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政 策 評 価 結 果 書

平成１６年 ３月３１日

（最終改訂同年７月６日）

林 野 庁 企 画 課 長

政策分野 国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進

政策分野主管課 林野庁森林保全課

関 係 課 林野庁計画課、研究普及課、業務課

１ 目標値（目標年度）

目標値（目標年度） 目標値算定の考え方

目 ①森林ボランティア 450 近年のボランティア活動の活発化や、平成１４団体
標 ・ネットワークへ 年度から完全学校週５日制が導入されること等（平成１７年度）
値 の参加団体数 を踏まえ設定。

千人②森の子くらぶ活動 360
(平成１７年度)の参加者数

③公衆の保健のため 160 国有林野事業の目的の一つである住民福祉への百万人
の国有林野の活用の 寄与の観点や実績値等を踏まえ設定。(平成１５年度)
推進〔レクリエーシ

〕ョンの森の利用者数

２ 評価結果

（１）有効性評価

目標値 15年度目標値 15年度実績値 達 成 達 成
状 況 ランク

目 ①森林ボランティア 80 98 123% A団体の増 団体の増
・ネットワークへ 139 ( 209 (150%) (A)(累計 団体の増) 累計 団体の増)

標 の参加団体数

値 ②森の子くらぶ活動 36 39 100% A千人の増 千人の増
の参加者数 107 108 (101%) (A)(累計 千人の増) (累計 千人の増)

③公衆の保健のため 160 〈152 〉 〈53%〉 〈B〉百万人 百万人
〈 〉の国有林野の活用の 17 9（趨勢値より 百万人の増） 趨勢値より 百万人の増（ ）

推進〔レクリエーシ 実績値9月
〕ョンの森の利用者数

注）裸書きは実績値 〈 〉書きは見込値、

所 見

ボランティア・ネットワークへの参加団体数は、ネットワークを通じたボラン

ティア団体による森林の整備及び保全活動への取組が活発化していること、１５

年の森林ボランティア団体数が１２年の２倍と大幅に増加しており、それに伴い

ネットワークへの参加数も増加したことから、単年度及び累計とも目標を大きく

上回った。
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これは、自分の持てる力を社会に還元したいという意識や環境問題への関心の

高まり等を背景に、森林の保全及び整備に積極的に関わろうとする森林ボランテ

これらの活動は、伐採技術ィア活動が増えてきているためと考えられる。また、

を要する間伐、松くい虫の被害防止や、林野火災跡地の復旧等さまざまなものに拡

大している。

森の子くらぶ活動の参加者は、森林体験活動の受入施設の増加や社会教育の推

進や子どもの健全育成等を図ることを目的としたＮＰＯ法人の設立が増加するな

ど、自然体験活動等の受け入れ体制の整備が推進されたことから、単年度及び累

計とも目標を達成した。

（ ）公衆の保健のための国有林野の活用の推進 レクリエーションの森の利用者数

景気の低迷が続く中、全国的にスキー需要が大きく減退しており、については、

スキー場を中心とした野外スポーツ地域の利用者が昨年に引き続き減少したこと等

、 、 。 、により 目標より８百万人 前年度に対しても４百万人下回る見込みである 今後

、 。更に要因を分析し 森林とのふれあいに対する要請に的確に応えていく必要がある

（２）必要性評価

地球温暖化防止をはじめとした森林のもつ多面的機能を持続的に発揮させてい

くためには、林業関係者のみならず、森林の整備・保全を社会全体で支えるとい

う国民意識を醸成していくことが極めて重要な課題となっている。このため、普

及啓発活動の推進、森林ボランティア活動等の促進、森林環境教育の推進等の取

組を通じて「国民参加の森林づくりと森林の多様な利用」を推進していく必要が

ある。

３ 改善の方向

森林国民参加による森林づくりや森林の多様な利用を一層促進するためには、

ボランティア活動を行う団体等と森林所有者等との連携構築に向けた条件整備に取

り組む必要がある。

森林ボランティアにまた、森林ボランティア活動の活発化や内容拡大に伴い、

安全性の確保や、林業技術を持った指導者の育成等を図るとともに、ＮＰおける

Ｏ等の企画力等を活用した森林環境教育の推進や里山林等での自然・文化体験活動

を推進していく必要がある。

国有林野のレクリエーションの森は、森林とのふれあいに対する要請に的確に応

えていくため、必要な情報提供を行い、自然休養林・風致探勝林（休養施設等が設

置された森林）等の整備・活用を積極的に推進する必要がある。

なお、これらの実施に当たっては、関連事業との連携を図るなど、より効果的

な実施に努めるものとする。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】

評価結果は、概ね妥当であり、改善の方向を踏まえ、施策の見直し・反映に努

めるべきである。

ボランティアを始め一定の人員が確保されている現状を踏まえ、今後、質の面

からの充実を図るため、詳細な分析を実施する必要がある。
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（別紙様式１）
政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：林野庁森林保全課
、業務課及び関係課 関 係 課：林野庁計画課、研究普及課

目 標 目標年度 平成１７年度

目 標 値 ①森林ボランティア団 現状値 ①１５１団体
体数：森林ボランテ （平成１３年３月現在）
ィア・ネットワーク
への参加団体数

４５０団体
②子どもたちや親子等 ②１８１千人

による森林体験活動 （平成１３年３月現在）
の参加者数：森の子
くらぶ活動の参加者
数

３６０千人
③公衆の保健のための ③１５７百万人

国有林野の活用の推 （平成12年度）
進

〔レクリエーションの
森の利用者数〕
概ね160百万人

平成15年度）（

サブ指標 現状値

関係者が取り組 ① 国土緑化に関する普及啓発
むべき課題 ② 森林ボランティア活動の推進

③ 児童、高齢者等の利用に配慮しつつ国民に開かれた森林を整備
④ 教育・福祉等の分野との連携による森林体験活動の推進
⑤ 住民参加による里山林等の保全・整備・利用の推進

目 年 度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
標
に 目 ①森林ボランティア団体数：森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数
係 標

２６２団体 ３６０団体る 値 実績値 ２３３団体
各
年
度 達 成 単年度283％ 単 年 度 9 7 ％ 単年度 ％単年度123％
の 状 況 累 計 ％ 累 計188％ 累 計 ％累 計150％
実
績 ②子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数：森の子くらぶ活動の参加者数
値

２５０千人 ２８９千人及 実績値 ２３９千人
び
達
成 達 成 単年度166％ 単年度 31％ 単年度 ％ 単年度 ％108
状 状 況 累 計 ％ 累 計 97％ 累 計 ％ 累 計 ％101
況
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③公衆の保健のための国有林野の活用の推進(レクリエーションの森の利用者数)

156百万人 152百万人実績値 156百万人
（見込値）

達 成 単年度 75％ 単年度 ％ 単年度 単年度 ％77 53％
状 況

目標値と実績値の推移
① 森林ボランティア団体数：森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数

② 子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数：森の子くらぶ活動の参加者数

13年 14年 15年 16年 17年 (単位：団体）

目標値 180 210 290 370 450
実績値 233 262 360

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 （単位：千人）

目標値 216 252 288 324 360
実績値 239 250 289

森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数
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③ 公衆の保健のための国有林野の活用の推進

達成状況に対す ①森林ボランティア団体数１５年度
平成１５年のネットワー平成１５年のネットワーるコメント 達成状況は順調である。これは、

ク参加団体の活動情報掲載件数が１団体平均で７．１件と前ク参加団体の活動情報掲載件数が１団体平均で７．１件と前
年より８％増加していること、また、平成１５年の本ネット年より８％増加していること、また、平成１５年の本ネット
ワークのホームページへの訪問者数が２８．９万件と前年よワークのホームページへの訪問者数が２８．９万件と前年よ
り４６％増加していることから、森林の整備及び保全活動のり４６％増加していることから、森林の整備及び保全活動の
取組が活発化していることによるものと考えられる。取組が活発化していることによるものと考えられる。

また、平成１５年の森林ボランティア団体数が平成１２年
の５８１団体に比べ、約２倍の１，１６５団体と大幅に増加
したことから、森林ボランティアネットワークへの加入も増
加したものと考えられる。

②子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数
達成状況は順調である。これは森林体験活動等の受入施設

の増加及び、社会教育の推進や子どもの健全育成等を図るこ
とを目的として活動を行うＮＰＯ法人の設立の増加による受
け入れ体制の整備が推進されたこと、また、平成１５年１２
月に内閣府が行った「森林と生活に関する世論調査」による
と森林に期待する働きとして野外教育や保健休養の場として
期待する割合が平成１１年７月の調査に比べ約６ポイント増
加するとともに、里山林等を子どもたちに自然体験させる場
としての利用の割合が前回調査より約３ポイント増加してい
ることから、森林での自然体験活動等に対する国民の意識が
高まったことによるものと考えられる。

③レクリエーションの森の利用者数
公衆の保健のための国有林野の活用の推進については、平

成15年度の趨勢値より9百万人上回っているものの、目標よ
、 。り8百万人 前年度に対しても4百万人下回る結果となった

景気の低迷が続き、全国的にスキー需要が大きく減退する
中で、国有林における｢レクリエーションの森｣においても、
特に、スキー場を中心とした野外スポーツ地域をはじめとし
て、利用者数が減少する結果となった。

１６年度

１７年度

参考指標 目標値の過去の実績値

レクリエーションの森の利用者数
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① H11 H13 H14H12
２６２団体１３８団体 １５１団体 ２３３団体

出典： 社）国土緑化推進機構調べ（

② ３１千人 １８１千人 ２３９千人 ２５０千人
出典：林野庁業務資料

③レクリエーションの森の利用者数
（単位：百万人）

13 14年 度 ８ ９ 10 11 12
156 156利用者数 176 166 159 161 157

達成状況の算出方法備 考

①団体数の増加数／Ｈ１５年度目標値＝９８／８０×１００
＝１２３％

累計：２０９／１３９×１００＝１５０％

②子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数：森の子くらぶ活動
の参加者数／Ｈ１５年度目標値＝３９／３６×１００

＝１０８％
累計：１０８／１０７×１００＝１０１％

③
H15年度実績見込値 H15年度趨勢値(※1) H15年度目標値(※2) H15年度趨勢値(※1)

（ １５２ － １４３ ）÷（ １６０ － １４３ ）×１００
＝５３％

※1：Ｈ８～12年度の実績値の趨勢からＨ13～15までの趨勢値を算出（下表参照 。）
表 レクリェーションの森の利用者数の実績と趨勢

(単位：百万人)

８ ９ 10 11 12 13 14 15年 度

146 143利用者数 176 166 159 161 157 150

注１：Ｈ13年度以降は、Ｈ８～12年度実績値から回帰式により算出した趨勢値
２：回帰式は、ｙ＝332.76ｘ (ｙ：利用者数、ｘ：年度)

-0.3113

※2：Ｈ15年度目標値までほぼ均等に増加（概ね１百万人/年）させていくものと仮
定した上で、各年度の利用者数を単年度の目標値とする。
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進政策分野

目標年度 平成１７年度

①森林ボランティア団体数：森林ボランティア・ネットワークへの参加目 標 値
団体数 ４５０団体

②子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数：森の子くらぶ活
動の参加者数 ３６０千人

③公衆の保健のための国有林野の活用の推進
〔レクリエーションの森の利用者数〕概ね160百万人（平成15年度）

上位計画

目標年度

目 標 値

〔政策分野の全般的考え方〕

近年、自ら緑化活動や植栽、間伐といった森林の整備・保全活動へ参加したり、様々な体験
活動を通じて森林と積極的に関わるといった形での森林の利用への国民の期待が高まってい
る。

このような中で、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を実現し、都市と農山村の共生と
対流を通じ「美しい日本」の維持・創造を図るためには、森林・林業関係者のみならず、広く
国民の理解と参加を得て、社会全体で森林の整備・保全を支えていくという国民意識の醸成が
重要となっている。

このため、森林ボランティアなど国民の森林の整備・保全活動への直接参加を促進するとと
もに、子どもたちの森林体験活動等森林の保健・文化・教育的利用を促進し、国民参加の森林
づくりと森林の新たな利用を推進する。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

国民参加の森林づくりや森林の新たな利用の推進に関する目標としては、森林ボランティア
による森林整備・保全活動への直接参加のほか、分収林契約、緑の募金や森林基金への協力、
里山のオーナー制度への参加、体験学習や健康づくりのための森林の利用など様々な目標設定
が考えられるが、こうした活動全般の活性化を代表する指標としては、直接参加により体験活
動を行う点や主体的・積極的に森林と関わり合う点で政策効果が高いと考えられる次の活動が
最もふさわしいと判断し、その目標を選定した。
① 森林ボランティア団体の活動の活性化のために設置している森林ボランティア・ネットワ

ークへの参加団体数
② 子どもたちや親子等が参加して様々な森林体験活動を行う森の子くらぶ活動の参加者数

国有林野事業においては、公衆の保健のための活用の推進を目標として選定し、これを把③
握する指標として「レクリエーションの森の利用者数」を用いることとする。

〔政策目標値の算出方法〕

① 森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数を目標値とし、毎年度３月末時点での実
績値により計測する。

目標値については、森林の整備・保全を社会全体で支えているという国民意識をさらに効
果的なものとするためには、広範な国民が身近な森林（地域）において、森林ボランティア
活動に直接参加できる機会をさらに提供する必要があることから、森林ボランティアネット
ワークへの参加団体（活動の継続性が担保され、かつ年間活動日数が５日以上の団体）数を
当初の３００団体から４５０団体に見直しを行い、それにより４７都道府県において毎週１
回以上は 参加団体による森林ボランティア活動が行われるようにする。（参考）

② 子どもたちや親子等が様々な森林体験活動を行う森の子くらぶ活動への参加者数を目標値
とし、毎年度３月末時点での実績値により計測する。

目標値については、平成１４年度から完全学校週５日制の導入が予定されていることや、
自然体験活動、ボランティア活動等の充実に向けた学校教育法や社会教育法の改正が行われ
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たことを踏まえ、受け入れ森林を５年間で５割程度増やすとともに、利用頻度を高めること
により、５年後に３６０千人とすることとした。

③ 公衆の保健のための国有林野の活用の推進
【レクリエーションの森の利用者数】概ね160百万人

レクリエーションの森の利用者数については、減少傾向に歯止めをかけ、平成12年度の
水準程度を維持することとし、平成15年度の目標値を概ね160百万人とする。

（参考）
・450団体 ×6.6日/年 ＝2,970日/年・・・①(平成17年度ボランティア団体数目標) (平成14年度1団体当たりの平均活動日数)

・365日／年÷7日／週＝52週／年・・・②
・①÷47都道府県＝63日／年・・・③
・③÷②＝1.2日／週
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進 １／１

実績及びそれに対する所見政策手段等 施 策 の 内 容
（目標、サブ指標との関連）（単位：千円）

千葉県での全国植樹祭、愛知県で緑化推進対策事業 森林の地球温暖化防止機能の
の全国育樹祭の開催等による森林の普及啓発、森林ボランティア活
多面的機能の普及啓発を行うととも(510,740) 動など広範な国民による森林づ
に、４４都道府県において、森林ボくり活動への支援、身近な緑化
ランティア等広範な国民による森林［森林保全課、経営 技術の開発・普及、高校生によ
づくり活動、身近な緑化技術の開発課、木材課］ る森林整備活動への支援等を行
・普及、高校生による森林整備活動う。
への支援を行った。（目標①）

体験活動の場となる森林や指 26県において、子どもたちに様々森林環境教育活動の
導者の募集・登録、森の子くら な森林体験活動を提供する「森の子条件整備促進対策事
ぶ活動の受入れ体制の整備、森 くらぶ活動」の受け入れ体制の整備業
林体験活動の場である学校林の を行うとともに、25都道府県で森林
整備・活用、山村滞在型の森林 ボランティアによる学校林の整備・(111,792)
・林業体験交流活動など、森林 保全活動、2県において山村滞在型
環境教育活動を推進していくた の森林・林業体験交流活動のモデル［計画課、森林保全
めの条件整備を行う。 事業への支援を行った。課、木材課］

（目標②）

24道府県において、多様な活動の里山林の新たな保全 住民参加による里山林等の保
場となる「里山利用林の設定 、利・利用推進事業 全・利用活動の推進や、森林と 」
用活動を通じてその保全・整備を行人との共生林の整備に向けた条
う「森林の育ての親」の募集等を実(16,150) 件整備、公募モデル事業、健康
施し、住民参加による里山林等の保づくりのための森林の活用を行
全・利用活動等の推進を行った。［計画課］ う。

（目標②）

15道府県において、子どもたちの教育のもり整備事業 子どもたちの森林体験活動の
森林体験活動の場、市民参加や林業場、市民参加や林業後継者育成
後継者育成に資する林業体験学習の(264,000) に資する林業体験学習の場等の
場等のための森林フィールド整備、森林・施設の整備を行う。
学習展示施設、森林環境教育活動施［計画課､研究普及課］ （目標②）
設等の整備を行った。

レクリエーションの森において、森林空間総合利用等 国有林野の総合利用、国民に対
森林環境整備を実施するとともに、に必要な経費 する情報提供、国民参加の森林
利用者に対する情報提供を行った。（212,264） 保全活動等の推進
また、国有林として、1,226回に及［業務課］ （目標③）
ぶ森林教室等の実施や、ボランティ
アの森林づくり等の場である「ふれ
あいの森」4,579ha、森林環境教育
の場である「遊々の森」3,132haを
設定し、森林とのふれあいの場を広
く提供した。
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別紙

○達成状況の算出方法

①森林ボランティア団体数：森林ボランティア・ネットワークへの参加団体数

（単位：団体、％）

区 分 １２ １３ １４ １５ １６ １７

目 年度目標値Ａ １８０ ２１０ ２９０ ３７０ ４５０

標 年間上昇値Ｂ ２９ ３０ ８０ ８０ ８０

実 年度実績値Ｃ １５１ ２３３ ２６２ ３６０

績 年間増減値Ｄ ８２ ２９ ９８

達 年度達成率（Ｃ／Ａ） １２９ １２５ １２４
成
率 年間達成率（Ｄ／Ｂ） ２８３ ９７ １２３

②子どもたちや親子等による森林体験活動の参加者数：森の子くらぶ活動の参加者数

（単位：千人、％）

区 分 １２ １３ １４ １５ １６ １７

目 年度目標値Ａ ２１６ ２５２ ２８８ ３２４ ３６０

標 年間上昇値Ｂ ３５ ３６ ３６ ３６ ３６

実 年度実績値Ｃ １８１ ２３９ ２５０ ２８９

績 年間増減値Ｄ ５８ １１ ３９

達 年度達成率（Ｃ／Ａ） １１１ ９９ １００
成
率 年間達成率（Ｄ／Ｂ） １６６ ３１ １０８
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森林ボランティアネットワークのしくみ

森林ボランティア情報ネットワーク

照会・問い合わせ

森林ボランティアセンター 一 般 市 民
（ 社）国土緑化推進機構）（

情報提供

森林ボランティア活動への参加登録 センターからの センターからの 登録
活動予定の報告 情報提供 情報提供 活動予定の報告

情報交換・連携

森林ボランティア団体 森林ボランティア団体



森林づくりボランティア活動情報掲載件数
年 団体数 件数

13 233 1,362
14 262 1,741
15 360 2,540

森林ボランティアセンターのホームページ訪問者数の推移

月 １３年全体 １４年全体 １５年全体
1 4,463 11,207 18,200
2 12,993 11,639 20,963
3 7,148 11,821 19,865
4 8,247 12,666 22,251
5 9,641 15,650 29,116
6 9,152 20,583 28,938
7 8,098 18,696 29,439
8 9,258 21,660 23,126
9 9,036 18,876 24,084
10 11,094 19,296 28,363
11 10,553 19,941 23,652
12 8,367 16,612 21,454
計 108,050 198,647 289,451

平均活動件数（単位：件／団体）
5.8
6.6
7.1
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ブロック 都道府県 団   　　        体       　　    名 ブロック 都道府県 団   　　        体       　　    名

東北・北海道 北海道 アクション森づくり・しらおい 東京都
東海シルバー・ボランティアーズ（東友会・関東
支部ボランティア部会）

北海道 いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 東京都 ニッセイ緑の財団

北海道 いぶり雑木林懇談会 東京都
（社）日本山岳会 自然保護委員会 高尾の森づくり
の会

北海道 ウヨロ環境トラスト 東京都 花咲き村
北海道 エコの森ウヨロクラブ 東京都 浜仲間の会
北海道 江差ロータリークラブ 東京都 ヒマラヤン・グリーン・クラブ（関東支部）
北海道 エゾリスの会 東京都 マングローブ植林大作戦連絡協議会
北海道 オホーツク森林づくりクラブ 東京都 緑と木に親しむ会
北海道 北の森２１運動の会 東京都 緑のサヘル
北海道 さーくる森人類 東京都 未来樹２００１
北海道 札幌ウッディーズ 東京都 むさしの・多摩・ハバロフスク協会
北海道 札幌森友会(森林遊びサポートセンター) 東京都 （特）木もく倶楽部
北海道 中川町ナナカマド林業グループ 東京都 森づくりフォーラム
北海道 函館地方国有林退職者緑の募金推進協議会 東京都 ＭＯＲＩＭＯＲＩネットワーク
北海道 北海道漁協女性部連絡協議会 神奈川県 恩田の谷戸ファンクラブ
北海道 北海道森林ボランティア協会 神奈川県 北鎌倉・仲良し村
北海道 北海道森林ボランティア・レンジャー協議会 神奈川県 じゃおクラブ
北海道 森をよみがえらそう友の会 神奈川県 玉川きづなの森
北海道 八雲町漁業協同組合 神奈川県 丹沢「森の仲間たち」
北海道 山番マスターズクラブ 神奈川県 チーム フォレスト フリーク
青森県 青い森林づくりボランティアの会 神奈川県 舞岡公園田園・小谷戸の里管理運営委員会
青森県 今別町十五日会 神奈川県 横浜自然観察の森友の会
青森県 三陸森の会  小　　計 64
青森県 日本善行会青森支部 中　　部 新潟県 エコトピア上越
青森県 八戸エコ・リサイクル協議会 新潟県 加治川村　さくらの里づくりの会
青森県 ヒノキアスナロ緑の少年団 新潟県 （特）木と遊ぶ研究所
岩手県 沙漠植林ボランティア協会 新潟県 （特）里山クリーン新潟
岩手県 （特）森林ボランティア山仕事くらぶ 新潟県 にいがた森林の仲間の会
岩手県 ゆうなっこの森を育てる会 富山県 草刈り十字軍運動本部
宮城県 みどり十字軍 富山県 富山県森林公社育林ヘルパー
宮城県 森のなかま 富山県 とやま森林づくりボランティア
秋田県 秋田森の会・風のハーモニー 石川県 （社）石川の森づくり推進協会
秋田県 海と川と空の塾 石川県 かなざわ森づくり学校
秋田県 白神ネイチャー協会 福井県 市民の森ワークショップ
山形県 神室山系の自然を守る会 福井県 （特）福井県子どもＮＰＯセンター
山形県 東北芸術工科大学森づくりの会 福井県 福井県フォレストサポータの会

山形県 森林
もり

づくり体験研究会 福井県 八ツ杉千年の森づくり実行委員会

山形県 山形県県民の森森の案内人の会 山梨県 小渕沢里山クラブ
福島県 会津の森を育む協議会 山梨県 富士急行株式会社
福島県 いわきの森に親しむ会 山梨県 山梨年輪の会
福島県 美しい背あぶりの森をつくる会 長野県 いいやまブナの森倶楽部

福島県
美しい松川浦を２１世紀の子供たちに残す会（通称
はぜっ子倶楽部）

長野県 信州森林サポーターの会

福島県 うつくしま２１森林づくりネットワーク 長野県 信州フォレストワーク
福島県 校舎のない学校 長野県 信州緑を守り育てる会
福島県 県南「木もれび倶楽部」 長野県 森林自由クラブ
福島県 （特）みどりと花の大地学園 長野県 高遠森林クラブ
福島県 みんなで創るあぶくまの森協議会 長野県 HAKUBA Team ’９８

 小　　計 47 長野県 森だくさんの会
　関　 東 茨城県 いばらき森林クラブ 長野県 NPO法人 やまぼうし自然学校

茨城県 宍塚の自然と歴史の会 岐阜県 （特）揖斐自然環境レンジャー
茨城県 森の自然学校　助川山保全くらぶ 岐阜県 （特）恵那山みどりの会
栃木県 （特）足尾に緑を育てる会 岐阜県 かしも山歩倶楽部
栃木県 ２０００年記念の森の会 岐阜県 上迫間ふれあいの森林づくりの会
栃木県 日光杉並木保護財団 岐阜県 岐阜県緑の博士協議会（グリーンドクター）
群馬県 フォレストぐんま２１ 岐阜県 岐阜里山会
埼玉県 北本雑木林の会 岐阜県 ぎふし森守クラブ
埼玉県 埼玉森林サポータークラブ 岐阜県 岐阜森林愛護隊
埼玉県 森林クラブ 岐阜県 （特）賢治の学校　歩ＨＯＴ
埼玉県 雑木林に親しむ会 岐阜県 山林を知る会
埼玉県 創夢舎 岐阜県 （特）杣の杜　学舎
埼玉県 西川木楽会 岐阜県 （特）ドングリの会
埼玉県 八国山の自然に親しみつつ守る会 岐阜県 パーシモンの森林づくり実行委員会
埼玉県 （株）ラスコ ロッキークラブ 岐阜県 みの国民参加の森林づくりをすすめる会
千葉県 いちはら里山会（みどりのボランティア女性の会） 岐阜県 （特）メタセコイアの森の仲間たち
千葉県 上総里山会 岐阜県 文殊の森里山クラブ
千葉県 グリーンネット８４ 静岡県 天城山の自然を守り育てる会
千葉県 さくらグリーンクラブ 静岡県 大井川「白羽山はばたきの森」に集う会
千葉県 山武に雑木林をつくる会 静岡県 樵の会
千葉県 酒々井・里山づくりフォーラム 静岡県 グリーンボランティア鷲沢里山の会

千葉県
生活協同組合ちばコープ ヒューマンネットワーク
事業部

静岡県 県職有度山クラブ

千葉県 関さんの森を育む会 静岡県 佐鳴湖里山楽校
千葉県 千葉市森林づくりの会 静岡県 縄文倶楽部
千葉県 ちば千年の森をつくる会 静岡県 ずしゃ立
千葉県 長生森の会 静岡県 走雲峡ライン「桃源郷・里山づくり」ネットワー
千葉県 成田の里山を育てる会 静岡県 ドラゴンネットワーク
千葉県 八木が谷北市民の森を育む会 静岡県 ２１世紀の森づくりの会
千葉県 谷当グリーンクラブ 静岡県 日本平ちゃっきり会
千葉県 四街道グリーンヴォランティアーズ 静岡県 浜松アドベンチャークラブ
東京都 おのおのの会 静岡県 富士山自然の森づくり
東京都 共栄火災エコーの森友の会 静岡県 富士山ナショナル・トラスト
東京都 巨樹の会 静岡県 三島フォレストクラブ
東京都 国際炭やき協力会 静岡県 三十ヶ谷の森里山クラブ
東京都 さがみ湖・森つくりの会 静岡県 明見神社鎮守の森を育てる会
東京都 サヘルの森 静岡県 森のボランティア
東京都 （財）UFJ環境財団 愛知県 愛知県額田町「町林材業振興を考える」支援隊
東京都 ＪＵＯＮ　ＮＥＴＷＯＲＫ（樹恩ネットワーク） 愛知県 足助フォーレストサポート推進協議会
東京都 せたがやトラスト協会　植物ボランティア 愛知県 エコの森クラブ
東京都 “地球に緑を”武相友の会 愛知県 大森自然観察会
東京都 地球緑化センター 愛知県 （特）愚公医山堂
東京都 テルモ株式会社 愛知県 高蔵寺ニュータウンの緑を育てる会

森林づくりボランティア情報ネットワーク加入者一覧表
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ブロック 都道府県 団   　　        体       　　    名 ブロック 都道府県 団   　　        体       　　    名
愛知県 トヨタボランティアセンター 愛媛県 えひめ千年の森をつくる会
愛知県 中日森友隊 高知県 高知森の案内人くらぶ
愛知県 つげ野の森市民ネットワーク 高知県 四万十樵塾
愛知県 （特）名古屋おやこセンター 高知県 森林救援隊（流域林業活性化センターによど川内）
愛知県 名古屋シティ・フォレスター倶楽部 高知県 森林救援隊四万十
愛知県 （特）穂の国森づくりの会 高知県 （特）土佐の森・救援隊
愛知県 宮前の森林倶楽部  小　　計 31

 小　　計 74 九　　州 福岡県 （財）おおのじょう緑のトラスト協会
近　　畿 三重県 赤目の里山を育てる会 福岡県 環境共育を考える会

三重県 ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ『森林づくり三重』 福岡県 新宮に白砂青松を取り戻す会
三重県 松阪自然探究会 福岡県 （特）筑後川流域連携倶楽部（「水の森」の会）

三重県
（財）三重県環境保全事業団 環境創造活動支援グ
ループ

福岡県 ハローグリーン・けいちく～みどりの応援隊～

滋賀県 ヒマラヤン・グリーン・クラブ 福岡県 福岡市油山自然観察の森「森を育てる会」
滋賀県 びわぎんボランティア活動支援委員会 福岡県 福岡ＹＭＣＡ
滋賀県 遊林会 福岡県 福間海岸のみどりをふやす運動の会
京都府 乙訓の自然を守る会 福岡県 緑のダムを育てる会
京都府 京都森林インストラクター会 福岡県 ラブ・グリーンの会
京都府 京都森林作業体験セミナー 佐賀県 陶磁の里、有田親林交流隊
京都府 京都西山の自然と文化を守る会 佐賀県 鳥栖市親林交流隊
京都府 サン・フォレスター（山城町森林ボランティア） 佐賀県 富士町親林交流隊
京都府 フォレスターうじ 長崎県 雲仙百年の森づくりの会
京都府 府民の森ひよし森林倶楽部 長崎県 長崎グリーンヘルパーの会
京都府 みどりの会西山 長崎県 ながさき森の倶楽部
京都府 みどりの会伏見桃山 熊本県 愛林館（水俣市久木野ふるさとセンター）
京都府 みどりの会桃山 熊本県 九州緑のボランティア隊
京都府 みどりの会山城 熊本県 人吉・球磨自然保護協会
大阪府 茨木ふるさとの森林つくり隊 大分県 大分グリーンヘルパーの会
大阪府 大阪・島本森のクラブ 大分県 （特）ガナ湯布院　（YUFUIN　ＧＡＮＡ）
大阪府 大阪ＹＭＣＡ森林ボランティアの会 大分県 きゃどんくらぶ
大阪府 五月山グリーンエコー 大分県 田島山業株式会社
大阪府 里山倶楽部 大分県 筑後川源流を考える樵の会
大阪府 里山友好の会 大分県 「水の森」の会
大阪府 （特） 自然と緑 大分県 日田林業５００年を考える会
大阪府 ネイチャーおおさか　（社）大阪自然環境保全協会 大分県 （特）緑の工房ななぐらす

大阪府 錦織公園自然友の会 宮崎県
水源の森づくりをすすめる市民の会（森づくりの
会）

大阪府 （特）日本森林ボランティア協会 宮崎県 ひむか緑の会
大阪府 ブナ愛樹クラブ 宮崎県 宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森
大阪府 （特）北摂こども文化協会 鹿児島県 鹿児島県森林インストラクター連絡協議会
大阪府 南河内水と緑の会 鹿児島県 （社）鹿児島県治山林道協会
大阪府 森の会 鹿児島県 翔び魚塾連絡会
大阪府 もりもりクラブ  小　　計 33
兵庫県 あまがさき山仕事体験隊 ブロック合計 310
兵庫県 こうべ森の小学校 全　　国 セゾングループ労働組合総連合会
兵庫県 櫻守の会 本田技研工業（株） 　
兵庫県 里山遊び研究会 （株）ローソン　　
兵庫県 ドングリネット神戸  小　　計 3
兵庫県 バンブーＣＯＯＰ 都道府県緑推 北海道 （社）北海道国土緑化推進委員会
兵庫県 ひょうご森の倶楽部 青森県 （社）青森県緑化推進委員会
奈良県 秋篠川源流を愛し育てる会 岩手県 （社）岩手県緑化推進委員会　
奈良県 明日香森の手作り塾 宮城県 （社）宮城県緑化推進委員会 
奈良県 環境NGO T E S（総合教育研究所） 秋田県 （社）秋田県緑化推進委員会 
奈良県 グリーンボランティアならクラブ 山形県 （財）山形県みどり推進機構  
奈良県 積水グリーンボランティア 福島県 （社）福島県緑化推進委員会
奈良県 ＴＣＣ走遊部 茨城県 （社）茨城県緑化推進機構 
奈良県 手作り工房 木の子村 栃木県 （社）栃木県緑化推進委員会 
奈良県 （特） みどりのエヌピーオー 群馬県 （社）群馬県緑化推進委員会 
奈良県 十津川林業研究会 埼玉県 （社）埼玉県緑化推進委員会 
奈良県 奈良県森林ボランティア連絡協議会 千葉県 （社）千葉県緑化推進委員会　
奈良県 （特） 奈良ネイチャーネット 東京都 （財）東京都農林水産振興財団 
奈良県 野迫川村林業研究会 神奈川県 （財）かながわトラストみどり財団
奈良県 万葉の森クラブ 新潟県 （社）にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 
奈良県 山の学校　達ちゃんクラブ 富山県 （社）とやま緑化推進機構 
奈良県 やまもりの会 石川県 （財）石川県緑化推進委員会  

和歌山県 熊野森林文化国際交流会 福井県 （社）福井県緑化推進委員会 
和歌山県 里山を愛する会 山梨県 （財）山梨県緑化推進機構　
和歌山県 根来山げんきの森倶楽部 長野県 （財）長 野 県 緑 の 基 金 
和歌山県 はしもと里山保全アクションチーム 岐阜県 （社）岐阜県緑化推進委員会 
和歌山県 橋本ひだまり倶楽部 静岡県 （社）静岡県緑化推進協会 
和歌山県 花山うららくらぶ 愛知県 （社）愛知県緑化推進委員会　

 小　　計 61 三重県 （社）三重県緑化推進協会　
中国・四国 鳥取県 杉の雫・吟醸の会 滋賀県 （財）滋賀県緑化推進会　

鳥取県 トトリネット 京都府 （社）京都府森と緑の公社　
鳥取県 日本沙漠緑化実践協会 大阪府 （財）大阪みどりのトラスト協会　
鳥取県 森っ子倶楽部 兵庫県 （社）兵庫県緑化推進協会　
島根県 中山通り集落振興協議会 奈良県 （財）奈良県緑化推進協会　
島根県 遊木民倶楽部 和歌山県 （財）和歌山県緑化推進会　
岡山県 井笠地域美しい森づくりの会 鳥取県 （社）鳥取県緑化推進委員会　
岡山県 高梁地域美しい森づくりの会 島根県 （社）島根県緑化推進委員会　
広島県 愛する熱帯多雨林のために再生紙で名刺を作る会 岡山県 （社）岡山県緑化推進協会　
広島県 森林ボランティア団体 フォレストサポートクラブ 広島県 （社）広島県みどり推進機構　
広島県 東城フォレスト２０００ 山口県 （財）やまぐち森と緑の公社　
広島県 ひろしま人と樹の会 徳島県 （社）とくしま森とみどりの会
広島県 福山平成ライオンズクラブ 香川県 　香川県緑化推進委員会　
広島県 もりメイト倶楽部　Hiroshima 愛媛県 （財）愛 媛 の 森 林 基 金　  
山口県 きっこりーず 高知県 （社）高知県森と緑の会　
山口県 少数民族里親の会 福岡県 （財）福岡県緑化推進機構　
山口県 出会いの森ファンクラブ 佐賀県 （財）さ が 緑 の 基 金　　
山口県 ふくの森の会 長崎県 （社）長崎県緑化推進協会　
山口県 防長の吉野をつくる会 熊本県 （社）熊本県緑化推進委員会　
山口県 やまぐち森林のファンクラブ 大分県 （社）大分県緑化推進センター　
徳島県 烏雲の森徳島沙漠植林ボランティア協会 宮崎県 （社）宮崎県緑化推進機構　
香川県 香川森林ボランティアネットワーク連絡会 鹿児島県 （財）かごしまみどりの基金　
香川県 こにふぁくらぶ 沖縄県 （社）沖縄県緑化推進委員会　
香川県 どんぐりネットワーク  小　　計 47
愛媛県 今治地方「水と緑の懇話会」 合　　計 360
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政策分野：Ⅴ－１１－（５）

国民参加による森林づくりと森林の多様な利用の推進

森林の整備・保全を社会全体で支える
意識の醸成

地球温暖化防止をはじめとする
森林の多面的機能に対する理解の促進

　

○学校林活動
○緑の少年団活動
○森の“聞き書き甲子園”

国民が自発的に行う緑化活動その他の
森林の整備・保全に関する活動を促進
する

　○植樹祭・育樹祭、体験イベント等
　○森林ボランティア活動
　○緑の募金等
　○「ふれあいの森」「法人の森林」等
　　国有林における取組

森林環境教育

国民参加の森林づくり

子どもたちの「生きる力」の育成や「環境教育」の場としての森林の利用

森林と人とが共生する循環型社会の実現

森林内でのさまざまな体験活動等を通
じて人々の生活や環境と森林との関係
について理解と関心を深める

　○総合的な学習の時間における
　　森林・林業体験学習
　○森の子くらぶ活動
　○「遊々の森」等国有林における取組
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