
開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

4月3日
　～4日（日）

石狩 2021道民の森フェスタ
アリオ札幌
ハーベストコート

10:30～17:00
ミニライブ（Kibaｃo）、木
のさかな釣り、木工に
挑戦！マイ箸づくり、
表札・ミニハウスづく
り、木製スマートボー
ル、ミニオカリナ、健康
チェック

- ○
一般財団法人北海道森林整備公
社
道民の森管理事務所

同左
0133-22-3911
（平日9:30～16:30）

http://www.dominno-
mori.org/

4月18日（日） 上川 森つく
大雪山自然学校集合
（東川町西4号北46番地）

森づくり活動 20名程度 ○ 大雪山自然学校
E-
mail:desk@daisetsu.or.jp
0166-82-6500

参加費：未定、詳細・最新
情報はウェブサイトで紹介
（http://daisetsu.or.jp/）

4月19日（月） 上川 オンライン美深白樺樹液春まつり 美深町白樺地ビール館
オンライン講演会の開
催（ユーチューブ配信
参加）

オンライン
会場30名

○
美深白樺樹液春まつり実行委員
会

美深白樺樹液を楽しむ
会
01656-2-1357

4月下旬
5月27日（木）

宗谷 緑豊かなこども園づくり事業 中頓別町認定こども園 植樹 10名 × 中頓別町
産業課産業グループ
01634-6-1111

卒園記念で園児が植樹する
日程変更（7月更新）

4月下旬
　～5月上旬

オホーツク ネイパル体験DAY ネイパル北見 木工クラフト等 未定 ○

ネイパル北見
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

5月1～2日、
2～3日（2回）

オホーツク IKIRU力ーGW編ー ネイパル北見
自然を学ぼう
（草花、樹木観察）

40名 ○ ネイパル北見 同左 追加（6月更新）

5月1日（土）～
5月2日（日）

釧路 ふれあい木工クラフト 釧路市こども遊学館

マツボックリや木の輪
切り・枝等の森林の恵
みで、木工クラフトづく
り

未定 ○

釧路湿原森林ふれあい
推進センター
TEL（0154）44-0533
FAX（0154）41-7305

同左

5月1日（土）
 ～5月4日（火・祝）

釧路 ゴールデンウィークミニガイド 霧多布湿原センター
湿原センター周辺の春
の森･湿原の散策

50名
（各回定員5

名）
○

NPO法人霧多布湿原ナショナルト
ラスト

0153-65-2779
コロナの状況によって中止の
可能性有

5月5日（水） 釧路 こどもの日企画　鉛筆作り 霧多布湿原センター
自然の枝を使った鉛筆
作りプログラム

30名 ○
NPO法人霧多布湿原ナショナルト
ラスト

0153-65-2779
コロナの状況によって中止の
可能性有

5月8日（土） 石狩
「北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１」開会式及び
「緑の募金」街頭募金

未定
11:15～11:50　開会式
12:00～13:00　街頭募
金

150名 ×
主催：北海道、林野庁北海道森林
管理局、公益社団法人北海道森と
緑の会

北海道水産林務部森林
環境局森林活用課木育
推進係
011-204-5515

中止（4.22更新）

5月8日（土） 檜山 檜山の森づくり植樹祭inおとべ
乙部町字富岡
（乙部町有林）

ヒノキアスナロ・カツラ
の植樹、サクラマス稚
魚の放流

100名 × 檜山の森づくり実行委員会
檜山の森づくり実行委員
会（檜山振興局森林室）
0139-52-4229

5月8日（土） オホーツク アソビバ！つべつ「ツリーイング体験」 津別町２１世紀の森 ツリーイング体験 20名 × 津別町教育委員会・津別町役場 0152-76-2713

5月9日（日） オホーツク 「童話村」第３６回植樹祭
滝上中学校（旧滝上高校）グラウン
ド周辺

エゾヤマザクラ１００本
の植栽

150名 ○ 滝上町
滝上町役場林政課林政
係

5月11日（火）
　～12日（水）

日高 ウッドピリカ(木育広場事業)
平取町
ふれあいセンターびらとり

乳幼児健診の待ち時
間の際に木の玉プー
ルで遊んでもらう

20名～25名 × 平取町産業課林務係 01457-2-2223

5月11日（火）
5月13日（木）

十勝 上士幌学 上士幌高校及び町内林地
林業・森林についての
座学、植栽体験（カラ
マツ４００本）

27名 × 上士幌町
上士幌町農林課
電話：01564-2-4293

9月更新

5月12日（水） 宗谷 苗木の無料配布
宗谷支所、沼川支所、勇知研修セ
ンター

苗木の提供 50名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0162-23-6476

苗木はﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、緑の募金
運動も同時に実施

5月13日（木） 宗谷 苗木の無料配布 稚内総合文化センター 苗木の提供 200名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0162-23-6476

苗木はﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、緑の募金
運動も同時に実施

5月13日（木） 渡島 第72回　函館市民の森植樹祭 函館市民の森 サクラ・ツツジの植樹 約80名 ×
主催：函館市
共催：（一財）函館市住宅都市施設
公社

函館市土木部公園河川
管理課
0138-21-3432

参加者限定
中止（6月更新）

5月15日（土）
延期：実施日未定

留萌 民安ダム「サクラの森づくり」の会
民安ダム周辺
（天塩町）

エゾヤマザクラの植樹 100名 ○
主催：民安ダム「サクラの森づくり」
の会
共催：天塩町

会長 谷村：
 090-1254-2685
事務局 阿部：
 090-8429-8966

延期（5月更新）

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー
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5月中旬
5月15日（土）

釧路 きのこの森づくり 緑のふるさと公園森林センター
シイタケのほだ木づく
りを体験

30名 ○ 厚岸町環境林務課林政係
0153-52-3131
kankyou@akkeshi-town.jp

広報誌あっけし5月号で案
内
日程確定（5月更新）

5月16日（日） 上川 森つく
大雪山自然学校集合
（東川町西4号北47番地）

森づくり活動 20名程度 ○ 大雪山自然学校
E-
mail:desk@daisetsu.or.jp
0166-82-6500

参加費：未定、詳細・最新
情報はウェブサイトで紹介
（http://daisetsu.or.jp/）

5月16日（日） オホーツク 第81回市民植樹祭
北見市光葉町
北見市民スケートリンク隣接地

植樹 250名 × 緑と花の市民の会
【事務局】北見市都市建
設部公園緑地課
0157-25-1139

緑と花の市民の会HP
http://www.midori-
hana.net/

5月16日（日） オホーツク 植樹活動 未定 公園等の植樹 20名 ○ オホーツク森林（やま）づくりクラブ
紋別木材協働組合
0158-23-2443

5月16日（日） 十勝 大樹町町民植樹祭 萌和山森林公園
植樹(ミズナラ480本）、
育樹（補稙）

61名 ×
大樹町、北海道森林管理局十勝
西部森林管理署

大樹町農林水産課林政
係
電話01558-6-2115

9月更新
新型コロナウイルス感染拡大
に伴い規模縮小し関係者のみ

5月16日（日） 根室 第27回シマフクロウの森づくり百年事業植樹祭 別海町本別海 植樹 300名 ○

主催：虹別コロカムイの会
後援：摩周水系西別川流域連絡協
議会・摩周水環境保全実行委員
会・弟子屈町・標茶町・別海町・中
標津町・根室南部鮭定置網連絡協

大橋事務局長
090-8905-2642

新型コロナウイルスの流行に
伴い規模縮小（会員のみ）また
は中止の場合有
会員のみで実施（10月更新）

5月16日（日）
(予定)

オホーツク オホーツク魚の市民植樹祭 紋別市大山

環境や海と森の繋がり
についての再認識を目
的として、地域で親し
まれている大山で一般
市民などを対象に広葉
樹と針葉樹の植樹祭を
開催。

350名
（2019年度実

績）
○

オホーツク魚の市民植樹祭実行委
員会(紋別市、紋別漁業協同組
合、紋別漁業協同組合女性部な
ど）

紋別市役所産業部
農政林務課林業振興担
当
0158-24-2111（内線
255・256）

中止（4.22更新）

5月19日（水） 渡島
全国育樹祭2021開催記念　令和3年度八雲町植樹
祭

八雲町栄浜地区 植樹 50名 ×
八雲町
八雲町森林・林業・林産業活性化
議員連盟

0137-62-2203
追加（4.22更新）
中止（6月更新）

5月下旬
5月21日（土）

上川 第54回記念下川町植樹祭 下川町（渓和町有林） 林業機械見学、植樹 160名 ○ 下川町・上川北部森林管理署ほか
下川町役場森林商工振興
課
01655-4-2511

中止（5.19更新）

5月21日（金） 胆振 コープさっぽろ「未来（あした）の森づくり」植樹祭
むかわ町
豊城町有林

植樹 30名 × コープさっぽろ（苫小牧地区本部）
コープさっぽろ（苫小牧地
区本部）
0144-73-4111

中止（7月更新）

5月19日（水） 十勝 明倫小学校植樹活動 明倫小学校敷地内 植樹（トドマツ３１本） 18名 × 幕別町教育委員会
幕別町商工観光課
℡ 0155-54-2111

9月更新

5月22日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

5月中旬頃
5月22日（土）

延期（日程は改め
て検討）

オホーツク 第64回網走市植樹祭 網走市有林（字天都山地区）
市民・市内団体向け植
樹祭を実施

250名
（要事前申込）

× 主催：網走市

網走市農林課耕地林務
係
0152-44-6111（内線
373）

市民、市内団体に限る
※感染症や天候の状況等
により内容の変更の可能性
あり
日程確定（5月更新）

5月23日（日） 宗谷 第48回市民植樹祭 北の桜守パーク 植樹 100名 ○ 稚内市
農政課農林整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0162-23-6476

苗木はｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗほか

5月下旬
5月25日（火）
6月16日（水）

釧路 白糠町植樹祭 庶路学園造成地 苗木の植樹
50名
90名

×
白糠町緑化推進委員会
白糠町

01547-2-2171
ringyou@town.shiranuka.lg.j
p

日程確定（5月更新）
日程、参加人数変更（6月
更新）

5月27日（木） 石狩 野幌森林づくり塾 野幌国有林
野幌自然休養林にお
ける自然再生を通じて
森林について学ぶ塾

先着25名 ○
石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
TEL：０１１－６２２－５１１４

同左

5月下旬
5月27日（木）

上川 美深町樹霊祭・植樹祭 美深町町有林 植樹 100名 ○ 美深町緑化推進委員会

美深町役場建設水道課建
設林務グループ耕地林務
係
01656-2-1626

中止（5.19更新）

5月27日（木） 留萌 羽幌ロータリークラブ草刈り
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

会員による草刈り作業 30名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会
羽幌ロータリークラブ

北海道海鳥センター
0164-69-2080
（越宗）

日程確定（5月更新）

5月27日（木） 十勝 足寄町緑のまちづくり協議会補植事業 足寄町　町有林
育樹（補植　アカエゾマ
ツ200本）

14名 × 足寄町緑のまちづくり協議会
足寄町経済課林業振興
室
℡ 0156-25-2141

9月更新
新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、町民植樹祭を規模縮
小し、関係者のみで開催
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5月27日（木） 十勝 陸別町町民植樹祭 陸別町　南斗満町有林
植樹（エゾヤマザクラ
1,000本）

１７名 × 陸別町
陸別町産業振興課　林
業振興担当
℡ 0156-27-2141

9月更新
新型コロナウイルス感染拡大
に伴い規模縮小し関係者のみ
で開催

5月28日（金） 釧路 豊かな緑と魚のリバーサイド植樹活動 コッタロ地区 植樹祭 50名 ×
豊かな緑と魚のリバーサイド植樹
活動実行委員会

標茶町役場農林課林政係
015-485-2111

広報しべちゃ5月号に掲載
中止（6月更新）

5月29日（土） 石狩 第72回北海道植樹祭 道民の森神居尻地区（当別町） 式典、植樹 400名 ○
主催：北海道、林野庁北海道森林
管理局、公益社団法人北海道森と
緑の会

北海道水産林務部森林環
境局森林活用課木育推進
係
011-204-5515

中止（5月更新）

5月29日（土） 十勝 梦の森植樹体験会 浦幌町町有林 植樹 25名 × 浦幌町林産協同組合
浦幌町役場産業課
015-576-2181

9月更新
新型コロナウイルス感染拡大
に伴い規模縮小し関係者のみ
で開催

5月29日（土） 根室 別海町植樹祭 別海町別海（ふるさとの森） 植樹 160名 ○ 別海町
別海町役場水産みどり課
0153-75-2111

新型コロナウイルスの流行に伴い
規模縮小（会員のみ）または中止
の場合有
中止（10月更新）

5月30日(日）
実施未定

根室 根室市植樹祭
明治自然環境保全区
（根室市牧の内）

植樹・育樹祭 150名 ○
【主催】根室市
【共催】根釧東部森林管理署

根室市水産経済部農林課
0153-23-6111（内線2267）

調整中（10月更新）

5月30日（日） 十勝 令和３年町民植樹祭 陸別町　南斗満 植樹祭 100名 ○

陸別町
十勝東部森林管理署
陸別町森林組合
東北海道木材協会

0156-27-2141

5月30日（日） 十勝 100年の森づくり町民植樹祭 士幌町字ﾜｯｶｸﾝﾈｯﾌﾟ 植樹 約150名 ○ 士幌町（産業振興課） 01564-5-5220 中止（9月更新）

5月30日(日） オホーツク 森林の魅（味）力を感じよう！ オホーツクの森

山菜採取のマナーや
ルールの解説と併せ
て、山菜採取と調理の
実習を実施

20名 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左 中止（6月更新）

5月30日（日）
～10月2日（土）

全5回
渡島 森林づくり塾

２１３３林班、
２１１６林班外

植付、つる切体験
治山施設見学
製材工場の見学

20名 ○

駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進セ
ンター
TEL：０１３８－８６－６８９７
FAX：０１３８－８６－６６５１

同左

5月 檜山 江差浜の母さんお魚殖やす森づくり
江差町字檜岱
（江差町町民の森）

ヒノキアスナロの植樹 40名 × ひやま漁協女性部江差支部
ひやま漁協江差支所
0139-52-0120

5月 留萌 羽幌ロータリークラブ草刈り
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

会員による草刈り作業 30名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会
羽幌ロータリークラブ

北海道海鳥センター
0164-69-2080
（越宗）

5月中旬
7月中旬

根室 桜並木ロード管理整備
別海町西春別
国道243号線沿い

下草刈・ゴミ拾い・剪定
30名
45名

○ 西春別地区並木保存会
別海町役場西春別支所
0153-77-2131

新型コロナウイルスの流行に伴い
規模縮小（会員のみ）または中止
の場合有
日程変更（10月更新）

5月下旬 根室 中西別地区連合会植樹祭 中西別地区 補植・下刈
20名
30名

× 別海町中西別地区連合会
小林代表
0153-75-6476

新型コロナウイルスの流行に伴い
規模縮小（会員のみ）または中止
の場合有

5月下旬 根室 中標津町植樹祭 緑ケ丘森林公園 植樹 200名 ○
共催：根釧東部森林管理署、中標
津町

（0153）73-3111（内線372） 中止（5月更新）

5月下旬 上川 音威子府村植樹祭 音威子府村村有林 植樹 100名 ○ 音威子府村役場
音威子府村役場経済課産
業振興室
01656-5-3313

中止（5月更新）

5月下旬～6月上旬
延期：10月17日

釧路 厚岸町民の森植樹祭 厚岸町片無去 植樹活動 600名 ○ 厚岸町民の森造成実行委員会
0153-52-3131
kankyou@akkeshi-town.jp

広報誌あっけし5月号で案内
延期（5月更新）
備考欄変更（6月更新）
中止（10月更新）

6月5日（土） 胆振 菊づくり講習会
苫小牧市
サンガーデン

講師を招いた講習会 30名 ○
苫小牧市まちを緑にする会
苫小牧菊花同好会

0144-32-6507 中止（7月更新）

6月6日（日） オホーツク ふれあいの森育樹活動 紋別市元紋別 国有防風保安林育樹 30名 ○ オホーツク森林（やま）づくりクラブ
紋別木材協働組合
0158-23-2443

6月6日（日） オホーツク 森林づくり塾（第1回） オホーツクの森
植栽木の枯れた箇所
の補植等

20名 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左 中止（6月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

6月6日（日） 渡島 樹木博士認定会 ２１４０林班 樹木博士認定会 20名 ○

駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進セ
ンター
TEL：０１３８－８６－６８９７
FAX：０１３８－８６－６６５１

同左

6月中旬
9月中旬

上川
第44回全国育樹祭
「トムテ文化の森」育樹祭

名寄市日進
（トムテ文化の森）

枝落とし体験・森林散
策　　　木工クラフト

20名 ○
名寄市、名寄市振興公社、上川総
合振興局

上川総合振興局北部森
林室
01656-2-1726

延期（5.19更新）
中止（9月更新）

6月19日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

6月20日（日） 上川 森つく
大雪山自然学校集合
（東川町西4号北48番地）

森づくり活動 20名程度 ○ 大雪山自然学校
E-
mail:desk@daisetsu.or.jp
0166-82-6500

参加費：未定、詳細・最新
情報はウェブサイトで紹介
（http://daisetsu.or.jp/）

6月23日（水） 釧路 第１回「雷別ドングリ倶楽部」
雷別国有林２９３林班
（標茶町雷別）

広葉樹の森林づくり
（森林再生）を実施

25名 ○

釧路湿原森林ふれあい
推進センター
TEL（0154）44-0533
FAX（0154）41-7305

同左

6月24日（木） 石狩 野幌森林づくり塾 野幌国有林
野幌自然休養林にお
ける自然再生を通じて
森林について学ぶ塾

先着25名 ○
石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
TEL：０１１－６２２－５１１４

同左

6月下旬
6月26日（土）
8月28日（土）

上川
「2020松山湿原とﾆｳﾌﾟ自然探勝」
第26回登山の集い

美深町（松山湿原）
松山湿原山開、滝見
学森林散策

160名
60名

○
「びふか松山湿原登山の集い」実
行委員会

美深町観光協会
01656-9-2470

日程確定（5月更新）
日程変更（8月更新）
中止（R4.2月更新）

6月26日（土）
6月27日（日）

十勝 新型コロナウイルスに負けない！森林散策会
三井物産の森「石井山林」、道有林
太古の杜

森林散策会 45名 ○ 十勝総合振興局森林室
十勝総合振興局森林室
電話015-576-2166

9月更新

6月27日(日） オホーツク ホーツクの森林づくり オホーツクの森

植栽木の刈出し、歩道
刈及び植栽木の樹名
板
設置等

20名程度 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

6月27日（日） 釧路 若者Yo!雷別へ植樹に行こうYo!
雷別国有林２９３林班
（標茶町雷別）

広葉樹の森林づくり
（森林再生）を実施

15名 ○

釧路湿原森林ふれあい
推進センター
TEL（0154）44-0533
FAX（0154）41-7305

同左

6月 胆振 フラワープランター講習会
苫小牧市
サンガーデン

講師を招いた講習会 20名 ○ 苫小牧市まちを緑にする会 0144-32-6507 中止（7月更新）

6月 檜山 令和3年度魚つきの森づくり協議会植樹会
乙部町字栄野
（町有林）

キハダの植樹 10名 × 乙部町魚つきの森づくり協議会
乙部町魚つきの森づくり
協議会（鈴木）
090-3119-3334

6月 檜山 令和3年度「魚つきの森・お魚増やす植樹活動」
奧尻町字球浦
（豊かな森）

ミズナラの植樹 100名 ○
奥尻島魚つきの森推進協議会、ひ
やま漁協女性部奥尻支部

奧尻町水産農林課
013.97-2-3411

5月頃、町広報にて周知予
定

6月 檜山 令和3年度「魚つきの森育樹活動」
奧尻町字球浦
（豊かな森）

植樹祭地の草刈 100名 ○
奥尻島魚つきの森推進協議会、ひ
やま漁協女性部奥尻支部

奧尻町水産農林課
013.97-2-3411

5月頃、町広報にて周知予
定

6月 檜山
令和3年度江差町町民の森育樹祭・第6回あれが
蝦夷地の山かいな育樹祭

江差町字檜岱
（江差町町民の森）

ヒノキアスナロの下刈
り

100名 ○ 江差町緑化推進委員会、江差町
江差町産業振興課
0139-52-6729

5月頃、町広報にて周知予
定

6月 檜山 「檜山古事の森」育樹祭
江差町字椴川町
（檜山古事の森）

ヒノキアスナロの下刈
り

50名 × 檜山古事の森育成協議会
江差町産業振興課
0139-52-6729

6月6日（日） 留萌 一般植樹会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

町民対象植樹会 30名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会

北海道海鳥センター
0164-69-2081
（越宗）

６月頃町内でチラシを配布
海鳥センターのFacebookに
て周知
日程確定（6月更新）

6月予定 十勝 2021しみずグリーンフェスティバル 清水町　北清水町有林 植樹祭 約50名 ○ 清水町林業推進協議会 0156-62-2112 中止（9月更新）

6月
(日程未定)

オホーツク 豊かな緑と海を育む森づくり 興部町住吉 植樹 約120名 ×
沙留漁組、漁協女性部、漁協青年
部、漁業士会、さけ部会、ます部
会

沙留漁協
0158-83-2211

6月前半 胆振 第50回市民植樹祭 オートリゾート苫小牧アルテン 植樹祭 50名 ○
苫小牧市
苫小牧市まちを緑にする会

0144-32-6507 中止（7月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

6月中旬 オホーツク 夏の森林散策会 未定
オホーツクの会の活動
を支援するため自然解
説等を担当

20名程度 ○

オホーツクの会
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

7月3日（土）
延期（詳細未定）

11月3日（水）
石狩 道民森づくりの集い

北海道開拓の村
サッポロさとらんど

森林ボランティア団体
による活動紹介やワー
クショップ等の実施、全
国育樹祭ＰＲ　等

2000名 ○
主催：北海道、林野庁北海道森林
管理局、道民森づくりの集い実行
委員会

北海道水産林務部森林
環境局森林活用課木育
推進係
011-204-5515

延期（7月更新）
日程確定（11月更新）

7月3日（土） 胆振 木育ワールド苫小牧
苫小牧市
サンガーデン

森の講話、木工体験 30名 ○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木
育
0144-72-5122

7月4日（日） 渡島 樹木博士認定会 ２１４０林班 樹木博士認定会 20名 ○

駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進セ
ンター
TEL：０１３８－８６－６８９７
FAX：０１３８－８６－６６５１

同左

7月14日（水） 十勝
新篠津中学校修学旅行（浦幌を知る・一次産業を
めぐるSDGsツアー）における森林学習

うらほろ森林公園
林業と森林についての
お話

42名 ×
新篠津中学校
十勝うらほろ樂舎

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

9月更新

7月17日（土） 胆振 緑化施設見学会
苫小牧市静川
苫東・和みの森

全国育樹祭プレイベン
トへ参加

20名 ○ 苫小牧市まちを緑にする会 0144-32-6507 中止（7月更新）

7月17日（土）
延期（日程未定）

胆振
森カフェin苫東・和みの森
「月に一度は森づくり！」

苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
体験などの各種木育
活動、長野修平氏、木
育マイスターによる森
のプログラム提供

100名 ○
苫東・和みの森運営協議会
北海道胆振総合振興局森林室

苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860
胆振総合振興局森林室
0144-72-5122

全国育樹祭育樹等メイン行
事
延期（7月更新）
中止（11月更新）

7月18日（土）
延期（日程未定）

胆振
森カフェin苫東・和みの森
「全道木育マイスターワークショップ」

苫小牧市静川
苫東・和みの森

ゲストの長野修平氏と
木育マイスターとの座
談会やワークショップ
など

数十名 ×
苫東・和みの森運営協議会
北海道胆振総合振興局森林室
木育マイスターによる団体

苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860
胆振総合振興局森林室

全国育樹祭育樹等メイン行
事
延期（7月更新）
中止（11月更新）

7月18日（日） 上川 森つく
大雪山自然学校集合
（東川町西4号北49番地）

森づくり活動 20名程度 ○ 大雪山自然学校
E-
mail:desk@daisetsu.or.jp
0166-82-6500

参加費：未定、詳細・最新
情報はウェブサイトで紹介
（http://daisetsu.or.jp/）

7月25日（日） 上川 第35回森林（もり）の市
旭川林業会館構内
（旭川市永山）

木工体験「親子トンカ
チ」、「木育広場」、間
伐材木製品展示、木
工品ほか販売展示、
丸太押し相撲　他

800名 ○

北海道森林管理局上川中部管理
署、北海道上川総合振興局、北海
道立総合研究機構森林研究本部
林産試験場、旭川市、旭川市を緑
にする会、北海道森と緑の会、北
海道木材利用推進協議会、旭川
林産協同組合、旭川地方森林整
備事業協同組合、（社）旭川林業
土木協会、旭川地方原木市協同
組合連合会、旭川木材青壮年協
議会、旭川地方木材協会

詳しくは・・・
http//www.asamoku.jp
（旭川地方木材協会HP）

中止（7月更新）

7月28日（水）
～30日（金）

石狩 木育フェア in アリオ札幌
アリオ札幌 1階ハーベストコート
（札幌市東区北7条東9丁目2-20）

木工ワークショップ、
木育パネル展示

- ○
イトーヨーカ堂アリオ札幌
北海道

北海道水産林務部森林環
境局森林活用課木育推進
係
TEL 011-204-5515

追加（7月更新）

7月31日(土） 釧路 親子トンカチ広場 摩周観光文化センター
木材を利用した工作活
動

20名 ○ 弟子屈町
農林課　林務係
015-482-2936

協力：北海道釧路総合振興局
森林室

7月31日(土） オホーツク 子ども探検隊 オホーツクの森
自然観察やネイチャー
ゲーム、木工クラフトづ
くり等

20名程度 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

7月31日(土） 胆振 「木になる夏休み」
苫小牧市
胆振総合振興局森林室

木工体験、木育ひろ
ば、　　樹木測定等木

50名 ○ 胆振総合振興局森林室
胆振総合振興局森林室木
育
0144-72-5122

中止（7月更新）

7月31日（土）
予定

空知
道みんの日協賛
林業試験場公開デー
「グリーンフェスティバル」

美唄市光珠内東山
林業試験場構内

試験場の一般公開
研究成果等の紹介
体験イベント

300名 ○
(地独）北海道立総合研究機構森
林研究本部
林業試験場

企画調整部
普及グループ
0126-63-4164

http://www.hro.or.jp/list/fo
rest/research/fri/index.htm
l

7月
6月15日（火）

留萌 羽幌高校による樹木調査
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

高校１年生による樹木
調査

70名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会
羽幌高校

北海道海鳥センター
0164-69-2082
（越宗）

日程確定（7月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

7月 留萌 羽幌高校による生物調査
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

高校１年生による生物
調査

71名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会
羽幌高校

北海道海鳥センター
0164-69-2080
（越宗）

連絡先変更（7月更新）

7月上旬
7月17日（土）

宗谷
地球温暖化防止・北のてっぺん緑化プロジェクト保
育活動

稚内公園スキー場跡地 保育作業（下刈） 30名 ○
地球温暖化防止・北のてっぺん緑
化プロジェクト実行委員会

宗谷総合振興局森林室
01634-2-3821

日程確定（7月更新）

7月中旬予定 上川 木になるフェスティバル 林産試験場(旭川市）
試験場の一般公開
(各種見学、体験イベン
ト）

600名 ○
(地独）北海道立総合研究機構林
産試験場
(一社）北海道林産技術普及協会

林産試験場企業支援部
普及連携G
0166-75-2333(内415)

http://www.hro.or.jp/list/fo
rest/research/fpri/index.ht
ml

7月中旬 オホーツク キッズ・チャレンジクラブ オホーツクの森 森林教室等 未定 ○

遠軽町
生田原教育センター
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

7月下旬 石狩 森と湖とダムに親しむまつり 定山渓ダム園地
森と湖に親しむ旬間に
併せてイベント

300名程度 ○

森と湖とダムに親しむまつり実行
委員会（定山渓ダム管理支所）
ＴＥＬ：011-598-4095
石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
TEL：011-622-5114
FAX：011-805-0201

同左

8月5日（木） 日高 夏休み子ども「木づかい」教室 浦河町
日高振興局森林室庁舎

森の素材（小枝・木の
実・木材など）を使った
夏休みの児童向け木
工教室
参加費：無料
参加対象：浦河町内の
児童（事前予約制）

20名 ○ 日高振興局森林室
日高振興局森林室
0146-22-2451

日高振興局森林室のHPに
掲載
8月更新（日程確定、参加
人数変更）

7月下旬 上川 第１8回 どんとこい わっさむ夏まつり
和寒町
（ふれあいのもり）

アトラクション、地場産
品販売、ワークショップ

100名 ○
どんとこい わっさむ夏まつり実行
委員会

和寒町観光協会
0165-32-2341

中止（R4.2月更新）

7月末頃
延期（日程未定）

オホーツク
こまば木のひろば散策会
＆木工クラフト作成会

網走市
こまば木のひろば

こまば木のひろばの散
策と木工クラフト作成

20名
（要事前申込）

× 主催：網走市

網走市農林課耕地林務
係
0152-44-6111（内線
373）

網走市民に限る
※感染症や天候の状況等
により内容の変更の可能性
あり
延期（8月更新）

8月1日（日） 渡島 樹木博士認定会 ２１４０林班 樹木博士認定会 20名 ○

駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進セ
ンター
TEL：0138-86-6897
FAX：0138-86-6651

同左

8月3日（火）
　～4日（水）

日高 ウッドピリカ(木育広場事業)
平取町
ふれあいセンターびらとり

乳幼児健診の待ち時
間の際に木の玉プー
ルで遊んでもらう

20名～25名 × 平取町産業課林務係 01457-2-2223

8月13日（金） 渡島 やるべ福島イカまつり 福島町横綱海峡ビーチ 木育コーナーを出展 50名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林
室
0139-42-2013

中止（8月更新）

8月21日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

8月28日(土） オホーツク 山の日記念森林散策会 藻琴山 森林散策会 30名 ○

オホーツク総合振興局東部森林室
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左 中止（9月更新）

8月28日(土） 石狩 札幌水源の森づくり２０２１
札幌市創世川公園・
狸二条広場

植林用ポット苗木を作
成しながら、水や森の
働きを身近に感じてい
ただくイベント

200名 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左 中止（6月更新）

８月 空知 木育フェスティバル 空知総合振興局森林室前庭
木育マイスターによる
ワークショップ、マイ箸
づくり　他

約４０名 ○ 空知総合振興局森林室 0126-22-1155
内容を変更し、冬に開催予
定（9月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

8月上旬 オホーツク 夏休みこども体験デー 未定 木工クラフト等 未定 ○

北海道農政事務所
オホーツクの会
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左 中止（6月更新）

8月下旬 上川
第42回なよろ産業まつり
「もち米日本一フェスタ」

名寄市
（トムテ文化の森）

地場産品販売
ワークショップ

300名 ○ なよろ産業まつり実行委員会
名寄市経済部農務課農政
課
01655-3-2511

中止（R4.2月更新）

8月下旬 上川 士別市産業フェア(オンライン開催） 士別市中央公園
地場産品販売（オンラ
インショップ）
ワークショップ

200名 ○ 士別市
士別市経済部商工労働
観光課
0165-23-3121

開催方法変更（R4.2月更新）

8～9月下旬
8月21日（土）

宗谷 「森と生きていく」宣言のモノづくりワークショップ 中頓別町 木工作体験 50名 × 中頓別町
産業課産業グループ
01634-6-1111

町産材を使ったモニュメントづ
くり
日程確定（7月更新）
中止（10月更新）

9月3日（金）～
12日（日）

オホーツク 森へおいでよ！パネル展 緑のセンター
パネル展示や木工クラ
フト等

未定 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

9月5日（日） 渡島 樹木博士認定会 ２１４０林班 樹木博士認定会 20名 ○

駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進セ
ンター
TEL：0138-86-6897
FAX：0138-86-6651

同左

9月16日（木） 石狩 野幌森林づくり塾 野幌国有林
野幌自然休養林にお
ける自然再生を通じて
森林について学ぶ塾

先着25名 ○

石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
TEL：011-622-5114
FAX：011-805-0201

同左

9月20日（月・祝） 渡島 松前城下マグロまつり 松前町字松城 木育コーナーを出展 50名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林
室
0139-42-2013

中止（9月更新）

9月25日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

9月29日（水） 釧路 第２回「雷別ドングリ倶楽部」
雷別国有林２９３林班
（標茶町雷別）

広葉樹の森林づくり
（森林再生）を実施

25名 ○

釧路湿原森林ふれあい
推進センター
TEL（0154）44-0533
FAX（0154）41-7305

同左

9月 空知 野幌森林公園育樹体験 野幌森林公園内国有林・道有林
枝打ち体験(道有林）
森林散策(国有林）

約20名 × 空知総合振興局森林室 0126-22-1155 中止（9月更新）

9月 留萌 羽幌ロータリークラブ草刈り
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

会員による草刈り作業 30名 ×
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会
羽幌ロータリークラブ

北海道海鳥センター
0164-69-2080
（越宗）

中止（9月更新）

9月上旬 宗谷
道北圏域木育フェスタ
うたのぼり・癒しの森「音夢路」森林体験

枝幸町歌登西歌登
「癒しの森・音夢路」

植樹、森林散策、木工
作体験

30名 ○
うたのぼり・癒しの森『音夢路』
利用促進研究会、宗谷総合振興
局森林室

うたのぼり癒やしの森『音
夢路』利用促進研究会
0163-68-2871

中止（10月更新）

9月中旬
10月3日（日）

胆振
厚真でちょこっと森あそび
「森のひろば２０２１」

厚真町
厚真町環境保全林

木登り、薪割り、馬そ
り、クラフト、ハンモック
等の木育体験、森café

100名
30名

○
厚真町教育委員会、森のひろばプ
ロジェクト実行委員会

厚真町教育委員会
生涯学習課社会教育G
0145-27-2495

日程確定（11月更新）

9月中旬 上川 名美の滝めぐりツアー 名寄市・美深町 滝見学・森林散策 20名 ○
上川北部森林管理署
上川総合振興局北部森林室

上川総合振興局北部森林
室
01656-2-1726

中止（R4.2月更新）

9月中旬 根室 別海町産業祭 別海町農村広場 木育・木工教室 2200名 ○ 別海町林業振興対策協議会
別海町役場水産みどり課
0153-75-2111

新型コロナウイルスの流行に伴い
規模縮小（会員のみ）または中止
の場合有
中止（10月更新）

9月下旬 上川 第25回「りんぐすの集い」 中川町（林業試験場道北支場）
ワークショップ
森林散策

50名 ○
中川町ナナカマド
林業グループ

中川町役場産業振興課産
業振興室林務担当
01656-7-2811

中止（9月更新）

9月下旬 上川 第34回「望の森」森林浴の集い 美深町（望の森）
ワークショップ
森林散策、植樹

100名 ○ 美深公園「望の森」を育てる会
美深林産協同組合
01656-2-1775

中止（9月更新）

9月下旬 上川 第11回「函岳ウォーキングの集い」 美深町（函岳） 森林ウオーキングツアー 100名 ○
「函岳ウオーキングの集い」実行
委員会

美深町観光協会
01656-9-2470

中止（10月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

10月2日（土） 上川 和寒町民植樹祭 旧塩狩温泉跡地公園 植樹 30 ○ 和寒町役場
産業振興課畜産林政係
0165-32-2423

追加（10月更新）

10月9日（土） 日高 アオダモ資源育成活動の森植樹祭 元神部国有林（２０３０林班） 植樹祭 未定 ○

特定非営利活動法人
アオダモ資源育成の会
北海道評議会
TEL：011-251-0683
日高南部森林管理署

同左

10月9日（土）
～10月10日（日）

石狩
胆振

第44回全国育樹祭

式典行事：北海きたえーる（札幌
市）
お手入れ行事：苫東・和みの森（苫
小牧市）

式典行事、お手入れ行
事

1200名 ○
北海道、（公社）国土緑化推進機
構

北海道水産林務部全国
育樹祭推進室
TEL：011-206-6563

追加（9月更新）

10月10日（日） 根室 旧標津線フットパス 別海町フットパスコース 森林散策 30 ○
共催：別海町教育員会、別海町グリー
ンツーリズムネットワーク

別海町グリーンツーリズム
ネットワーク　山崎事務局
長
090-1300-6773

追加（10月更新）

10月11日（月）
～15日（金）

釧路 木育週間
林業多目的センター
（サワンチサップ）

木育に関する遊具の利用
林業多目的センターの公開

各３０名 ○ 弟子屈町
農林課　林務係
015-482-2936

追加（10月）

10月13日（水） 釧路 第３回「雷別ドングリ倶楽部」
雷別国有林２９３林班
（標茶町雷別）

自然観察を実施 25名 ○

釧路湿原森林ふれあい
推進センター
TEL（0154）44-0533
FAX（0154）41-7305

同左

10月16日（土） オホーツク 森林づくり塾（第2回） 未定
伐採現場の見学等を
実施予定（可能であれ
ば木工場見学も追加）

20名 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

10月16日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

10月16日（土）
11月6日（土）

根室 木育木工教室 道立ゆめの森公園
木工教室、
木のふれあい広場

200名 ○
主催：中標津町地域材利用促進協
議会、根室振興局、中標津町

（0153）73-3111（内線372） 日程変更（10月更新）

10月17日（日） 十勝
音更町開町１２０周年＆十勝川温泉開湯１２０年記念植
樹祭

道の駅ガーデンスパ十勝川温泉 植樹（２００本） ６９名 ○ 音更町
音更町農政課林業係
0155-42-2111

追加（12月更新）

10月17日（日） 釧路 厚岸町民の森植樹祭 厚岸町片無去 植樹活動 600名 ○ 厚岸町民の森造成実行委員会
0153-52-3131
kankyou@akkeshi-town.jp

広報誌あっけし5月号で案内
5月から10月に延期

10月23日（土） オホーツク アソビバ！つべつ「林業＆焼き芋体験」 津別町２１世紀の森
伐採、植樹、ネイ
チャーゲーム、焼き芋

15名 × 津別町教育委員会・津別町役場 0152-76-2713

10月23日（土） 釧路 木育教室
桜ヶ丘森林公園
（桜丘２丁目）

森林体験教室の開催 ２０名 ○ 弟子屈町
農林課　林務係
015-482-2936

追加（10月）

10月24日（日） 胆振 第50回市民植樹祭　 オートリゾート苫小牧アルテン
レンギョウ３３０本クロフ
ネツヅジ、サツキ植樹

５0名 ○
苫小牧市
苫小牧市まちを緑にする会

0144-32-6507 追加（11月）

10月24日（日） 渡島 北斗市市民植樹祭 きじひき高原キャンプ場隣接地 植樹 ２５０名 × 北斗市 0138-77-8811（内128）
9月市広報HP
追加（10月）

10月30日（土）
　～31日（日）

渡島 松前町文化祭 松前町民センター 木育コーナーを出展 50名 ○
（木育コーナーの問合せ先）
渡島総合振興局西部森林室

渡島総合振興局西部森林
室
0139-42-2013

中止（9月更新）

10月
10月30日（土）

胆振 サンガーデン　樹木探索会 苫小牧市出光カルチャーパーク 樹木を見ながらの散策会 15名 ○ 苫小牧市まちを緑にする会 0144-32-6507 日程確定（11月）

10月 檜山 豊かな海づくりのための植樹祭 上ノ国町字北村
どんぐり等ポット苗によ
る植樹

150名 ○ 上ノ国町緑化推進協議会ほか
上ノ国町農林課
 0139-55-2311

9月頃、町広報にて周知予
定

10月 檜山 ひやま木育フェスタinあっさぶ
厚沢部町緑町
（レクの森）

レクの森観察会、木育
体験

50名 ○ 厚沢部町教育委員会
厚沢部町教育委員会
0139-64-3318

9月頃、町広報にて周知予
定

10月 檜山 「サケの上る森づくり」記念植樹祭 せたな町北檜山区徳島 広葉樹の植樹 120名 ○ 「サケの上る森づくり」実行委員会
せたな町水産林務課
0137-84-5111

9月頃、町広報にて周知予
定



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

10月 留萌 秋のビオトープ見学会
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

ビオトープ内の見学 20名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会

北海道海鳥センター
0164-69-2085
（越宗）

１０月頃町内でチラシを配
布

10月 留萌 クラフト体験
羽幌ビオトープ「自然空間はぼろ」
（苫前群羽幌町朝日）

ビオトープの資源を活
用したクラフト体験

20名 ○
羽幌みんなでつくる自然空間協議
会

北海道海鳥センター
0164-69-2086
（越宗）

１０月頃町内でチラシを配
布

10月予定 上川 育樹祭（林業体験バスツアー） 国有林（詳細未定） 育樹祭 未定 ○

下川町役場
TEL：０１６５５－４－２５１１
FAX：０１６５５－４－２５１７
上川北部森林管理署

同左 中止（R4.2月更新）

10月上旬 オホーツク 秋の森林散策会 未定
オホーツクの会の活動
を支援するため自然解
説等を担当

20名程度 ○
オホーツクの会
常呂川森林ふれあい
推進センター

同左

10月上旬
10月中旬

宗谷
地球温暖化防止・北のてっぺん緑化プロジェクト植
樹活動

稚内公園スキー場跡地 植樹 30名 ○
地球温暖化防止・北のてっぺん緑
化プロジェクト実行委員会

宗谷総合振興局森林室
01634-2-3821

日程変更（10月更新）

10月中旬
10月19日（火）

根室 中標津町秋の植樹 中標津町武佐 植樹 50名 × 主催：中標津町 （0153）73-3111（内線372） 日程確定（10月更新）

10月下旬 日高 豊似湖一周森近感ウォーキング２０２１ えりも町
豊似湖周辺

豊似湖を一周する散
策路を利用して、自然
や歴史等のガイドを交
え、秋の紅葉を満喫
参加費：無料
参加対象：一般（事前

20名 ○ 日高振興局森林室
日高振興局森林室
0146-22-2451

日高振興局森林室のHPに
掲載
中止（12月更新）

10月下旬 オホーツク 秋の森林散策会 未定 自然解説等 未定 ○

網走市農政課
常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

10月末頃 オホーツク
美岬のヤチダモ散策
＆木工クラフト作成会

美岬のヤチダモ、
網走市水産科学センター

美岬のヤチダモと周辺
の森林散策および屋
内での木工クラフト作
成

20名
（要事前申込）

× 主催：網走市

網走市農林課耕地林務
係
0152-44-6111（内線
373）

網走市民に限る
※感染症や天候の状況等
により内容の変更の可能性
あり
市ＨＰ：

10月末
10月16日（土）

根室 林業体験教室 中標津町運動公園ほか 林業体験、木工教室 30名 ○
主催：中標津町、中標津町教育委
員会
共催：中標津町緑化管理組委、あ

（0153）73-3111（内線372） 日程確定（10月更新）

11月9日（火） 十勝 第１回浦幌小学校森林体験学習 浦幌町立浦幌小学校
森林、森づくりのお話

３６名 × 浦幌町立浦幌小学校
NPO法人うらほろスタイルサポート

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

追加（12月更新）

11月12日（金） 十勝 オーラポロ広場『木育教室』 浦幌町中央公民館 木工作 ３０名 × 浦幌町教育委員会
十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

追加（9月更新）

11月16日（火）
　～17日（水）

日高 ウッドピリカ(木育広場事業)
平取町
ふれあいセンターびらとり

乳幼児健診の待ち時
間の際に木の玉プー
ルで遊んでもらう

20名～25名 × 平取町産業課林務係 01457-2-2223

11月20日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

11月24日（水） 十勝 第２回浦幌小学校森林体験学習
浦幌町立浦幌小学校
木下林業(株)

伐採、造材作業等の学習（動
画）
木材加工工場の見学

３６名 × 浦幌町立浦幌小学校
NPO法人うらほろスタイルサポート

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

追加（12月更新）

12月3日（金） 十勝 浦幌町中央寿大学 浦幌町中央公民館 木工作 ３０名 × 浦幌町中央公民館
十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

追加（9月更新）



開催日 圏域 イベント名 開催場所 イベントの内容
イベントの

参加人数規模
（名）

一般参加の
有無

主催・共催 連絡先 備　　考

北海道・木育（もくいく）フェスタ２０２１　イベントカレンダー

12月11日（土） 空知
第44回全国育樹祭記念
木育フェスティバル

空知総合振興局森林室会議室

　・森の動物をつくろう
　・シラカバのクリスマ
スオーナメントづくり
　・名札づくり
　・マイ箸づくり
　・キーホルダーづくり
　　　　　　　　　　ほか

約40名 ○ 空知総合振興局森林室

０１２６－２２－１１５５
担当：竹本
mail：
takemoto.shigehiko@pref
.hokkaido.lg.jp

https://www.sorachi.pref.ho
kkaido.lg.jp/sr/srs/index.ht
ml
追加（12月更新）

12月18日（土） 十勝 える夢キッズクラブクリスマス特別講座 豊頃町える夢館 木工作 ３０名 × 豊頃町教育委員会
十勝総合振興局森林室
電話015-576-2168

追加（9月更新）

12月20日（月） 十勝
木育と音楽～木による楽器制作を通じた木育普及啓発（木育
推進事業） 豊頃町える夢館

木製楽器制作
制作した楽器による音楽会

１００名 ×
帯広大谷短期大学、豊頃町教育委員会、十勝
総合振興局森林室

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167 追加（12月更新）

12月22日（水） 十勝 「森の輪」オンラインフォーラム
複合施設FUTABA
（浦幌町）

森の輪の紹介
事例紹介
トークセッション

最大３００名（回線） ○
十勝総合振興局森林室
森の輪プロジェクト

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167 追加（12月更新）

1月15日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

1月下旬予定
22日（土）～23日

（日）
石狩 木育ひろばinチ・カ・ホ 札幌駅前通地下歩行空間 木工体験、展示　等 3000名 ○

主催：北海道、林野庁北海道森林
管理局、公益社団法人北海道森と
緑の会

北海道水産林務部森林環
境局森林活用課木育推進
係
011-204-5515

日程確定（9月更新）
中止（R4.2月更新）

1月29日
中止

親子で参
加！
「木で作っ
て！木で遊

美深町文化センターCOM１００
紙芝居・積み木遊び　木工クラフト
作成

20 ×

美深町幼児セン
ター　　　　　　木
育マイスター
上川総合振興
局北部森林室

上川総合振興局北部森林室
01656-2-1726

上川総合振興局北部森
林室
01656-2-1726

中止（R4.3月更新）

2月19日（土） 胆振 「月に一度は森づくり！」
苫小牧市静川
苫東・和みの森

森のようちえん、薪づく
り、木工クラフト、育樹
などの木育活動

50名 ○ 苫東・和みの森運営協議会
苫東・和みの森運営協議
会
0144-82-7860

2月21日（月） 十勝 第３回浦幌小学校森林体験学習 浦幌町立浦幌小学校
木の特性を知る（講
話）

３０名 × 浦幌町立浦幌小学校
NPO法人うらほろスタイルサポート

十勝総合振興局森林室
電話015-576-2167

追加（R4.3月更新）

2月24日(木） 石狩 定山渓森林づくり活動発表会 定山渓中学校
中学生などの森林づく
りに関する情報発信・
意見交換など

100名 ○
石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
TEL：011-622-5114

同左

2月下旬 オホーツク 冬の自然観察会 未定
オホーツクの会の活動
を支援するため自然解
説等を担当

20名 ○

常呂川森林ふれあい
推進センター
TEL：0157ｰ23ｰ2960
FAX：0157-26-2144

同左

3月27日（日） オホーツク ふれあいの森育樹活動 紋別市元紋別 国有防風保安林育樹 30名 ○ オホーツク森林（やま）づくりクラブ
紋別木材協働組合
0158-23-2443

未定 オホーツク 町民植樹祭 斜里町字峰浜254番地 植樹 100名 ×

主催：斜里町・網走南部森林管理
署
共催：知床森林生態系保全セン
ター・網走地区森林組合

斜里町産業部水産林務
課林務係
電話番号：
0152-26-8374
電子メール：
sh.rinmu@town.shari.lg.jp
（行政機関用）
sh.rinmu@town.shari.hok
kaido.jp（一般用）

開催時期が近くなりました
ら、斜里町のホームページ
にて詳細を掲載する予定で
すのでご確認をお願いいた
します。
中止（6月更新）


