
平成２４年度事業報告

自：平成２４年 １ 月 ４ 日

至：平成２４年１２月３１日

　多発する異常気象に加え、県土の保全、水資源の涵養、生活環境の保全、地球温

暖化防止など、人間の健康で文化的な生活に欠くことのできない役割を果たしてい

る森林・緑を守り育てて、将来の世代に引き継ぐことが大切であり、県民の一人ひ

とりがこれまで以上に森林・緑の効能を認識するように緑化運動を進める必要があ

る。

　平成２４年度本委員会は「ひろげよう大地うるおす植樹の輪」を緑化推進のス

ローガンとして、事業計画に基づき県や市町村、市町村緑化推進委員会の連携のも

とに次の事業を実施した。

【公１緑化啓発推進事業】

　１　県民普及啓発事業

　　⑴　青森県フォレストフェスタ２０１２ｉｎ梵珠山

　　　①　期　　日：平成２４年９月２３日（日）

　　　②　場　　所：青森市　「県民の森　青森県立自然ふれあいセンター」

　　　③　参 加 者：１７５名

　　　④�　協賛団体【青森県森林組合連合会、㈳青森県トラック協会、青森県土地

改良事業団体連合会、青森トヨペット㈱、㈳青森県林業協会、（一社）青森

県林業コンサルタント、（一財）日本森林林業振興会青森支部、青森県木材

協同組合、青森県森林整備事業協同組合、㈳青森林業土木協会、青森県治

山林道協会、青森県山林種苗協同組合】

　　　⑤　内　容

　　　　ア　イベント概要

　　　　　・表彰、感謝状等の贈呈式典

　　　　　・森林のエコ体験活動（野外）



　　　　イ　各種体験教室(室内)

　　　　　�・木工教室・ドライフラワーアレンジメント教室・蜜ろうキャンドル作

り教室・津軽伝統工芸アケビ蔓の細工教室

　　　　ウ　その他

　　　　　　チェーンアート製作、作品オークション

　　⑵　緑化関係表彰の実施

　　　①　平成２４年度全国緑化功労者表彰

　　　　�　平成２４年５月２７日（日）山口県山口市で、開催された第６３回全国

植樹祭において、ヒノキアスナロ緑の少年団育成会々長相馬弘子氏が、緑

化功労者（林野庁長官）表彰を受けた。

　　　②�　平成２４年度公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞及び東北・北海道

地区緑化推進協議会会長賞

　　　　�　平成２４年１０月４日（木）岩手県盛岡市で開催された東北・北海道地

区緑化推進協議会総会において　青森市高村俊廣氏が表彰を受けた。

　　　③　平成２４年度緑化功労者の表彰

　　　　�　平成２４年９月２３日（日）県民の森（梵珠山）で開催した、青森県

フォレストフェスタにおいて、下記個人に青森県緑化推進委員会会長賞を

授与

　　　　・青森市�高村俊廣氏・平川市�白戸貞一氏・東通村�川上義吉氏

　　⑶　緑化普及啓発のためのＰＲ活動

　　　①　ポスター・冊子等の配布

　　　　・緑化運動ポスター等５００枚　　・緑化啓発冊子２，２００冊

　　　②　新聞広告等による啓発・宣伝・２回

　　　③　「森の教室」共催（平成２４年１０月１４日）

　　　④�　国土緑化巡回写真展共催（平成２４年１１月３日～平成２５年２月１５

日まで）

　　⑷　北海道・東北地区森づくり活動ブロック研修会への参加

　　　①　開 催 地：宮城県仙台市

　　　②　開催期間：５月２５日（金）～５月２７日（日）２泊３日

　　　③　参 加 者：後藤秀喜氏（沖館地域緑の募金推進協力会）

　　　　　　　　　　泉山孝幸氏（森林ボランティア青森）計２名



　　⑸　木工教室

県産材の利用普及啓発事業状況
地区 実施月日 実施場所 参加者 参加人数

下　北 ７月１４日 むつ市立大湊小学校 大湊小学校児童 ２５人

中　南 ７月２６日
弘前市
「東部公民館工芸室」

弘前市内の小学生 ３０人

下　北 １０月２８日 東通村体育館
東通村産業まつり
参加者親子30組

６０人

三　八
１１月９日～

１０日
八戸ポータルミュージアム
はっち

八戸市民等 ４００人

合　計 ５１５人

　　⑹　美しい森林づくり推進県民運動

　　　①　美しい森林づくりの普及啓発

　　　　　啓発用パンフレットの配布　５００枚配布

　　　　　配布先：県内の企業・団体・緑の少年団・一般県民等　　

　　　②　森づくりコミッション事業

　　　　ア．森林づくり推進会議等の開催

　　　　　・第４回青森県美しい森林づくり推進会議開催

　　　　　　日　　時：平成２３年１１月２９日（木）午前１０時

　　　　　　場　　所：�ラ・プラス青い森　二階　メープル

　　　　イ．森づくり情報活動

　　　　　・�県内の企業・団体・学校等へ森づくりのフィールドや指導者・協力

者・資材貸与などの情報を提供する相談窓口を設置し、円滑な森づく

り活動の推進を図った。

　　⑺　「もりのくに・にっぽん」運動

　　　�　社会一般が更に森林と向き合っていく気運を醸成することを目的に、（社）

国土緑化推進機構が実施している「全国森の名手・名人１００人」に下記の

方が選定されました。

　　　・弘前市　　三上幸男　　加工部門　（根曲竹細工）



　２　緑化整備促進事業

　　⑴　階上町東日本大震災復興祈願植樹祭

　　　①　場　　所：階上町小舟渡海岸廿一平

　　　②　開 催 日：７月２８日（日）

　　　③　植樹内容

　　　　　面　　積：０.２ｈａ

　　　　　樹　　種：ハマナス（赤）７００本

　　　　　　　　　　ハマナス（白）７００本　計１，４００本

　　　④　参 加 者：１５０名（地元小舟渡地区住民・小学生等）

　　⑵　青森県信用組合の森　植樹祭

　　　①　場　　所：平内町大字中野字水ケ沢山国有林４３１る３林小班内

　　　②　開 催 日：６月３日（日）

　　　③　植樹内容

　　　　　面　　積：０．２ｈａ

　　　　　樹　　種：クリ・コナラ・ミズキ・トチ　計６００本

　　　④　参加者：１４２名（県信用環境定期購入者等）

　　⑶　イオンの森「森林づくり事業」に協力

　　　①　場　　所：八戸市南郷区大字島守字相野新田地内（島守県有林）

　　　②　実施月日：６月１６日（土）

　　　③　事業内容

　　　　　イオングループから委嘱され、森林づくり関連事業を実施

　　　　　面　　積：１．０ｈａ

　　　　　樹　　種：ヒバ・コナラ・ケヤキ・クリ　計８５０本

　　　　　事業内容：�アカマツ林間伐、樹下植栽、歩道設置、記念式典、森林環境

教育を実施（ネイチャーゲーム）

　　　④　参 加 者　約１５０人

　　　　　　　　　　（田代小中学生・イオンチアーズクラブ等）

　　⑷　学校林整備・活用推進事業

　　　①　学校林の窓口開設

　　　　�　学校林の活用の仕方や学校林整備の助成制度、道具・講師派遣・フィー

ルドの斡旋等に関する窓口を設置し、市民団体並びに学校等の問い合わせ



に対応した。

　　　②�　学校林実態調査

　　　　�　国土緑化推進機構から調査依頼を受け、平成１８年度調査で学校林が

あった県内８７校（小学校６２校・中学校１３校・高等学校１２校）で調

査を実施した。

平成２４年度学校林現況調査総括表
区　分 学校林保有校 総面積（ha） 備　考

小 学 校 ５６ ２９７.１８

中 学 校 １２ ３５.６３

高等学校 １１ ５４.６３

合　計 ７９ ３８７.４４

【公２緑の募金事業】

　１　「緑の募金」運動の実施

　　⑴　緑の募金期間

　　　・春季：４月１日（日）～　５月３１日（木）

　　　・秋季：９月１日（土）～１０月３１日（水）

　　⑵　緑の月間

　　　・４月１５日（日）～５月１４日（月）

　　⑶　緑の募金

　　　・実績：　２６，７６９，９５９円

　２　市町村緑化推進委員会等への交付金交付

　　�　市町村緑化推進委員会等が行う緑豊かな環境づくりのために実施する事業等

に要する経費として、規定に基づき交付金を交付した。

　　　①　対象緑化推進委員会等：４２件

　　　②　交付金額：１２，７０３，７２１円



　３　募金資材の配布

　　�　街頭募金、家庭募金、職場募金等を一層推進するために緑の募金資材等を配

布した。

　　・緑の羽根� 508,075本� ・募金ポスター� 1,000枚

　　・募金チラシ� 128,650枚� ・募金箱� 72個

　　・募金封筒� 4,000枚� ・払込取扱票� 5,000枚

　４　募金活動の推進

　　⑴　緑の募金テレビ広告の実施

　　　　春の募金シーズンに、募金募集のＣＭ（１２回）を県内に流した。

　　⑵　緑の募金活動・緑化推進事務費助成

　　　�　緑の募金活動及び緑化推進事務費として、各林業振興協議会、流域林業活

性化センターに助成した。

　　⑶　緑化推進に寄与する市民団体への助成

　　　�　緑化及び緑の募金推進を目的に設立された青森市「沖館地域緑の募金推進

協力会」に事務費等を助成した。

　　⑷　緑の募金多額協力者

　　　�　平成２４年度青森県フォレストフェスタ２０１２ｉｎ梵珠山のイべント会

場において、平成２３年度緑の募金多額協力者を表彰した。

団　　体　　名 住　　　　　所
航空自衛隊三沢基地隊員一同 三沢市後久保１２５－７
陸上自衛隊青森駐屯地 青森市大字浪館字近野４５
青森市役所 青森市中央一丁目２２－５
八戸市 八戸市内丸一丁目１－１
弘前市職員一同 弘前市神上白銀１－１
青森県森林組合連合会 青森市松原一丁目１６－２５
沖館地域緑の募金推進協力会 青森市沖館四丁目５番２０号

　５　中央団体への交付金

　　�　緑を通じた国際貢献や東日本大震災復興事業のため、募金の一部を公益社団

法人国土緑化推進機構に交付した。

　　・交 付 額：１，８３８，０００円



　６　森林整備事業

　　⑴　県民が参加する植樹フィールド整備作業

　　　①　場　　所：平内町大字中野字水ケ沢山国有林４３１る３林小班内

　　　②　整備期間：５月２２日（日）～５月３１日（木）

　　　③　整備面積：０．２ｈａ

　　⑵　森林整備の啓発宣伝の実施

　　　①　育樹運動ポスターを県内の関係機関に配布　５００枚

　　　②�　県産スギ小径木を使用した卓上カレンダーの差し替え用の暦として５０

冊作成し関係機関・団体に配布した。

　７　緑化推進事業

　　⑴　森と人とのふれあい体験教室

　　　�　緑少年団を対象に、郷土の森林・林業について理解を深めていただくため

に、県産材を使用した木工体験教室等を実施した。

地　区 実施月日 実　　施　　場　　所 参　加　者 参加人数

三　八 ７月２４日 新郷村
「間木ノ平グリーンパーク」 緑の少年団　５団 ３５人

下　北 ７月２５日 むつ市
「海と森のふれあい体験館」 緑の少年団　３団 ３４人

西　北 ８月　１日 中泊町
「森林公園ふれあいセンター」 緑の少年団１１団 ２４２人

上　北 ８月　３日 七戸町
「東八甲田家族旅行村」 緑の少年団　３団 ３２人

東　青 １２月１５日 青森市森林博物館 緑の少年団　１団 ３３人

合　計 緑の少年団２３団 ３７６人



　　⑵　緑の少幼年団の育成強化

　　　　「緑の少・幼年団」グリーンジャンボリーの開催

　　　　�　各地方林業振興協議会、流域林業活性化センターの協力のもと、自然観

察、森林、林業教室などを実施した。

（内容：自然観察、森林、林業体験学習等）
管　内 実施月日 実　　施　　場　　所 参　加　者 参加人数

東　青 ７月２１日 平内町国有林水ケ沢「遊々の森」
緑の少年団　１団

イオン青森チアー
ズクラブ　　１団

３２名

１４名

三　八 ７月２４日 新郷村「間木ノ平グリーンパーク」 緑の少年団　５団 ３６名

下　北 ７月２５日 むつ市「海と森ふれあい体験館」 緑の少年団　３団 ３４名

西　北 ８月　１日 中泊町
「森林公園ふれあいセンター」 緑の少年団１１団 ２４２名

上　北 ８月　３日 七戸町「東八甲田家族旅行村」 緑の少年団　５団 ５２名

中　南 ９月　８日 弘前市
「岩木青少年スポーツセンター外」 緑の少年団　１団 １３名

小　計 ６管内６箇所
緑の少年団２６団

イオン青森チアー
ズクラブ　　１団

４０９名

１４名

合　計 ４２３名


