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－平成24年度 里山林整備事業－

▼特集
①ご存知ですか？「森の楽校」

②「森の子サミット」ってなぁに？

▼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



－ 今年度は森づくり講座を１１回、

グリーンスタッフ養成講座を５回開催 －

森づくり講座では、初夏の森・秋の森の観察や、下刈り作業、枝打ち作業などの体験講座

を通して、森林に親しんでもらう機会を提供しています。森づくり活動の未経験者の方から

上級者の方まで参加できるプログラムを年間を通じて開催しました。

特集①

開催の実績

プログラム名 開催日
1 初夏の森を観察しよう 6月24日（日）
2 みんなの森づくり(下刈）① 6月30日（土）
3 森の手入れ（下刈） 7月7日（土）
4 みんなの森づくり(下刈）② 7月14日（土）
5 森の手入れ（人工林） 7月21日（土）
6 みんなの森づくり(枝打）① 9月15日（土）
7 みんなの森づくり（枝打)② 10月20日（土）
8 秋の森を感じよう 10月27日（土）
9 森の手入れ（間伐） 11月17日（土）

10 原木市場・製材工場見学 11月22日（木）
11 森の手入れ（里山） 1月26日（土）

作業の内容 苗木の成長を妨げないよう 周りの雑草や潅木を刈り取る作業

参加者の声（アンケート結果より）

・下刈りにより豊かな森になることは、私達の生活に影響するので、できるだけ参加したい。

作業の成果が目に見えることはうれしいと思う。（7/14参加者）

・桧の成長が楽しみです。（9/15参加者）

森 （ ） （ ）

作業の内容 苗木の成長を妨げないよう、周りの雑草や潅木を刈り取る作業

年に１回の場合、７月下旬～8月上旬
年に２回の場合、６月下旬～7月上旬と7月下旬～8月上旬

時　　期

頻　　度
土壌条件によりますが、植栽後１～１０年程度必要とし、
２～４年目は年に2回、その後は年に１回行います。

頻　　度 生産する木材により1回～数回

枯れた枝を切る「枯枝打ち」
成長抑制のための「生枝打ち」

種　　類

作業の内容
節の少ない木材の生産や林内に
光が入るようにする等の目的
で、枝を切り落とす作業
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グリーンスタッフ養成講座は、森づくり講座より一歩進んだ内容の講座を実施しています。

５つの講座のうち、３つ以上を受講した方を「グリーンスタッフ」として登録し指導者とし

て活動していただくなど、人材の育成を図っています。平成２４年９月末現在で、158名の

方がグリーンスタッフとして登録いただいています。

講座名 開催日 内容
1 緑づくり 10月6日（土） 病害虫とその防除方法、剪定の仕方
2 森林と生物多様性 12月2日（日） 森林整備と生物多様性
3 森林と野生獣 12月8日（土） 多様な森林の育成と森林生態系、獣害対策
4 里山林のしくみ 12月16日（日） 里山林のしくみ、広葉樹間伐木剪定実習
5 人工林のなりたち 1月12日（土） 人工林のなりたち、管理方法の実習

グリーンスタッフや指導者をお探しの場合はこちらから探すことができます。
（グリーンスタッフは、「緑づくり人材バンク」として登録されています）

とちぎのエコ・もり http://mori.ecomori‐tochigi.jp/
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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24年８月５日（日）

２ 場 所 とちぎわんぱく公園（壬生町）

３ 参加者 ７０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②

（１）自然観察

この葉っぱなあに？

（２）木工工作

－ とちぎわんぱく公園で体験交流活動を開催 －

わんぱく公園内を散策し

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

（３）エコ・プログラム

カルタを読み上げ、

節電対策の決意表明！

間伐材を材料とする植木

鉢用のプランターカバー作

りを体験してもらいました。

できあがったプランターカ

バーは、学校や自宅での緑

づくりに役立ててください。

なぜ節電が必要なのかを

「エコカルタ」をとおして、

楽しみながら学習してもら

いました。

子どもたちの声（アンケート結果より）

・自然観察で集めたものを標本にしてみたい。 ・森林をもっと知りたい。

・今回のように自然に優しい作品作りをしたい。 ・木工工作でタンスを作りたい。

・エコカルタが楽しかった。 ・また参加したい。
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元気な森づくり県民会議
部会だより

－ あきやま学寮（佐野市）で交流事業を実施 －

普及・啓発部会

森林が有する公益的機能は、本県のみならず、下流域の都県もその恩恵を受けています。

このため、本部会では、下流域都県民の「とちぎの元気な森」への理解と関心を深め、一体

となって森林を守り育てていくことを目的として、下流域都県民と本県民の参加・協力による

交流の森づくり活動を実施しています。

この交流事業が、平成２４年１２月８日（土）に佐野市にある「あきやま学寮」及びその周

辺山林において行われました。

今回の事業は、県南環境森林事務所が事務局となり、佐野市環境ネットワーク、あきやま木

工クラブ、佐野市環境政策課の御協力をいただき実施し、東京都杉並区民４０名の方が参加さ

れました。

10:20

まずは、とちぎの元気

な森について説明を受

ける。フムフム…

1６:０0

交流を深めたところで、

記念にみんなでパチリ♪

お疲れ様でした～

当日は、午前中にとちぎの元気な森づくり活動などの説明、間伐体験などを行い、午後は、

チェーンソーカービング見学、木工教室を体験していただきました。

参加された杉並区民の方々には、本体験を通じて、森林の大切さ、森林を維持することの大

変さ、木のぬくもりなどを感じていただけました。

事業実施内容

（当日の流れ）

10:４0

間伐体験。木

が倒れる様子

にビックリ！

13:00

名人のチェーンソー捌

きに見入る。

1４:３0

やっぱり木が好き！

木工教室のコース

ター作りにハマる。

一方、こちら

は、組手什作

りに夢中。
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－ 県内各地で「元気な森づくりの日」記念イベントを開催しました －

県民の皆様に森づくりを身近に感じていただき、森づくり活動に様々な形で参加・協力い

ただけるよう、とちぎの元気な森づくり県民会議と栃木県では、10月16日を「元気な森づ

くりの日」に制定しています。

この「元気な森づくりの日」を記念して、とちぎの元気な森づくり県民会議では、エコ・

もり地域推進協議会との連携のもと、森づくり体験等のイベントを開催しました。

▼開催日：９月29日（土）

▼会 場：市貝町

多田羅沼自然環境保全地域

▼参加者 33名

▼内容

自然観察

プランター作り

身近な自然に改

めて関心をもち

ました。

▼開催日：10月６日（土）

▼会 場：日光市

日光だいや川公園

▼参加者 32名

▼内容

自然観察

マイはし作り

日光杉並木の木

で箸が作れてよ

森づくり推進部会

参加者の皆様からは「森林の話が興味深かった」、「親子で楽しめた」、「また参加した

い」との声をいただき、活動を通じて元気な森づくりへの理解を深めていただきました。

また、10月6～７日開催の「エコ・もりフェア2012」において、記念イベントの一環とし

てリーフレット等の配布やクイズを実施し、森づくりへの理解を図りました。

めて関心をもち

ました。
日光杉並木の木

で箸が作れてよ

かったです。

▼開催日：10月21日（日）

▼会 場：栃木市

かかしの里

▼参加者 16名

▼内容

間伐体験

マイはし作り

コースター作り

間伐の必要性が

分かりました。

▼開催日：10月14日（日）

▼会 場：那須塩原市

塩原温泉ビジターセンター

▼参加者 30名

▼内容

森林散策

コケ玉作り

コケ玉が楽しく

簡単にできまし

た。
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１１月２９日（木）、栃木県庁研修館３０２研修室にて平成２４年度森づくり推進部会が開

催されました。

▼議事

・平成２４年度部会活動状況について

・平成２５年度部会活動に関する意見交換について

・その他

部会での意見交換の状況

（県庁研修館30２研修室）

－ 平成２４年度森づくり推進部会が開催されました －

１１月２９日（木）、栃木県庁研修館３０

２研修室にて平成２４年度森づくり推進部会

が開催されました。

会議では、魅力あるイベントの企画や効果

的なPRなど、イベントの内容や集客に向け

たPR方法等を充実するため、活発な意見交

換が行われました。

木づかい推進部会

－ 平成２４年１２月１６日(日) 宇都宮冒険活動センターにて －

木づかい推進活動の一環として、女性限定の木工教室を実施しました。

約半数の参加者が木工工作未経験でしたが、「木の素晴らしさ」や「森林の大切さ」を学びな

がら、全員が無事作品を完成することができましたので、活動内容を御紹介いたします。

木づかい推進部会

○木材アドバイザー前澤長一先生によ

る、「木の素晴らしさ」、「森林のは

たらき」の講義

○参加者は、製作した作品（万能ヒノ

キ台）に、とても満足されて帰られま

した
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▼問合せ・申込先

（公社）とちぎ環境・みどり推進機構 (028)643-6801

URL http://www12.ocn.ne.jp/~t-green/

伝言板

＊ とちぎ「森の楽校」に興味を持たれた方へ ＊

＊ 森林ボランティア会員に登録しませんか？ ＊

県は、「森林ボランティア会員」を募集しています。

森林ボランティアに登録いただくと、森づくりに関する各種活動情報を掲載した情報誌

（グリーンウェーブ）を郵送（またはメール送信）します。

現在、約500名の方が登録しています。自主的に森づくり活動に参加する意欲のある方な

らどなたでも登録できますので、関心のある方は以下へご連絡ください。

▼問合せ先

県環境森林政策課 (028)623-3294

（栃木県HP）ホーム ＞ くらし・環境 ＞ 自然・動植物 ＞ 森づくり

＞ 森林ボランティア活動に参加してみませんか

今回の特集①でご紹介しましたとおり、皆様にとちぎの元気なに親しんでいただけるよう、

「森の楽校」を開催しております。

今年度は、全てのプログラムが終了しましたが、また来年度も開催する予定ですので、皆

様ぜひ御参加ください。

なお、実施内容が決まり次第、下記のホームページにて御案内します。

「とちぎの森づくりNEWS」は、「とちぎの元気な森づくり県民税」により発行されています。

＊ ご利用ください！！

森づくり活動のポータルサイト「とちぎの森づくり」 ＊

栃木県の森林・林業に対する取組や各種報告書などの行政情報をはじめ、イベント・講座

のお知らせや活動団体の情報、指導者等の人材情報などを一元的に提供しています。

どなたでもサイトを御覧いただくことができます。

また、会員登録をしていただくと、活動団体や県民の皆さんが、直接、イベント等のお知

らせや活動団体情報などをサイトに掲載することができ、情報発信や相互交流の場としても

ご活用いただけます。

県民の皆さんをはじめ、森づくりやみどりづくりに取り組む学校、森林環境学習関連施設、

地域で活動する団体・企業などの森づくり活動を応援するためのサイトです。

ぜひご活用ください。

★QRコードはこちら★続きはWebで♪

http://mori.ecomori-tochigi.jp/

＞ 森林ボランティア活動に参加してみませんか

とちぎの森づくりHPからも登録できます⇒ http://mori.ecomori-tochigi.jp/volunteer.php

「とちぎの森づくりNEWS」は、「とちぎの元気な森づくり県民税」により発行されています。


