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（１）　平成２９年度事業報告について

平成２９年度事業報告書

自：平成２９年 １ 月 １ 日

至：平成２９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、水資源のかん養、木材の生産な

どの重要な機能を有しており、我々が安全で安心な生活をおくる上で欠かせない役

割を果たしています。

　しかし、県内では木材価格の低迷等から、伐採しても再造林しない森林や間伐等

の手入れ不足の森林が増加するなど、森林の荒廃が懸念されています。

　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使命であります。

　そのため、公益社団法人として６年目となる平成２９年度は、県民のさらなる緑

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

して緑の募金事業を展開し、緑の少年団の育成や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、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など、幅広い緑化運動を展開することとして、次の事業を行っ

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２０１７ｉｎ梵珠山

　　　①　開催日：９月１０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：１６０人

　　　④　内　容

　　　　�　森林環境体験活動（野外）と木工教室、ドライフラワーアレンジメント
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教室、森のキャンドル作り教室、津軽伝統工芸アケビ蔓細工教室の４コー

スの体験教室（室内）を実施。また、関連イベントとしてチェーンソー

アートの実演と作品のオークションを実施。

　　　⑤�　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

　　⑵　緑化関係表彰

　　　①　平成２９年度東北・北海道地区緑化推進協議会会長賞

　　　　�　９月２９日㈮宮城県南三陸町で開催された東北・北海道地区緑化推進協

議会において、七戸町の髙田武志氏が同協議会会長賞を受賞した。

　　　②�　平成２９年度緑化功労者

　　　　　辻　村　庄　吉　氏　　　平　内　町

　　　　　髙　橋　暎　憙　氏　　　黒　石　市

　　　　　鹿　糠　　　稔　氏　　　階　上　町

　　　　　髙　田　武　志　氏　　　七　戸　町

　　　　　澤　田　春　美　氏　　　東　通　村

　　⑶　緑化普及啓発のためのＰＲ活動

　　　①　ポスターの配布　　　　　　　　国土緑化運動ポスター４００枚

　　　②　新聞広告等による啓発、宣伝　　新聞広告３回



24

　　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 人数（人）

上　北 ７月　２日 七戸町「七戸小学校」 児童及び保護者 １００

中　南 ７月２７日 弘前市
「東部公民館工芸室」 弘前市内の小学生 ３２

上　北 １０月１４日 東北町「上北小学校」 児童及び保護者 ９０

三　八 １０月２１日
～２２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

下　北 １１月　５日 東通村「東通村体育館」 東通村産業まつり
参加者親子４４組 ８８

合　計 ４地区５箇所 ７１０

　　⑸　森林を活用した健康保養の普及啓発

　　　①　開催日：１０月１５日㈰

　　　②　場　所：青森市　道の駅ゆ～さ浅虫、「浅虫温泉森林公園」

　　　③　参加者：２０人

　　　④　内　容

　　　　�　森林が持つセラピー効果の講話と森の中で五感を使って体感する散策や

ヨガ、散策前後の血圧測定等を実施した。

　　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

　　　　　緑化啓発冊子　　２，４００冊を配布

　　　　　（配布先：県内の団体、企業、緑の少年団、一般県民等）

　　　②　森づくりコミッション事業

　　　　�　県内の企業・団体・学校等に対し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

　　　�　（公社）国土緑化推進機構が、森林と向き合う気運を更に醸成することを
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目的に実施している「全国森の名手・名人１００人」に下記の方が選ばれ

た。

　　　　森の伝承・文化部門（あけび蔓細工）　　渋　谷　　　悦　氏　　弘前市

　２　緑化整備促進事業

　　⑴　緑と木を通じた子供たちのふれあい事業
　　　�　東日本大震災の被災地域である八戸市と三沢市の幼稚園・保育園（所）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み木
を寄贈した。

　　　八　戸　市　　まほろば幼稚園、さくら幼稚園
　　　三　沢　市　　市立中央保育所、松園保育園　　　計４施設
　　　実施期間：６月１日㈭～１２月１３日㈬
　　　内　　容：�県産材のプランター２４基、緑化木日の出ツツジ・ドウダンツツ

ジ７２本を植樹、県産材の積み木４０セットを寄贈（各１０キッ
ト）

　　⑵　森林整備活動
　　　①　場　　所：むつ市大字田名部字宮ノ後地内
　　　②　実 施 日：９月２２日㈮
　　　③　事業内容
　　　　　　面　　積：０．１ha
　　　　　　樹　　種：カラマツ　２００本
　　　　　　事業内容：植樹、森林環境教育等を実施
　　　④　参 加 者：８５人（むつ市立第一田名部小学校児童等）

　　⑶　学校林整備・活用推進事業
　　　　�　学校林の活用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、市民団体及び学校等の問い合わせに対応し
た。
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【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～　５月３１日
　　　・秋季：９月１日～１０月３１日

　　⑵　緑の月間
　　　・４月１５日～５月１４日

　　⑶　緑の募金
　　　・実績：　２６，１３５，５１７円

　２　緑化推進事業

　　⑴　県土緑化事業
　　　�　環境緑化祭りで花の苗を配布した。
地　区 実施月日 実　施　場　所 樹　種 人数（人）

中　南
５月１２日
～１４日

黒石市「御幸公園」内 ホタルフクロ
マツムシソウ
クリンソウ

１２０
１２０
１２０

合　計 ３６０

　　⑵　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るため、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 人数（人）

三　八 ７月２５日 三戸町「ウッドロフトかいもり」 緑の少年団
３団 ２２

上　北 ７月２７日 七戸町「東八甲田家族旅行村」 緑の少年団
３団 １５

下　北 ７月２７日 むつ市「薬研野営場、大畑ヒバ施
業実験林」

緑の少年団
３団 ５５

東　青 7月２８日 今別町「今別小学校」 緑の少年団
１団 ２７
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地　区 実施月日 実　　施　　場　　所 参加者 人数（人）

西　北 ７月３１日 鰺ヶ沢町「鰺ヶ沢キャンピング
パーク」

緑の少年団
８団 ２０１

中　南 ８月１９日 平川市「久吉温泉自然休暇村たけ
のこの里」

緑の少年団
１団 １９

東　青 １１月１８日 青森市「青森市森林博物館」 緑の少年団
１団 ２５

合　計 ６地区７箇所 ２０団 ３６４

　　⑵　緑の少年団の育成強化
　　　�　各地方林業振興協議会及び流域林業活性化センターの協力の下、「緑の少

年団グリーンジャンボリー」を開催し、自然観察会や森林・林業教室などを
実施した。

地　区 実施月日 実　　施　　場　　所 参加者 人数（人）

三　八 ７月２５日 三戸町「ウッドロフトかいもり」 緑の少年団
３団 ２２

上　北 ７月２７日 七戸町「東八甲田家族旅行村」 緑の少年団
３団 １５

下　北 ７月２７日 むつ市「薬研野営場、大畑ヒバ施
業実験林」

緑の少年団
３団 ５５

西　北 ７月３１日 鰺ヶ沢町
「鰺ヶ沢キャンピングパーク」

緑の少年団
８団 ２０１

中　南 ８月１９日 平川市「久吉温泉自然休暇村たけ
のこの里」

緑の少年団
１団 １９

東　青 ９月２３日 青森市「県民の森梵珠山」 緑の少年団
２団 ２９

合　計 ６地区６箇所 ２０団 ３４１

　　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：３９
　　　②　交付金額：１２，４５８，９１６円
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　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、緑の募金資材等を配
布した。

　　・緑の羽根　　　４８９，４７５本　　・募金ポスター　　１，０００枚
　　・募金チラシ　　１２３，６５０枚　　・募金箱　　　　　　　１５９個
　　・募金封筒　　　　　３，０００枚　　・払込取扱票　　　３，０００枚
　　・シンボルバッチ　　　　３５０個　　・花の種　　　　　１，４００袋

　４　募金活動の推進

　　⑴　緑の募金テレビ広告
　　　�　春の募金シーズンに、緑の募金募集のテレビＣＭ（３８回）を実施した。

　　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、各林業振興協議会及び流域林業

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
　　　�　緑化及び緑の募金の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２９年度の定時総会の会場において、平成２９年度緑の募金多額協力

者を表彰した。
団　　体　　名 市　町　村　名

陸上自衛隊青森駐屯地 青 � 森 � 市
陸上自衛隊八戸駐屯地 八 � 戸 � 市
航空自衛隊三沢基地隊員一同 三 � 沢 � 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
（一社）青森県林業協会 青 � 森 � 市
青森県国有林材生産協同組合 青 � 森 � 市
沖館地域緑の募金推進協力会 青 � 森 � 市
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　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：１，２８４，０００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及び育樹作業
　　　①　森林整備作業
　　　　　場　　所：むつ市大字田名部字宮ノ後地内
　　　　　整備期間：９月１４日（木）～９月２１日（木）
　　　　　作業内容：植樹フィールドの（地拵え等）作業
　　　　　整備面積：０.１ha
　　　②　里山の育樹作業
　　　　　場　　所：平内町大字中野字水ケ沢国有林４３１る３林小班地内
　　　　　整備期間：６月２８日（水）
　　　　　作業内容：植樹した苗の保育（下刈等）作業
　　　　　整備面積：０.２ha

　　⑵　森林整備の啓発宣伝の実施
　　　①　山の日制定記念講演の開催
　　　　　開 催 日：７月１３日（木）
　　　　　場　　所：青森市　青森中央学院大学「学術交流会館」
　　　　　講　　演：「森と共にある暮らし」
　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人樹木・環境ネットワーク協会理事長
　　　　　　　　　　農学博士　澁　澤　寿　一　氏
　　　　　聴 講 者：３００人
　　　　　共　　催：青森中央学院大学・青森中央短期大学
　　　　　後　　援：青森県、青森森林管理署、公益社団法人青森県林業会議、
　　　　　　　　　　青森県森林組合連合会
　　　②　森林の啓発運動ポスターを県内の関係機関に配布
　　　　・育樹運動ポスター　　　　　５００枚
　　　③　県産スギ材を使用した卓上カレンダーを協力団体や企業等に配布
　　　　・卓上カレンダー台　　　　　　１０セット
　　　　・差し替えカレンダー　　　　１２０冊
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