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1．トピックス 
森林資源情報のデジタル化・見える化の取組 
森林経営管理制度に基づき市町が行う森林経営管理権集積計画策定の支援業務に

取り組み、３年が経過しました。年々増加する業務量に対応するため、令和３年度か

ら新たに地上レーザー計測器ＯＷＬ(㈱アドイン研究所)を導入し、デジタル化・見え

る化に取り組み、業務の効率化と高度化を図っています。 

① 調査道具は一変 

調査道具は従来からの輪尺(直径)、テープ(長さ)、樹高計(高さ)などに代わって、

ＯＷＬ、反射テープ、パソコンなどになり、調査方法も全く変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査結果は現場で即確認 

ＯＷＬ計測の場合、調査前の常緑灌木類の伐開作業に若干時間を要しますが、計

測は調査地の大きさにより 10 分から 25 分、ＰＣへの計測データの転送後、解析ソ

フトを使って３分から 10 分で調査地の立木配置図、３Ｄ画像、胸高直径・樹高・幹

の矢高等のデータを得、これらを基にＰＣ上で間伐木の選定等を行います。 

 

 

③ 伐捨間伐か搬出間伐かの判定 

現場の状況と採材計画解析ソフトから得られたデータに基づき収支計算を行い、

伐捨間伐か搬出間伐かを判定し、森林経営管理権集積計画原案に反映します。 

 

④ 課題と今後の取組 

 ＯＷＬを活用した調査は緒に就いたばかりで、測定ノーハウの蓄積や業務に合わ

せた解析ソフトの開発など課題は多く、今後業務と並行して取り組んでいきたい。 

また、調査前の森林情報の収集に苦労を重ねてきましたが、新たに運用を開始し

た森林クラウドシステムに大いに期待したい。 

従来の調査状況 地上レーザー計測状況 

立木配置図 ３Ｄ画像 
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２．緑の募金事業 

（１）令和３年度緑の募金実績 

令和３年度の「緑の募金」にご寄附いただいた額及び使途は、次のとおりです。

皆様のご協力に心から感謝申し上げますとともに、使途につきましては、緑の募金

運営協議会に諮り、適正に活用してまいります。 

 

 

 

 

         募金額内訳                 募金事業内訳 

 
                 

多くの企業・県民の皆様からの「緑の募金」へのご寄附について、ご協力者名を下野新聞

紙面にて随時ご紹介しています。  

                                   
  

 

 

 

 

 

 

 顕彰規定により、総会において感謝状の贈呈を行いました。（敬称略）  

募金総額 ２７，９５７，９０６円 

㈱足利銀行様 ㈱ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー 

宇都宮製作所様 
㈱栃木銀行様 

家庭募金

45%
企業・団

体募金

24%

学校募金

19%

職場募金

10%

その他1% 街頭・イベント

1%

　林野庁長官感謝状
       (株)栃木銀行
　公益社団法人国土緑化推進機構理事長感謝状
       (株)ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー宇都宮製作所、農林中央金庫宇都宮支店
　公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構会長感謝状

       栃木県信用金庫協会、（株)エコ革、ダイドードリンコ(株)首都圏第二営業部、（一社)栃木県銀行協会、
　　(一社)栃木県建設業協会、富士通(株)小山工場、（公財)栃木県保健衛生事業団、（学)自治医科大学、
　　古河電気工業(株)日光事業所、全日本ロータス同友会栃木県支部、（有)大森組、（株)ビッグ・ビー

緑の募金普

及推進

50%

市町・学

校の緑化

34%

緑の少年

団助成

8%

公募事業

4%
広域緑化推進

3%
緑のネット

ワーク

1%

２．緑の募金事業 
（１）令和３年度緑の募金実績 

令和３年度の「緑の募金」にご寄附いただいた額及び使途は、次のとおりです。

皆様のご協力に心から感謝申し上げますとともに、使途につきましては、緑の募金

運営協議会に諮り、適正に活用してまいります。 

 

 

 

 

         募金額内訳                 募金事業内訳 

 
                 

多くの企業・県民の皆様からの「緑の募金」へのご寄附について、ご協力者名を下野新聞

紙面にて随時ご紹介しています。 

                                   
  

 

 

 

 

 

 

 顕彰規定により、総会において感謝状の贈呈を行いました。（敬称略） 

募金総額 ２７，９５７，９０６円 

㈱足利銀行様 ㈱ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー 

宇都宮製作所様
㈱栃木銀行様 

　林野庁長官感謝状
       (株)栃木銀行
　公益社団法人国土緑化推進機構理事長感謝状
       (株)ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー宇都宮製作所、農林中央金庫宇都宮支店
　公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構会長感謝状

       栃木県信用金庫協会、（株)エコ革、ダイドードリンコ(株)首都圏第二営業部、（一社)栃木県銀行協会、
　　(一社)栃木県建設業協会、富士通(株)小山工場、（公財)栃木県保健衛生事業団、（学)自治医科大学、
　　古河電気工業(株)日光事業所、全日本ロータス同友会栃木県支部、（有)大森組、（株)ビッグ・ビー

募金額内訳                 募金事業内訳 
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企業・団体
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（２）緑の募金普及推進事業 
春（４月１日～５月３１日）及び秋（９月１日～１０月３１日）の緑の募金期間

を中心に、イベント会場で緑の募金の普及広報活動や市町等における苗木配布会を

実施しました。 

① 苗木配布事業                 

緑化意識の高揚と家庭などの緑化を進めるため、 

秋の緑化運動期間を中心に、県や市町と協力し１７ 

市町１９会場で約４，０６０本の苗木を配布しまし 

た。 

      
② 横断幕の設置                 

春季及び秋季緑化運動期間中にＪＲ宇都宮駅ペ 

 デストリアンデッキに横断幕を設置し、緑化推進 

の呼びかけを実施しました。また、緑化イベント 

時には緑の募金ののぼりを設置するなど、各地で 

の緑の募金等の呼びかけを行いました。               

 

③ 各種広報活動 

地元マスコミ（新聞、ラジオ、テレビ）を活用し、 

緑化推進と「緑の募金」についての普及広報を行い 

 ました。 

 

（３）緑の募金助成事業 
① とちぎ緑づくり推進事業 
ア．市町村緑づくり推進事業 
苗木配布や学校の緑化など市町の緑づくり活動を支援するため１６市町の緑化推

進委員会に助成しました。 

 

市町 事業 市町 事業 

鹿沼市 緑化推進普及啓発 上三川町 植栽・苗木配布会 

日光市 緑化活動支援 益子町 植栽・緑化活動支援  

大田原市 苗木配布会・団体への支援 茂木町 植栽・緑化活動支援  

矢板市 緑の普及啓発・市民活動支援 壬生町 緑化活動推進  

那須塩原市 市民団体への緑化活動支援 野木町 緑づくり普及啓発  

さくら市 学校緑化助成  塩谷町 町内緑化運動  

那須烏山市 市民団体への緑化活動支援 那須町 苗木配布会  

下野市 緑の少年団活動助成  那珂川町 学校緑化支援  

 

 

 

 

緑化苗木の配布（大田原市） 

横断幕の設置（ＪＲ宇都宮駅） 
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イ．学校緑化推進事業 

     学校の緑化活動を支援するため１５７校の小・

中・高等・特別支援学校に助成しました。各学校

では花壇づくりや活動資材など緑いっぱいの環境

づくりに活用しています。 

      

 

 

   ② 緑のネットワーク事業 

    社会公共施設緑化事業 

    社会福祉施設、幼児保育施設等が行う環境緑化事業に対して助成を行いました。 

 

団体名 事業内容 

真岡めばえ保育園 通用門付近への植栽 

 

③ 緑の公募事業 

 地域における緑化活動を行うボランティア団体等から、緑づくりや森林の整備、 

緑の大切さの普及啓発を図るための事業について公募を行い５団体に助成しました。 

団体名  

茂木町立茂木中学校ＰＴＡ ＮＰＯ法人 夢くらぶむつみ 

那須里山を育てる会 （一財）栃木県環境技術協会 

道の駅周辺をきれいにする会  

      

（４）グリーンアドバイザーの活動 

地域における緑化推進のため、緑化相談及び県内の各種緑化事業の普及広報などを実施

しました。 

・高橋 潔（県東・県北環境森林事務所及び矢板森林管理事務所管内） 

・鈴木 富夫（県西・県南環境森林事務所管内）              

 

（５）記念植樹 

緑の募金を活用し、記念植樹が実施されました。 
 
①  農林中央金庫宇都宮支店様から、毎年「緑の募金」 

へ多くのご寄附をいただき、これらを活用し公共施設 

の緑化を進めています。今年度は那須塩原市烏ヶ森公 

園にジンダイアケボノ２５本を植樹しました。 

 
② 栃木県の各環境森林事務所及び矢板森林管理事務所が実施する「地域で『みどり』の

おもてなし」事業に協力し、県内４箇所で記念植樹式を行いました。 

ア. 県西環境森林事務所   

令和３年６月１日（火）華厳神社：イロハモミジ３本 

烏ヶ森公園（那須塩原市） 

校内緑化活動（境小学校） 
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イ. 県北環境森林事務所・矢板森林管理事務所                       

令和３年１１月５日（金）塩原温泉ＶＣ：イロハモミジ１本、ヤマモミジ１本 

ウ. 県東環境森林事務所  

令和３年１２月１６日（木）茂木町城山公園：ロウバイ６本 

エ. 県南環境森林事務所  

令和３年１２月１８日（土）とちぎわんぱく公園：リンゴ(富士)苗木２２本 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３．緑の少年団育成事業  

 緑の少年団は、次代を担う子どもたちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる

活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育っていくことを

目的とした自主的な団体です。 
 
・県内１８１団（うち新規１団）、３４,６８６人 

 
○ 緑の少年団活動助成 

緑の少年団の活動に必要な経費を助成しました。 
・助成団数 １３９団 

城山公園（茂木町） 

塩原温泉ビジターセンター（那須塩原市） 

とちぎわんぱく公園（壬生町）

華厳神社（日光市） 

団旗の授与 那珂川町立馬頭東小学校（新規）
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４．とちぎ緑の基金 
県内の企業、団体、県民の皆様からご協力いただいた寄附金を、「とちぎ緑の基金」

として積み立て、その益金収入を活用して、とちぎの緑を守り育てるための事業を実

施しました。 

 

（１）基金の実績 
 

 

（２）基金の使途 
とちぎ緑の基金の運用益は、次の事業に活用されました。 

○ 名木・古木樹勢回復事業 

○ 名木・古木松くい虫防除事業 

○ ホームページ等による普及広報活動 

 

（３）名木・古木樹勢回復事業 
県内にある名木・古木等の樹勢の回復を図り文化遺産として保護するため、地域

における樹木保存団体等の行った樹勢回復事業について助成を行いました。 

  

実施箇所 対象樹木 樹勢回復の概要 

足利市久松町 関東九本松 荷重軽減のための剪定、ワイヤー設置、施肥 

足利市家富町 鑁阿寺のイチョウ 荷重軽減のための剪定、腐朽枝・枯れ枝の切除 

矢板市泉 泉のエノキ 荷重軽減のための剪定、枯れ枝の切除、施肥 

那須烏山市八ケ代 菩提久保のボダイジュ 整枝剪定、ヤドリギや病害枝の除去 

塩谷町船生 船生のひいらぎ 整枝剪定、支柱設置、土壌改良 

令和３年度末積立額     ４８８，３９９，４９３円  

菩提久保のボダイジュ（那須烏山市） 関東九本松（足利市） 
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（４）名木・古木松くい虫防除事業 

地域のシンボルとなっている松や歴史的文化的に重要な松を松くい虫の被害から

守るため、防除薬剤の散布を行いました。 

 

 

 

 

 

 

                                  
                     

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

      

 

名   称 単木（本） 林分（ha） 備   考 

日光のひめこまつ １  名木百選 

太子の笠松 １  名木百選 

穂積小学校記念の松 １  名木百選 

那須の五葉松 ５  名木百選 

足利学校（字降松ほか） ５  国史跡 

桜町陣屋表通りの松  ０.０５ 国史跡 

新藤氏庭園のマツ ７  国登録記念物 

長昌寺のクロマツ １  足利市文化財 

東陽院のクロマツ １  足利市文化財 

物外軒の赤松 １０ ０.０３ 足利市文化財 

関東九本松 １  足利市文化財 

山藤家のクロマツ １  足利市文化財 

永台寺のマツ ２  佐野市文化財 

中山の笠松 １  矢板市文化財 

二本松の笠松 １  矢板市文化財 

瀧澤家住宅の松 １  さくら市文化財 

宇都宮高校ほか ６８ １.３５ ３１校 

計 １０７ １.４３  

薬剤散布状況 

今市高校のマツ（日光市） 
 

二本松の笠松（矢板市） 
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５．ゴルファー等による緑化推進協力事業 
学校、病院、公園などの社会公共施設の緑化をとおして、緑豊かな明るい社会を築

くため、ゴルファー等の方々から緑化協力金をいただき、公共施設等の緑化を実施し

ています。 

 

公共施設等の緑化 

 ゴルファーからの緑化協力金により、県内の学校、公園、公立病院、社会福祉施設等

の緑化事業を実施しています。事業の内容は次のとおりです。 

 ・樹木及び草花の植栽事業 

 ・ビオトープ造成などの自然環境整備事業 

 ・さくらテングス病対策などの樹木の病虫害対策事業 

 ・樹勢衰退木の土壌改良などの樹勢回復事業 

ご協力をいただいたゴルフ場は、次のとおりです。 

日光カンツリー倶楽部、都賀カンツリー倶楽部、小山ゴルフクラブ 

         令和３年度に緑化事業を実施した施設 

 

那須塩原市三島公民館(那須塩原市) 

那須塩原市立槻沢小学校(那須塩原市)  

高根沢町立高根沢東小学校（高根沢町）  

学校法人開桜学院日々輝学園高等学校（塩谷町） 

上記の４施設に、樹木植樹（１０本）、ビオトープ整備（１箇所）、樹勢

回復工事（５本）を実施しました。  

ビオトープ整備（高根沢町立 
高根沢東小学校）

常緑ヤマボウシ植栽（那須塩原市 
三島公民館）
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６．学びと体験の学校緑化活動推進事業 

令和元年度から、県内小・中・高等学校・特別支援学校等での森林環境教育の浸透

を図るため、県の補助を活用し緑化活動・森林環境教育活動を支援する「学びと体験

の学校緑化活動推進事業」を実施しています。令和３年度は小学校１３校・中学校２

校・高等学校１校計１６校において、各学校の特色を生かし、樹名板や樹木植栽、体

験フィールドの整備や教材の充実等を実施しました。  
 

 学びと体験の学校緑化活動推進事業実施一覧 

 

  学校名 学び体験内容 

1 宇都宮市立篠井小学校 校内樹木の名前や特徴の学習、植樹等 

2 宇都宮市立岡本西小学校 校内樹木の樹名板設置、樹木観察等 

3 宇都宮市立旭中学校 落ち葉かき、校内植物の観察や管理活動等 

4 栃木市立国府南小学校 コンポストによる堆肥づくり、地域に花を贈る活動等 

5 鹿沼市立加園小学校 森林林業の学習や現地研修、ホタルのための環境調査等 

6 鹿沼市立楡木小学校 サクラの樹勢回復等の研修、校内樹木の自然観察学習等 

7 鹿沼市立板荷小学校 落ち葉かき、落ち葉や冬芽の観察、土づくり等 

8 日光市立安良沢小学校 カワラノギク保護活動、剪定、除草、堆肥づくり等 

9 大田原市立宇田川小学校 唐辛子栽培と七味唐辛子作り等 

10 大田原市立薄葉小学校 校内樹木の剪定研修、樹木観察学習等 

11 大田原市立黒羽中学校 唐辛子栽培、収穫、畑地整備等 

12 さくら市立熟田小学校 落ち葉での腐葉土づくりを通じた環境学習等 

13 市貝町立市貝小学校 オオムラサキが舞う環境づくりを通じた環境学習等 

14 日々輝学園高等学校 校内森林を活用した森林林業学習等 

15 高根沢町立東小学校 ホタルの飼育体験等 

16 那珂川町立小川小学校 校内樹木の観察、除草、落ち葉さらいによる環境学習等 

 

広葉樹林での樹木観察 

 

森を育てる仕事の学習 

 

センサーカメラの設置 
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７．とちぎの元気な森づくりサポート事業 

身近な里山林などの森林を守り育てていくために、森づくりサポーター会員に森づくり

活動の情報提供や活動団体とのマッチング、また年２回の情報紙の発行、森づくり活動等

に必要な機材等の貸出を行いました。今年度も新型コロナウイルス感染症対策を講じなが

らの活動となりました。 

 

① 森づくりサポーター会員登録数 

９２名（令和４年３月末現在） 

 

② サポーター会員の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

③ 機材等の貸出 

 

③ 機材等の貸出 

 

森づくり活動団体 活動日 活動場所 

 

くまの木里山応援団 

 

5月 16 日,6月 20日,7月 18日,8月 15日 

9月 19日,10月 7日,11月 20日,12月 19日 

1月 16 日,2月 20日,3月 20日 

 

塩谷町熊ノ木 

 

那須里山を育てる会 6月 26 日 那須町豊原丙 

ふれあいの森伊勢崎 6月 20日,11月 7日･21日,12月 5日･19日 

1月 9日･23日 

真岡市伊勢崎 

  

機材等貸出団体 活動日 行事名・活動内容 貸出機材等の名称 

 

ネッツトヨタ栃木(株) 

       

4月 16 日 

7月 21 日 

11月 15 日 

 

企業の森づくり 

 

のこぎり 

ヘルメット 

のぼり旗 

栃木県県西環境森林事務所 5 月 25 日 地域で｢みどり｣のおもてなし事業 スコップ 

7月 19 日 研修会 ヘルメット 

とちぎの木を活かす女子の会

～木輪～ 

12月 10 日 もくりんワークショップ のこぎり 

ヘルメット 

日光地区森林組合 12月 10 日 森林整備のためのドローン研修 ヘルメット 

栃木県県東環境森林事務所 12月 15 日 地域で｢みどり｣のおもてなし事業 スコップ 

栃木県県南環境森林事務所 12 月 17 日 地域で｢みどり｣のおもてなし事業 スコップ 

玉切り作業 クヌギの植樹 下刈り作業 
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８．とちぎ里山塾

里山林整備のための知識、技術に関する講座や体験する機会を提供し、森づくり活

動で活躍する人材を育成するため、とちぎ里山塾を開催しました。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、参加者や関係者の皆様の健康と安

全を考慮し内容及び実施期間の縮減を行い実施しました。 

 

■開講期間 令和３年１０月６日（水）～令和３年１２月７日（火） 

■会  場 皆川公民館及び皆川城址公園（栃木市）、若竹の杜若山農場（宇都宮市）、 

片岡林業（市貝町）、市貝町役場 

■開講回数 ６回    

■受講者数 ３０名 

 

 

区分 開催日時 研修内容 

研修１ 

・ 

研修２ 

令和３年１０月６日(水) 

１０:００～１５:３０ 

講座「里山林の成り立ちと管理・利用」 

講座（活動事例発表）「里山林の整備」 

講座・体験「安全な里山作業（刈払機）」 

研修３ 

・ 

研修４ 

令和３年１０月２７日(水) 

１０:００～１５:３０ 

講座・体験「安全な里山作業（チェーンソー）」 

体験「広葉樹の伐採（チェーンソー）」 

体験「チェーンソーのメンテナンス） 

研修５ 令和３年１１月１７日(水) 

１０:００～１５:００ 

講座・体験「竹林見学・竹林の利活用」 

体験「竹林の整備」（伐採、玉切り、枝払い等） 

体験「竹工作」（竹明かりづくり） 

研修６ 令和３年１２月７日(火) 

１０:００～１５:００ 

体験「里山林の活用（炭焼き体験 窯出しなど）」 

講座「里山林の価値とこれから」 

 

里山林の活用（窯出し等） 竹林見学・竹林の利活用 講座（里山林の価値とこれから） 

安全作業（チェーンソー） 安全作業（刈払機） 開講式・講座 
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９．とちぎ地域・森づくりフォーラム 

魅力あふれる里山林を健全な姿で次世代へ引き継いでいくため、若い世代に里山の

循環利用への参加を促し、森づくりに関わる人材を育てるための取組について講演を

行うとともに、県内で積極的に活動している団体の取り組み事例について発表を行い

ました。 

なお、フォーラムは新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、参加者や関係者の皆様

の健康と安全を考慮しＷｅｂによる配信に変更し実施しました。 

 

【開 会】主催者挨拶 

【第 1 部】基調講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

【第２部】活動事例発表 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主催者挨拶」 栃木県森林整備課長 佐藤健之 氏 

「ハローウッズの森づくり・人づくり」 

（株）モビリティランド ツインリンクもてぎ 

ハローウッズ森のプロデューサー 﨑野隆一郎 氏 

「里山林の整備のための取組紹介」 栃木県森林整備課 渡邊翔 氏 

「私の原点：ワークキャンプと山仕事」ＮＰＯ法人 馬頭農村塾 野崎威三男 氏 
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１０．森林・山村多面的機能発揮対策事業 

里山林は、居住地近くに広がり地域住民に継続的に利用されることにより、維持・管

理されてきました。しかし、近年では社会情勢の変化により地域住民との関係が希薄に

なり、森林の荒廃が懸念される状況となっています。そこで、林野庁の助成制度を活用

して、地域住民や森林所有者等が行う里山林整備活動等に支援を行いました。 

 

・交付金を交付した活動組織数     ５８団体 

・交付した交付金額     １０３，５３６千円 

・活動面積             ６４９ｈａ 

里山林整備          ６２２ｈａ 

竹林整備 等               ２７ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全講習会（刈払機：栃木市） 

 

荒廃竹林整備（栃木市） 里山林保全（広葉樹林：宇都宮市） 

里山林保全（刈払い：栃木市） 里山林保全（針葉樹林：栃木市） 

安全講習会（チェーンソー：宇都宮市） 
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１１．森林整備支援事業 

森林経営管理法の施行に伴い、適切に経営管理を実施していない森林について、所有

者の意向に基づき、市町が行う森林経営管理権集積計画の作成の支援を１１市町で約 

１６０ｈａ実施しました。 

 

 

 

・宇都宮市上河内地区   約７０ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・栃木市星野地区     約 ３ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・佐野市作原地区     約３７ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・大田原市須賀川地区   約 ３ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・那須塩原市沓掛地区   約 ２ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・さくら市鍛冶ヶ沢地区  約 ７ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・那須烏山市田野倉地区  約 ６ｈａの森林の経営管理権集積計画等 

・益子町山本地区     約 ８ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・茂木町山内地区     約 ６ｈａの森林の経営管理権集積計画等 

・市貝町田野辺地区    約１４ｈａの森林の経営管理権集積計画 

・那珂川町大山田下郷地区 約 ５ｈａの森林の経営管理権集積計画 

 

スギ林（那珂川町） ヒノキ林（佐野市） 

林内調査の状況 

 

ヒノキ林（那須烏山市） 

調査時の林況 森林整備後の林況 
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１２．小学生山地防災講習会 

栃木県内の小学校に在学する児童が森林の機能及び山地防災に関する基礎知識を習

得し、自助意識を養うための講習会を開催しました。 

 

・開催小学校数   ９校 

・参加者数   ２２６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．自然体験教室 

木工工作体験・自然観察を通して、木のぬくもりや自然とのふれあいの大切さ、森林

の重要性等について理解を深めるため、木と自然の体験教室を実施しました。 

 

・実施日 令和３年１０月２３日(土) 

・場 所 とちぎわんぱく公園（壬生町） 

・参加者 ８９名 

                    

 安良沢小学校（日光市） 益子小学校（益子町） 

自然観察 木工工作体験 

・実施日 令和３年１０月２３日(土) 

・場 所 とちぎわんぱく公園（壬生町） 

・参加者 ８９名 
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１４.林業情報発信強化事業 

 県内外から林業を目指す人材を確保するため、若年層や

転職者等に向けて、県の取組や事業紹介など、林業就業を

促す情報を充実させ、「林ナビとちぎ※」で林業の魅力を一

元的及び効果的に情報発信しました。 

 

・年間閲覧数   約 30,000 件 

・新着動画        5 本 

・ブログ        18 件 

※「林ナビとちぎ」は、4 月 1 日よりリニューアルし「栃木県林業大学校（仮称）ＨＰ」へ移行しました。 

 

１５．緑の雇用支援事業 

林業への就業希望者等を対象に林業体験を実施するとともに、林業就業に関する相談、

情報提供等を実施しました。 

 

① 林業体験 

・日 時 令和３年７月１７日（土） 

・場 所 ２１世紀林業創造の森（鹿沼市） 

・内 容 下刈体験、丸太切り体験、フォワーダへの丸太の積み込み体験 

          ドローン実演及び操作体験 

・参加者 １４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 林業就業相談、情報提供等 

  相談件数   ３０８件 

 （内訳）                

・来所・訪問       ５２件 

・電話・メール等    １７９件 

・林業体験時       １４件 

・セミナー        ３８件 

・とちぎジョブモール   １２件 

・オンライン       １３件 

丸太切り体験 ドローンの操作体験 

個別就業相談 
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１６. 林業・木材産業就業拡大支援事業 

林業の成長産業化の核となる林業担い手の確保の一環として、UIJ ターン者を主なター

ゲットとし林業の魅力を広く発信し、戦略的に林業就業者を確保していくことを目的に

オンライン等就業相談を実施しました。 

 

 ・実施期間 令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 3 月 11 日 

 ・就業相談件数 13 件 

（内県外 5 名：東京都 2 名、神奈川県 1 名他）  

内訳  ①電話対応     2 件 

  ②対面対応     7 件 

        ③オンライン対応 4 件 

 ・相談受付アクセス統計   20,869 件 

 

 

１７．林業・木材産業次世代育成推進事業（集団説明ＰＲ） 

農林・環境関係及び工業関係の高校等を対象に、学校を訪問し生徒に向けて森林・林

業の知識、林業就業関係等の情報の提供と就業に係るセミナーを実施しました。 

 

・実施校       １１県立高校 

・聴講生徒・学生数  約４００名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     

    

宇都宮白楊高等学校、宇都宮工業高等学校、真岡工業高等学校、小山北桜高等学校 

矢板高等学校、那須清峰高等学校、鹿沼南高等学校、那須拓陽高等学校、今市工業

高等学校、栃木農業高等学校、真岡北陵高等学校 

セミナー実施状況 

矢板高等学校 宇都宮工業高等学校 

オンラインによる就業相談 

 

・実施期間 令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 3 月 11 日

・就業相談件数 13 件

（内県外 5 名：東京都 2 名、神奈川県 1 名他）

内訳  ①電話対応     2 件

②対面対応     7 件

③オンライン対応 4 件

・相談受付アクセス統計   20,869 件

・実施校 １１県立高校

・聴講生徒数 約４００名

・実施期間 令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 3 月 11 日

・就業相談件数 13 件

（内県外 5 名：東京都 2 名、神奈川県 1 名他）

内訳  ①電話対応     2 件

②対面対応     7 件

③オンライン対応 4 件

・相談受付アクセス統計   20,869 件

・実施校 １１県立高校

・聴講生徒数 約４００名
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１８．林業カレッジ研修等事業 

素材生産を行っている事業体の中核となる林業従事者、県内に森林を有する林業経営

者等を対象に森林・林業に関する幅広い知識と林業の専門的知識及び技術の習得を目的

とした基礎研修、技能講習、免許・資格習得講習及び高性能林業機械オペレーター養成

研修を「林業カレッジ研修」として実施し、修了した 9 名が林業作業士として認定され

ました。 

 

研修期間 令和３年５月６日～令和４年２月２２日（85 日開講） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【基礎研修】 

  ・林業一般 ・造林・保育 ・間伐 ・伐木・造材作業 ・先進地視察 

・造林作業指揮者安全衛生教育 ・小型車両系建設機械運転特別教育 

・荷役運搬機械等はい作業安全教育 ・普通救命講習 

【技能講習】 

  ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・はい作業主任者技能講習 

  ・車両系建設機械運転技能講習 ・不整地運搬車運転技能講習 

 【高性能林業機械オペレーター養成研修】 

   ・機械集材装置の特別教育 ・走行集材機械の運転の業務に係る特別教育  

   ・伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 ・簡易架線集材装置の運転の業務に係る特別教育 

   ・高性能林業機械に関する一般知識及び実技 ・高性能林業機械のメンテナス研修 

  【免許取得講習】 

  ・林業架線作業主任者講習（基礎講習） 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

              

令和３年度林業カレッジ研修生 大径木伐採研修（鹿沼市） 

林業労働災害ＶＲ研修 伐倒･搬出作業（スイングヤーダ） 
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１９．栃木県林業大学校（仮称）開講準備事業 

令和６年４月開校に向け、林業を志す若者層に入校を促進するため、ホームページを

作成しました。また、高校生等に林業大学校を知ってもらうためのＰＲ用チラシ等も作

成しました。 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

２０．現場指導者養成事業 

林業事業体の現場指導者を対象に、安全で的確な伐木作業の理論や技術の習得と、新

人や後輩への指導方法を習得するための現場指導者養成研修を実施し、４名が研修を修

了しました。研修成果として、所属の事業体でＯＪＴ指導が行われました。また、過去

に現場指導者養成研修を修了した３名に対し、フォローアップ研修を実施しました。 

 

【現場指導者養成研修】12 月～１月の 10 日間 

【ＯＪＴ指導】    １月～２月の６日間（所属事業体で新規就業者等に現場技術指導） 

【フォローアップ研修】12 月 20，21 日の２日間 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

チェーンソーの目立て指導 発表会の様子 

ＰＲ用チラシ         栃木県林業大学校（仮称）ホームページ 
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２１．林業経営者育成事業 

林業の成長産業化には、林業事業体自らが経営手法等を学び、生産性や収益性を向上

させ、労働者の就業環境を含めた現場の改善を図ることが必要であることから、専門家

による経営者育成講座の開催や中核的な事業体１社に対する現場の経営分析と改善を実

施しました。 

   

①  経営者育成講座の開催 

・開催日  令和３年１２月１０日（金）１３：３０～１６：３０ 

・開催場所 コンセーレ（栃木県青年会館）大ホール 

・演 題 「現場により良い流れをつくる～ボトルネックの発見とその徹底活用～」 

・講 師  大阪工業大学情報科学部データサイエンス学科 教授 皆川健多郎 氏 

・参加者  認定事業体等 ５０名      

 

 

 

                          

      

   

 

 

 

       

 

 

②  現場の経営分析・改善（専門家の伴走支援） 

・実践事業体 １社：那須町森林組合 

・実践回数  ５回 

 

    

 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

  

講演の状況 

第１回（７月２６日） 

テーマ選定：精算事務処理の見える化 

第３回（１０月２６日） 

ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ作成：知識・ﾉｳﾊｳの見える化 

演習の様子 
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２２．各種コンクール入賞者等（敬称略） 

（１）令和３年度全日本学校関係緑化コンクール 

学校環境緑化の部 

（高等学校）入選（公益社団法人 国土緑化推進機構理事長賞） 

日々輝学園高等学校（塩谷町） 

 

（２）第３７回民有林治山工事コンクール 

     林野庁長官賞 

       復旧治山事業 谷止工外工事 白石川 

       磯部建設 株式会社（日光市） 

 

（３）第３７回民有林林道工事コンクール 

     日本林道協会長賞 

       森林整備林道事業 開設工事 林業専用道 曽倉線 

       株式会社 谷黒組（那須塩原市） 

 

（４）令和３年度栃木県みどりの功労者 

栃木県知事表彰 

        渡邉 知義（鹿沼市） 

        磯山とゆかいな仲間たち（真岡市）   

 

（５）令和３年度森林の保全・整備事業等功労者 

     栃木県知事表彰 

        石川  武 (有限会社 福田建設：日光市) 

栃木県環境森林部長表彰 

        阿部 信夫 (板荷土建 有限会社：鹿沼市) 

公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構会長表彰 

        手塚 且久 (株式会社 長嶋組：宇都宮市) 

        森下 勝也 (株式会社 星組：那須町) 
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２３．組織・会員 

（１）組織・業務内容 
 とちぎ環境・みどり推進機構は、県土緑化運動を推進する母体として、昭和２５年に設置された

栃木県緑化推進委員会を前身とし、その後、平成２３年１２月１日には栃木県治山林道協会と合併

し現在の組織となり、平成２４年４月１日には公益社団法人に移行しました。 

 この間、平成７年には「緑の募金による森林整備等の促進に関する法律」第５条の緑の募金団体

として指定を受け、県民の皆様の御協力による緑化活動を推進してきました。また、平成２３年に

は「林業労働力の確保の促進に関する法律」第１１条に基づく指定を受け、栃木県林業労働力確保

支援センターを設置し、林業労働力の確保・育成に取り組んで参りました。 

 現在、県内２５市町、林業関係団体、企業等を会員とする公益法人として、県域の緑づくり・森

づくり業務、林業労働力対策に取り組んでおります。 

  

○総務環境部

　・法人の運営及び予算・決算、会計等に関すること

　・公募事業等審査会の開催に関すること

　・森づくりサポーター制度の運用に関すること

○緑化推進部

　・緑化の推進に関すること

　・緑の募金及び運用に関すること

　・とちぎ緑の基金の運用に関すること

○森づくり部

　・森林の整備・保全に関すること（里山林を含む）

　・森林・山村多面的機能発揮対策に関すること

　・治山・林道の普及啓発及び山地防災教育等に関すること

○林業経営部（栃木県林業労働力確保支援センター）

　・林業労働力の確保・育成等に関すること

　・森林経営管理制度の市町支援（集積計画作成等）に関すること

組織図（令和４年４月１日現在）

職員１名

グリーンアドバイザー２名

職員１名

嘱託職員１名

嘱託職員１名

森林整備支援嘱託職員２名

非常勤嘱託職員１名

臨時職員１名

専　務　理　事 森づくり部長

林業経営部長 兼林業労
働力確保支援センター所長

会　　　　　長

理　　事　　長
事務局長
　兼総務環境部長

嘱託職員２名

副　理　事　長
専務理事
　兼緑化推進部長
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（２）会員名簿 

正会員９２名              令和４年４月１日現在（敬称略、順不同） 

宇都宮市 野木町緑化推進委員会 

足利市 塩谷町緑化推進委員会 

栃木市 那須町緑化推進委員会 

佐野市 那珂川町緑化推進委員会 

鹿沼市 栃木県市長会 

日光市 栃木県町村会 

小山市 栃木県高等学校長会 

栃木県特用林産協会 真岡市 

大田原市 栃木県信用金庫協会 

矢板市 栃木県農業協同組合中央会 

那須塩原市 栃木県林業振興協会 

さくら市 栃木県森林組合連合会 

那須烏山市 栃木県山林種苗緑化樹協同組合 

栃木県木材業協同組合連合会 下野市 

上三川町 

益子町 

㈱栃木県総合緑化センター 

公益社団法人栃木県観光物産協会 

茂木町 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 

市貝町 公益財団法人とちぎ建設技術センター 

芳賀町 一般社団法人栃木県建設業協会 

壬生町 一般社団法人栃木県樹木医会 

野木町 一般社団法人栃木県猟友会 

塩谷町 一般社団法人栃木県造園建設業協会 

高根沢町 みかも森林組合 

那須町 粟野森林組合 

鹿沼市森林組合 

日光市森林組合 

たかはら森林組合 

那須塩原市森林組合 

那須町森林組合 

大田原市森林組合 

那須南森林組合 

宇都宮市森林組合 

芳賀地区森林組合 

日光東照宮 

日光二荒山神社 

日光山輪王寺 

㈱栃木銀行 

那珂川町 

鹿沼市緑化推進委員会 

日光市緑化推進委員会 

大田原市みどりの倍増プラン推進委員会 

矢板市緑化推進委員会 

那須塩原市緑化推進委員会 

さくら市緑化推進委員会 

那須烏山市緑化推進委員会 

下野市緑化推進委員会 

上三川町緑化推進委員会 

益子町緑化推進委員会 

茂木町緑化推進委員会 

壬生町緑化推進委員会 
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㈱下野新聞社 

㈱北研 

㈱ダイドードリンコサービス関東 

三山工業㈱ 

㈱日光自然博物館 

アクリーグ㈱ 

㈱泰明グラフィクス 

鈴木印刷㈱ 

鹿沼工業団地総合管理協会 

小山市工場環境緑化推進協議会 

栃木県緑の少年団連盟 

浅野 冨雄 

竹田 敏二 

田村 修也 

山﨑 美代造 

荒井 憲志 

加藤 俊夫 

佐藤  崇 

 

賛助会員１４名 

古河機械金属㈱足尾事業所 農林中央金庫宇都宮支店 

㈱ＳＵＢＡＲＵ宇都宮製作所  三和テッキ㈱宇都宮事業所 

サントリースピリッツ㈱梓の森工場 ㈱吉野工業所栃木工場 

滝沢ハム㈱ 栃木県トラック運送事業協同組合 

藤崎印刷㈱ 栃木県地域婦人連絡協議会 

㈱ケイエムシー ㈱落合東光園 

(国研)森林研究･整備機構森林整備センター 

宇都宮水源林整備事務所 

㈱柳澤鉄工所 
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２４．令和４年度業務概要 

令和４年度は次の業務を行う予定です。内容の詳細につきましては、下記担当部まで

お問い合わせください。なお、事業によっては、既に前年度に対象者、対象箇所等が決

定している場合がありますので、ご注意ください。 

 

① 緑の募金助成事業 

「緑の募金」を活用し、学校や各種団体等の緑化活動に対し支援します。とちぎみどりづく

り推進事業（市町村緑づくり推進事業、学校緑化推進事業）、緑のネットワーク事業（記念植

樹奨励事業、社会公共施設緑化事業）、緑の公募事業があります。【緑化推進部】 

 

② とちぎ緑の基金事業 

とちぎ緑の基金の運用益を活用し、名木・古木の樹勢回復や松くい虫の防除等を行います。

【緑化推進部】 

 

③ 緑の少年団育成事業 

次代を担う子供達が、緑づくり活動をとおし、森林や緑を愛し育てる心を養うため、緑の

少年団活動に支援を行います。【緑化推進部】 

 

④ ゴルファー等による緑化推進協力事業 

ゴルファー・ゴルフ場の協力をいただき、公共施設等の緑化事業を行います。【緑化推進部】 

 

⑤ とちぎの元気な森づくりサポート事業 

森づくりサポーター会員あてに、森づくり活動の情報提供や活動団体とのマッチングを行

うほか、活動団体等に対し機材の貸出を行います。【総務環境部・緑化推進部】 

 

⑥ とちぎ里山塾 

とちぎの里山林の魅力や森林整備のための知識、技術に関する講座や体験する機会を提供し、

森づくり活動で活躍する人材を育成します。【森づくり部】 

 

⑦ とちぎ地域・森づくりフォーラム 

魅力あふれる里山林を健全な姿で次世代へ引き継いでいくため、若い世代に里山の循環利用

への参加を促し、森づくりに関わる人材を育てるためフォーラムを開催します。【森づくり部】 
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⑧ 森林・山村多面的機能発揮対策事業 

里山林の整備等を行う地域の活動組織に対して、交付金の助成を行います。【森づくり部】 

 

⑨ 森林整備支援事業 

 森林経営管理制度に係る森林経営管理権集積計画の作成や市町村森林経営管理事業の監督

検査等について、市町の依頼に基づき業務の支援を行います。【林業経営部】 

 

⑩ 森林の保全・整備の普及啓発 

森林の保全・整備の大切さを理解していただくため、小学校での山地防災教育のほか、山

地防災の普及啓発に当たっていただく推進員等を育成する講習会を開催します。【森づくり部】 

 

⑪ 緑の雇用支援事業 

林業への就業希望者を対象に林業体験を行います。開催時期は７月頃です。【林業経営部】 

 

⑫ 林業カレッジ研修等事業 

素材生産等を行う事業体の中核となる林業従事者や県内に森林を所有する林業経営者等を

対象に、森林・林業に関する幅広い知識と専門的な知識・技術の習得を目的とした研修を行い

ます。研修期間は 5 月～翌年 2 月です。【林業経営部】 

 

⑬ 林業・木材産業就業拡大支援事業 

県内の林業就業者を確保していくため、ＵＩＪターン者を主なターゲットとしてオンライン

就業相談や、ＶＲ等による林業体験と林業事業体の現場見学会を行います。【林業経営部】 

 

⑭ 林業・木材産業次世代育成推進事業 

林業新規就業者の確保・育成のため、県内の高校生を対象に学校訪問や林業体験等により、

林業の魅力をＰＲし就業の促進を図ります。【林業経営部】 

 

⑮ 栃木県林業大学校（仮称）開講準備事業 

栃木県林業大学校（仮称）の令和６年４月開校に向け、ホームページとＳＮＳの活用やチラ

シの配布等により、周知・ＰＲを行います。【林業経営部】 

 

⑯ 現場指導者養成事業 

現場作業における安全意識の確立と技術の向上を図るため、現場指導者を対象として、新規

就業者等への現場技術の教え方の研修を行います。【林業経営部】 
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⑰ 林業経営者育成事業 

持続的な林業経営を確立し、生産性と収益力の向上等を図るため、経営者を支援する講座の

開催や、専門家による事業体の経営分析及び改善を行います。【林業経営部】 

 

その他の問い合わせ先 

・緑づくりに関することは、【緑化推進部】 

・森づくりに関することは、【森づくり部】 

・林業就労に関することは、【林業経営部】 

・森林経営管理制度に係る市町支援に関することは、【林業経営部】 
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令和 3 年度

とちぎ環境･みどり推進機構は

いちご一会とちぎ国体･いちご一会とちぎ大会オフィシャルサプライヤーです
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