施場所

石狩 石狩市
生振筋交い防風林　樹名板設
置事業

石狩市花と緑の協議会
住宅地隣接の花川南防風林散策道へ樹名板を設
置し樹木への関心を深める。

石狩市
花川北

胆振 伊達市 自治会植樹会 伊達市中央区第5自治会 平成30年度に完成する竹原通植樹帯へ植栽
伊達市
末永町

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

ダム周辺への桜の植樹と保育管理を行い町民憩い
の場を造る。

天塩町
民安ダム

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

緑化事業を推進することにより公園内の景観を整備
する。

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の白樺並木の老朽化対
策として再生事業を実施。

音更町
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
どんぐりの森公園の埋立地と周辺に桜の植樹と食
害防護柵設置、排水路整備を行う。

釧路町
緑５丁目

活動基盤整備事業　１９件　２，１６０千円



振興局等 市町村 事　業　名 実施主体 事業内容 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
市街中心部にプランター、ポット設置。プラザ深川壁
面にハンキングバスケット設置

深川市内

空知 美唄市 地域緑化事業 美唄森と緑の会 街路植樹桝へ芝桜コスモスを植栽 美唄市内

石狩 石狩市
浜益魚つきの森推進協議会事
業（植樹）

浜益魚つきの森推進協議会
無立木地や疎林地へミズナラの植樹、保育活動や
作業道の整備を実施。

石狩市
毘砂別

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

篠路チョボラの会
篠路旧琴似川河川敷の草刈、川ざらい、樹木保育
管理、補植、花壇手入実施。

篠路旧琴似川
河川敷

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 花壇に花苗を植栽し、育成・管理を行う。
千歳市立
図書館横

石狩
北広島
市

里見緑地内植樹環境整備事業 里見緑地を守る会・どんぐり
里見緑地内の植樹育樹、台風による風倒木整理、
遊歩道整備

北広島市
里見緑地

後志 余市町 リタロード植栽事業 リタロードを守る会 余市のリタロードの歩道植栽桝へ花木植栽を実施。 余市町内

胆振 白老町
白老町花とみどりの会公共花壇
改修事業

白老町花とみどりの会
腐食の進んだ木造花壇を新たにカラマツ材を用い
て改修する。

白老町
若草町

日高 浦河町 花いっぱい街づくり事業 華・花倶楽部
公共施設や国道235号植樹桝へのビオラやベコニア
等100本植栽。

浦河町内
国道沿い

日高 様似町 緑の募金公募事業 本町2丁目花の会 国道の花壇への花苗の植込み及び手入れを実施
様似町内
国道沿い

日高 平取町
沙流川と共生する湖畔林植樹
事業

NPO法人沙流川愛クラブ
サーモンパーク内、オコタン川河畔の植樹下刈りの
継続、ひだまりの里下草刈り。

日高町
福満豊浜

日高 様似町
平成31年度私たちの緑を創る
支援事業

様似経済同友会
アポイ岳入口付近の公共施設における景観の充実
化を図るため植栽を行う。

様似町
アポイ岳

日高
新ひだ
か町

新ひだか町営林友の会森林づ
くり事業

新ひだか町営林友の会
新ひだか町内の民有林・国有林で森林整備のため
の保育活動を実施。

新ひだか町

渡島 函館市 市街地緑化事業 南かやべ森と海の会
豊崎生活環境保全林内で食害風害防止保護管を
使いエゾヤマザクラを植栽する。

函館市
豊崎町

檜山 江差町 町民の森育樹祭 江差町緑化推進委員会
ボランティア活動により町民の森のヒノキアスナロの
植樹、下刈りを実施。

江差町
町民の森

檜山
厚沢部
町

漆の木植樹祭及び植栽地の保
育事業

江差塗工房
漆の木を植樹し、塗りの技術を活かした新たな漆塗
りの実現と古材の再生に努める。

厚沢部町
江差町

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
地域住民参加によりヒノキアスナロの植樹祭及びサ
クラマスの稚魚放流を実施する。

厚沢部町
鶉町

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

植樹、下刈等、外来種駆除、水圏生物調査等を行
いビオトープを造成する。

旧羽幌川
跡地

令和元年度　緑の募金公募事業　34件　1,498千円



振興局等 市町村 事　業　名 実施主体 事業内容 実施場所

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
ボランティアによりプランター740箇所設置、花苗
2,970本植栽する。

遠別町
一円

オホ 紋別市 みどりのふれあい緑化事業 オホーツク森づくりクラブ
紋別市内で植樹祭の開催、国有防風林整備、市有
林整備、花壇造成などを実施。

紋別市内

オホ 紋別市 オホーツク魚の市民植樹祭
オホーツク魚の市民植樹祭実
行委員会

オホーツク魚の市民植樹祭を開催するとともに植え
られた木の保全管理

紋別
市有林

オホ 遠軽町 まるせっぷ『はな☆花』事業 えんがる商工会女性部
丸瀬布駅ホームの植栽、コミュニティセンターの植
栽

丸瀬布
駅等

オホ 美幌町 桜の森づくり 桜の名所を創る会
みどりの村に将来1万本まで植栽し、日本一の桜の
名所をつくりたい。

美幌緑の村
美幌中学校

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

会直営花壇、駅構内花壇、駅前立体花壇造成整
備。園芸講座で基礎知識の指導。

新得町内

十勝 帯広市 「帯広の森」づくり活動 美幌報徳会
「帯広の森」の一部を活動拠点として、郷土樹種を
主体とした森の整備を進める。

帯広の森

十勝 帯広市 「帯広の森」づくり事業 帯広の森サポーターの会
「帯広の森」を拠点とし、ガイドラインに相応した植
樹・育樹を行う。

帯広の森

十勝 帯広市
帯広川排出口周辺の親水広場
の緑化・環境整備事業

帯広川伏古地区子どもの水辺
協議会

帯広川排出口周辺の親水広場の雑草・雑木の刈払
いと芝草の植栽管理を実施。

帯広西21南2

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「社会貢献の森」でボランティア活動として、
除伐・枝打ち・蔓きりを実施。

標茶町内
国有林

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、真栄

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し、公園等施
設等に団体が自ら植樹を行う。

白糠町内
各施設

釧路
弟子屈
町

地域緑化事業 弟子屈町緑化推進委員会
果実を付ける樹種を希望する住民に配布し、家庭
内緑化を推進する。

弟子屈町内

釧路 標茶町 植花事業
標茶町花いっぱいコスモス推進
会議

会委員の創意工夫を結集し、公共花壇に春と夏に
花の苗を植える。

標茶町内

根室 別海町 みどり豊かな散策路づくり事業 西別街道を歩こう会 西別街道の散策路敷地内に花木を植栽。
別海町

別海宮舞町

根室
中標津
町

平成30年度北海道植樹祭会場
（サミットの森）下刈り作業

中標津町緑化管理組合
H20に開催した北海道植樹祭の保育管理をボラン
ティア活動により実施。

中標津町
運動公園


