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－エコ・もりフェア２０１３・森づくり推進部会事業－

▼特集
①森の子サミットについて

②平成24年度税事業評価について

③那須クリーンキャンペーン＆清掃登山について

▼部会だより
普及・啓発部会、森づくり推進部会、木づかい推進部会の活動

④エコ・もりフェア2013について

⑤韓国国立山林科学院の視察について



栃木県では、ふるさとの大切な森林を将来に引き継いでいくために、森林の大切さの理解促進

を図り、森づくり活動に取り組む「人づくり」を進めています。

その一環として、子どもたちを対象とした森林や環境に関する体験交流活動「とちぎ森の子サ

ミット」を開催しています。今年度は次のとおり開催しました。

１ 開催日 平成25年８月３日（土）

２ 場 所 宇都宮市環境学習センター

３ 参加者 ４５名（県内の緑の少年団、こどもエコクラブ）

４ 活動内容 他の緑の少年団やエコクラブの仲間と交流しながら、次の３つの活動メニュー

を体験し、森林や環境に対する理解を深めていただきました。

特集①

（１）自然観察

｢森の子サミット｣ってなぁに？

この葉っぱ何だか分かるかな？

（２）木工工作

－ 宇都宮市環境学習センターで体験交流活動を開催 －

センター近隣の林を散策

しながら、植物や生き物な

ど、自然観察のポイントを

学び、自然とのふれあいを

楽しんでもらいました。

間伐材を材料とする植木
講師の先生に教わりな

がら、順番どおりに釘で

森林について学びました。

（３）エコ・プログラム

間伐材を材料とする植木

鉢用のプランターカバー作

り体験をとおして、木の香

りやぬくもりを感じてもら

いました。

クリーンパーク茂原の

焼却ごみ処理施設とリサ

イクルプラザを見学し、

なぜ、ごみの分別や資源

のリサイクルが必要なの

かを学習してもらいまし

た。

子どもたちの声（アンケート結果より）

・森の子サミットにどんどん参加したい。 ・虫取りや自然をもっと教えてほしい。

・木の実や花の観察がしたい。 ・木工工作で写真たてを作りたい。

・地球温暖化について知りたい。 ・友達をつくりたい。

がら、順番どおりに釘で

組み立てました。

中央制御室では24時間

監視しているそうです。

分別の大切さを学びました。
次々にごみが搬入され

てきます。

みんな上手に

出来ました。



とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会において、平

成2４年度とちぎの元気な森づくり県民税事業の実施状況等に

ついて検証・評価が行われ、その結果が報告書として取りまと

められました。

平成2４年度評価報告書

－評価委員会について詳しくは県ホームページを御覧ください－

（栃木県HP）ホーム ＞ くらし・環境 ＞ 自然・動植物 ＞ 森づくり

＞ とちぎの元気な森づくり県民税（とちぎの元気な森づくり県民税事業）

＞ とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/shinrin/zenpan/moridukurihyoukaiinkai.html

特集② 平成２４年度税事業の評価
－ とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会

による評価報告書がまとまる －

○ 平成２４年度に実施された、奥山林整備、里山林整備、森を育む人づくりの

すべての事業について、概ね効果的、効率的に執行されているものと認められ

る。

引き続き、「有効性」、「効率性」、「進ちょく度」に十分配慮し、事業の

適正な執行に努めること。

評 価

特集③ 那須クリーンキャンペーン特集③ 那須クリーンキャンペーン

＆清掃登山を実施しました！
国民の祝日「山の日」制定を目指し、県内における機運醸成を図る取組の一つ

として、栃木県山岳連盟、日本山岳会栃木支部、栃木県勤労者山岳連盟が実施す

る那須クリーンキャンペーン＆清掃登山とタイアップし、茶臼岳のふもとで「山

の日」制定を呼びかけました。

当日は快晴となり、約200名の方に参加していただきました。

栃木県山岳連盟 喜内会長あいさつ とちまるくんも山ガールとパチリ！



森づくり推進部会では、トールペイントを実施しました。

トールペイントとは、斜めに切った木の断面に、作成者の思いを絵の具で表現するものです。
多くの子どもたちが参加し、素敵な作品をつくりあげてくれました！！

特集④ エコ・もりフェア２０１３での

体験活動 大盛況！！

＊トールペイントを実施しました！＊

平成25年10月５日（土）に栃木県子ども総合科学館で開催されましたエコ・も

りフェア2013に参加してきました。

当日は朝から雨交じりのお天気でしたが、多くのお客様にご来場いただき、各部

会で出展しましたブースは熱気に包まれました！

↑色々なアイデアにスタッフも感心↑ ↑コッチはスタッフ作です↑

今後も、楽しみながら木と触れ合うことにより、森づくりに目を向けていただくようなイベント

を実施していきます！

＊木工教室を開催しました！＊
木づかい推進部会では、 読書の秋ということもあり、県内で産出されたスギを使った本立てを

１５０セット用意し、木工教室を楽しんでいただきました。

多くの方々にお出でいただき、木のぬくもりや、ものをつくることの楽しさを実感していただ

くとともに、「とちぎの木」 を使うことが、とちぎの森を元気にすることに繋がるということを

学んでいただきました。

土曜日ということもあり、多くの子どもたちが体験

しました。上手にできたかな？

あいにくの雨模様でしたが、多くの方に参

加いただきました。



特集⑤ とちぎの元気な森づくりの取組を

韓国の森づくりの参考に
－ 韓国国立山林科学院研究者が森づくり事業を視察 －

平成25年10月７日から８日にかけて、韓国国立山林科学院の研究者が、矢板

森林管理事務所管内における「とちぎの元気な森づくり県民税事業」実施状況の

視察調査を行いました。

今回視察に訪れたのは、同科学院の

Rin Won Joo（朱麟源）林業経済政策部長

Park Kyung seok（朴璟碩）林業研究官

の２名の研究者です。

お二人は、韓国における新たな森づくりスキー

ムの政策検討のため、日本の事例調査の一環とし

て本県のとちぎの元気な森づくり県民税事業の概

要調査を目的に来訪されました。

10月７日には矢板森林管理事務所

において、金田俊男所長から「とちぎ

の元気な森づくり県民税」を導入した

社会的背景や具体的な事業内容、また

の元気な森づくり県民税」を導入した

社会的背景や具体的な事業内容、また

事業評価など、広範囲かつ詳細な説明

を受けました。

金田所長からの「分かりやすく丁寧な説明」を熱心に聞くお二人

８日は塩谷町内の奥山林整備事業や木製ベンチ設

置箇所、また高根沢町内の里山林整備事業など、県

民税事業実施箇所について現地での視察調査を行い

ました。

お二人は、豊かな恵みを与えてくれる森林を元気

な姿で次世代に引き継いでいくため、費用負担も含

め広く県民全体の協働により進めていく本県の取組

に深く感銘し、今後の韓国森林政策の参考とすると

のことでした。

調査に御協力された金田所長を始め矢板森林管理

事務所職員の皆様、大変ご苦労さまでした。



－ 栃木県林業センター公開デーでＰＲ活動 －

８月25日に開催されました「栃木県林業センター公開

デー」に出展しまして、元気な森づくりの日や間伐等に

関するパネルの展示、とちぎの元気な森づくり県民税等

に関するアンケートを実施し、来場者にとちぎの元気な

森づくりの取組について

ＰＲをしました。

とちもりくんグッズ、大人気!!

普及・啓発部会

元気な森づくり県民会議
部会だより

当日は朝方から小雨の降るあいにくの空模様のため来場者数

への影響が心配されましたが、そのようなことはどこ吹く風と

言わんばかりに、森づくりファン？の方々が多数来場ください

ました！

特に人気を集めたのが、非売品の「とちもりくんグッズ」！

【携帯パズル】

ちょっとした時間

つぶしにどうぞ

言わんばかりに、森づくりファン？の方々が多数来場ください

ました！

特に人気を集めたのが、非売品の「とちもりくんグッズ」！

アンケートに答えていただいたお客様が持っているとちもり

くんグッズを見た他のお客様が、次々とブースにお越しくださ

いました。

スタッフも、ここぞとばかりに県民税事業のＰＲに大奮闘！

ＰＲ開始から１時間少々で一部のグッズが完売するなどの盛

況ぶりで、その後にいらっしゃったお客様から残念がるお言葉

をいただくほどでした。

【バッジ】

間伐材を利用した

ほっこりバッジ

【エコバッグ】

さわやかな色合いで人気№１

【メモホルダー】

壁を傷つけない粘着

素材でぴったんこ！

【エコポット】

お部屋を明るく！人気№２

他にも「とちまるくんグッズ」はたくさんあります！

各種イベントで配布していますので、ぜひご来場ください！



実施日 イベント名等

  ８月25日（土）
県林業センター公開デー
（宇都宮市）

10月  ５日（土）
エコ・もりフェア2013
（宇都宮市）

10月14日（土）
ベルモール
（宇都宮市）

「栃木県林業センター公開デー」及び

「エコ・もりフェア2013」のイベント

会場や、大型商業施設「ベルモール」に

おいて、とちぎの元気な森づくりの取組

に関するパネル展示、元気な森づくりの

日PRリーフレット・ノベルティの配布や

クイズ、アンケートを実施し、とちぎの

元気な森づくりをＰＲしました。

各イベントとも、多くの皆様にお越し

いただきました。

－ 「エコ・もりフェア２０１３」等において元気な森づくりをＰＲ －

林業センターやエコもりフェア2013では、パネル展示やアンケートを実施するとともに、

とちもりくんグッズを配布し、参加者の皆様にとちぎの森づくりについて理解を深めていた

だきました。

森づくり推進部会

イベント、盛りだくさんに開催

トールペイント、親子で仲良く塗り塗り♪

どんな作品になるか楽しみ！（エコ・もりフェア2013）

とちもりくんが見ている…

ベルモールでは、クイズを実施しました。内容は、「元気な森づくりの日はいつ？」、

「栃木県における森林の面積割合は？」等で、参加者は楽しみながらとちぎの森づくりに対

する理解を深めていただきました。参加者には風船やとちもりくんグッズをプレゼント、大

変好評でした。

とちぎの森づくりのＰＲ

（ベルモール）
人気沸騰中のとちもりくんグッズ



木工工作コンクール、金賞決まる！
－ 第６回子どもたちの木工工作コンクールの審査結果について －

子どもたちの木づかい活動を広く普及する、第６回子どもたちの木工工作コンクール（第３８

回全国児童・生徒木工工作コンクール栃木県大会）を開催し、 応募作品２９４ 点の中から、 入

賞作品２６点を決定しましたのでその一部を御紹介します。

金賞受賞作品は、平成26年３月に開催予定の第38回全国児童・生徒木工工作コンクールに本

県代表として出品されます。

木づかい推進部会

金賞：栃木県 知事賞
○小学校低学年の部 ○小学校高学年の部 ○中学校の部

「森のお祭り」 「龍」 「鷹」

金賞：栃木県 教育委員会教育長賞

那須塩原市立三島小学校 大田原市立宇田川小学校 市貝町立市貝中学校

４年 田﨑 綾乃さん ５年 山下 航平さん ３年 阿久津 亮さん

２年 菅谷 倫太郎さん

○小学校低学年の部 ○小学校高学年の部 ○中学校の部

「へびをくわえたわし 」 「烏天狗」 「Ｔｈｅ Ｏｃｔｏｐｕｓ」

那須塩原市立高林小学校 那須塩原市立高林中学校

４年 菊地 ひなのさん ２年 成宮 槙作さん

２年 伊藤 広大さん

栃木市立赤津小学校 ３年 板坂 隼人さん

５年 大橋 拓未さん


