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⑴　平成２７年度事業報告について

平成２７年度事業報告

自：平成２７年 １ 月 １ 日

至：平成２７年１２月３１日

　森林は地球温暖化の防止をはじめ、県土の保全、水資源の涵養、木材の生産など

の重要な機能を有しており、我々が安全安心な生活をおくる上で欠かせない役割を

果たしております。３月２１日が「国際森林デー」として国連総会で制定されるな

ど、国際的にも森林の果たす役割が注目されはじめてきております。

　しかし、県内では木材価格の低迷等の理由から、伐採されても造林されない森の

増加や間伐等の手入れ不足により森林の荒廃の進行が懸念されております。

　森林は、県民共有のかけがえのない財産であり、これを健全に次世代に継承して

いくことが我々に課せられた大きな使命であります。

　そのため、公益社団法人として４年目となる平成２７年度は、県民の皆様のさら

なる緑化意識の高揚を図るため、これまで以上に各市町村緑化推進委員会との連携

を強化するとともに、緑の少年団の育成、森林環境教育の充実などの緑化活動を推

進するとともに、緑の募金の普及啓発を進めながら募金活動に取り組んでいく外、

国土緑化推進機構の「東日本大震災復興事業」による被災地域の緑化に努める等幅

広い緑化運動を展開することとして、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２０１５ｉｎ梵珠山

　　　①　開催日：９月１２日（土）

　　　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：１７０人

　　　④�　協賛団体【青森県森林組合連合会、（公社）青森県トラック協会、青森県
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土地改良事業団体連合会、（一社）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、（一社）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

　・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・森のキャンドル作り

教室・津軽伝統工芸アケビ蔓の細工教室

ウ　その他

　・チェーンアート作品オークション

　　⑵　緑化関係表彰の実施

　　　①　平成２７年度全国緑化功労者表彰

　　　　�　５月1７日（日）石川県金沢市で、開催された第６６回全国植樹祭におい

て、青森県地域婦人団体連合会会長向井麗子氏が、緑化功労者（公益社団

法人国土緑化推進機構理事長）表彰を受けた。

　　　②�　平成２７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表彰

　　　　�　１０月１日（木）山形市で開催された東北・北海道地区緑化推進協議会総

会においておいらせ町田中直喜氏が表彰を受けた。

　　　③　平成２７年度緑化功労者

　　　　・おいらせ町　　田　中　直　喜　氏

　　　　・東　通　村　　杉　本　文　悦　氏

　　　　・深　浦　町　　角　谷　千恵子　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２，４００冊

　　　②　新聞広告等による啓発・宣伝・３回
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　　⑷　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

上　北 ６月２１日 七戸町
「七戸町立七戸小学校」 七戸小学校児童 １００人

中　南 ７月２８日 弘前市
「東部公民館工芸室」 弘前市内の小学生 ３２人

下　北 １０月２５日 東通村
「東通村体育館」

東通村産業まつり
参加者親子４０組 ８０人

三　八 １１月７日～
８日

八戸市「八戸ポータルミュー
ジアムはっち」 八戸市民等 ４００人

上　北 １１月１４日 東北町「東北町立第一小学
校体育館」 児童及び保護者 ８５人

合　計 ４地区５箇所 ６９７人

　　⑸　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。

　　　　イ．森林づくり推進会議等の開催

　　　　　　・第８回青森県美しい森林づくり推進会議を開催

　　　　　　　日　　時：１１月１３日（金）午後１時30分

　　　　　　　場　　所：アップルパレス　三階　ねぶたの間

　　⑹　「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、（公

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。

　　　・深浦町　　板　谷　正　勝　氏　　森の恵み部門（マタギ）
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　２　緑化整備促進事業

　　⑴　震災地域の緑を活用した潤いのある街づくり事業
　　　�　東日本大震災の本県太平洋側被災地域八戸市・おいらせ町・階上町の下記

小公園等に、将来に向けて明るい街並みや景観を残し、震災からの復興と緑
化普及啓発の推進を図るため、住民の方々の参加のもとに植樹活動を実施し
た。

記
植樹場所
・八戸市　　　　高屋敷農村公園
・おいらせ町　　もとむらふれ愛公園、青葉公園
・階上町　　　　大蛇三地区集会場、階上駅周辺、石鉢行政区小公園

計６箇所
実施期間：６月１４日（日）～６月２０日（土）
内　　容：�参加者１３５人、面積０．２１ｈａ緑化木７５５本植樹（ヤマ

ボーシ７本・サルスベリ７本・イロハモミジ８本・ヤマザクラ
１０本・ナナカマド１５本・ナンテン８本・ドウダンツツジ
２３０本・クルメツツジ２１０本・日の出ツツジ２６０本）

　　⑵　緑と木を通じた子供たちのふれあい事業
　　　�　東日本大震災の本県太平洋側被災地域八戸市・三沢市・おいらせ町の下記

保育園（所）・幼稚園に、緑化木の植樹（県産材使用プランターも含む）及び
県産材を使用した積木を寄贈した。

記
・八　戸　市　　こばと保育園、吹上保育園、藤党保育園、桐の葉保育園
・三　沢　市　　浜三沢保育所、光華保育園、夢ふれあい館、平畑保育園
・おいらせ町　　いちょう学園、あゆみ保育園

計１０箇所　　　
　　実施期間：６月５日（金）～１２月４日（金）
　　内　　容：�県産材のプランター６０基、緑化木日の出ツツジ・ドウダ

ンツツジ１８０本を植樹、県産材の積木１００セット寄贈�
（各１０キット）
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　　⑶　八重菊県有林森林整備活動
①　場　　所：青森市大字横内字八重菊県有林1林班へ11-2と12地内
②　実 施 日　１０月６日（火）
③　事業内容
　　　面　　積：０．１４ｈａ
　　　樹　　種：ヒバ　２００本
　　　事業内容：樹下植栽、森林環境教育等を実施
④　参 加 者　８０人（青森市立幸畑小学校児童等）

　　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（公社）国土緑化推進機構採択事業への協力及び指導
　　　　　　学校林を活用した森林環境教育促進事業（青森市立沖館小学校）
　　　　　�　環境プログラムへの助言、講師の紹介、教材の提供、フィールド整備

の斡旋、資材購入先の紹介等。

【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（水）～　５月３１日（日）
　　　・秋季：９月１日（火）～１０月３１日（土）

　　⑵　緑の月間
　　　・４月１５日（水）～５月１４日（木）

　　⑶　緑の募金
　　　・実績：　２６，５８７，１１５円
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　２　緑化推進事業

　　⑴　木と人とのふれあい体験教室

　　　�　緑の少年団を対象に、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

下　北 ７月２８日 むつ市
「海と森のふれあい体験館」 緑の少年団３団 ３５人

三　八 ７月２８日 八戸市「市民の森不習岳」 緑の少年団３団 ３０人

西　北 ７月３０日 五所川原市
「県立梵珠少年自然の家」 緑の少年団９団 １８０人

上　北 ７月３１日
東北町「水喰地区学習等供
用センター及び東北町内県
民環境林」

緑の少年団３団 ３９人

東　青 １２月１９日 青森市「青森市森林博物館」 緑の少年団１団 ２５人

合　計 ５地区５箇所 １９団 ３０９人

　　⑵　緑の少年団の育成強化

　　　　「緑の少年団」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）
地　区 実施月日 実　　施　　場　　所 参　加　者 参加人数

三　八 ７月２８日 八戸市「市民の森不習岳」 緑の少年団３団 ２６人

下　北 ７月２８日 東通村「尻屋桑畑山及び野
牛第二牧場」 緑の少年団３団 ３５人

西　北 ７月３０日 五所川原市
「県立梵珠自然の家」 緑の少年団９団 １８０人

上　北 ７月３１日
東北町「水喰地区学習等供
用センター及び東北町内県
民環境林」

緑の少年団３団 ３９人

東　青 １０月１１日 青森市「県民の森梵珠山」 緑の少年団１団 １５人

合　計 ５地区５箇所 １９団 ２９５人
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　　⑶　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：１２，７３９，９１２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　　５２４，６００本　　　・募金ポスター　１，０００枚
　　・募金チラシ　１３３，０００枚　　　・募金箱　　　　　　　４８個
　　・募金封筒　　　　３，０００枚　　　・払込取扱票　　３，０００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２８年度の定時総会の会場において、平成２７年度緑の募金多額協力

者を表彰した。
団　　体　　名 市　町　村　名

航空自衛隊三沢基地隊員一同 三 � 沢 � 市
陸上自衛隊青森駐屯地 青 � 森 � 市
海上自衛隊大湊地方隊 む � つ � 市
青森市役所 青 � 森 � 市
弘前市職員一同 弘 � 前 � 市
八戸市役所 八 � 戸 � 市
青森県森林組合連合会 青 � 森 � 市
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団　　体　　名 市　町　村　名
（一社）青森県林業協会 青 � 森 � 市
（一社）青森林業土木協会 青 � 森 � 市
沖館地域緑の募金推進協力会 青 � 森 � 市

　５　中央団体への交付金

　　�　緑を通じた国際貢献や震災復興のため、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：１，２９７，０００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（地拵え等）及び育樹作業

　　　ア　八重菊県有林森林整備作業

①場　　所：青森市大字横内字八重菊県有林１林班へ１１－２と１２地内

②整備期間：９月３０日（水）～１０月５日（月）

③作業内容：植樹フィールドの（地拵え等）作業

④整備面積：０．１４ｈａ

　　　イ　里山の育樹作業

①場　　所：平内町大字中野字水ケ沢国有林４３１る３林小班地内

②整備期間：７月４日（土）～７月５日（日）

③作業内容：植樹した苗の保育（下刈等）作業

④整備面積：０．２ｈａ

　　⑵　森林整備の啓発宣伝の実施

　　　①森林の啓発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６０冊

作成し関係機関・団体に配布した。




