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（１）　平成３０年度事業報告について

平成３０年度事業報告書

自：平成３０年 １ 月 １ 日

至：平成３０年１２月３１日

　近年は大型台風の襲来や集中豪雨の多発など、地球温暖化の影響と思われる異常

気象が頻繁に発生しています。

　森林は地球温暖化の防止に繋がる二酸化炭素の吸収源として、また、県土の保全

や水資源のかん養、環境教育の場、健康保養の場の提供など、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や森林所有者の世代交代等により森林への関心

が薄れ、森林の管理が適切に行われず、間伐等の手入れ不足や伐採しても再造林が

されないなど、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、平成３０年度は県民の森林づくりへの関心を高めるとともに、緑化意

識の高揚を図るため各市町村緑化推進委員会との連携して緑の募金事業を展開し、

緑の少幼年団の育成や森林環境教育の充実を図り、幅広い緑化運動を行った。

【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２０１８ｉｎ梵珠山

　　　①　開催日：９月１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：１５０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

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
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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３０年度東北・北海道地区緑化推進協議会緑化功労者

　　　　�　１０月４日（木）福島県福島市で開催された東北・北海道地区緑化推進

協議会において、八戸市の向山進氏が同協議会緑化功労者に表彰された。

　　　②�　平成３０年度緑化功労者

　　　　　蝦　名　峯　明　氏　　　青　森　市

　　　　　奈良岡　文　治　氏　　　藤　崎　町

　　　　　向　山　　　進　氏　　　八　戸　市

　　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
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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 人数（人）

上　北 ６月３０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 ２９

三　八 １０月１３日
～１４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

上　北 １０月２０日 東北町「上北小学校」 児童及び保護者 ５０

下　北 １０月２８日 むつ市「川内体育館」 かわうちうまいも
んまつり参加者 ３０

下　北 １１月　４日 東通村「東通村体育館」 東通村産業まつり
参加者 ６０

合　計 ４地区　６箇所 ６６９

　　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　　　　

　　　　　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。

　　⑹　「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

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。

　　　　加工部門（宮大工）　清　水　福　治　氏　　　八　戸　市
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　２　緑化整備促進事業

　　⑴　森林整備活動
　　　�①　場　　所：上北郡七戸町銀南木地内
　　　②　実 施 日：９月１８日（火）
　　　③　事業内容
　　　　　　面　　積：０．１ha
　　　　　　樹　　種：ヒバ　２００本
　　　　　　事業内容�：植樹、森林環境教育等を実施
　　　④　参 加 者：８０人（七戸町立七戸小学校児童等)

　　⑵　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。

【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　　　２５，８２６，２７７円



26

　２　緑化推進事業

　　⑴　県土緑化事業
　　　�　環境緑化祭りにおいて花の苗の配布及び一部国道沿線の環境整備を行った。
地　区 実施月日 実　施　場　所 樹　種 本数（本・鉢）

中　南 ５月１１日
～１３日

黒石市「御幸公園」内 二重咲ニホンサクラソウ
小川キキョウ

１２０
１２０

西　北 ５月～６月 管内国道沿線 マリーゴールド
ベゴニア

２５０
２５０

合　計 ７４０

　　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）

下　北 ７月２４日 むつ市「海と森ふれあい体験館」 緑の少年団
２団 ２９

東　青 ７月２６日 今別町「今別小学校」 緑の少年団
１団 ２０

西　北 ７月２７日 つがる市「つがる地球村」 緑の少年団
８団 １７８

上　北 ７月３１日 おいらせ町「下田公園」 緑の少年団
２団 １４

東　青 １２月　８日 青森市「青森市森林博物館」 緑の少年団
１団 ２４

合　計 ４地区　５箇所 １４団 ２６５

　　⑶　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）

下　北 ７月２４日 むつ市「海と森ふれあい体験館」 緑の少年団
２団 ２９

三　八 ７月２５日 八戸市「世増ダム」
八戸市「八戸市民の森不習岳」

緑の少年団
２団 ２０

西　北 ７月２７日 つがる市「つがる地球村」 緑の少年団
８団 １７８

上　北 ７月３１日 おいらせ町「下田公園」 緑の少年団
２団 １４
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東　青 ９月２９日 平内町「平内町夜越山森林公園」 緑の少年団
２団 ５０

合　計 ５地区　５箇所 １６団 ２９１

　　⑷　緑の幼・少年団の設立
　　　�①　風のまちこども園幼年団結成　　　平成３０年　５月３１日
　　　　　外ヶ浜町　風のまちこども園みどりの幼年団　　団員２２名
　　　②　よし野保育園幼年団の結成　　　　平成３０年１１月２０日
　　　　　むつ市　　よしの保育園みどりの幼年団　　　　団員３５名

　　⑸　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：１２，３４１，２４２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、緑の募金資材等を配
布した。

　　・緑の羽根　　　４９０，１７５本　　・募金ポスター　　１，０００枚
　　・募金チラシ　　１２２，８４０枚　　・募金封筒　　　　２，０００枚
　　・払込取扱票　　　　１，５００枚　　・花の種　　　　　　　５００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。
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　　⑷　緑の募金多額協力者
　　　�　平成３０年度の定時総会の会場において、緑の募金多額協力者を表彰。

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
（株）佐々木建設工業 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：１，２７４，０００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：上北郡七戸町銀南木地内
　　　　　整備期間：９月１２日（水）～１５日（土）
　　　　　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１０林小班地内
　　　　　整備期間：６月２６日（火）
　　　　　作業内容：植樹した苗の保育（下刈等）作業
　　　　　整備面積：０.２ha
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　　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　
　　　　・育樹運動ポスター　　　　　４００　枚
　　　②　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　　　　　　２０　セット　　
　　　　・差し替えカレンダー　　　　１２０　冊




