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1.木育とは何か  

(1)木育の定義と意義  

 木育という言葉は北海道発祥の言葉で現在、全国各地に木育活動が展開され

ている。その木育の定義は、「木育とは、子どもをはじめとするすべての人が『木

とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みです。それは、子どもの頃から

木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを主体的に考え

られる豊かな心を育むことです 1」と示されている。これは北海道と道民によっ

て結成された「木育推進プロジェクト」という組織によって示された公式の定

義である。北海道は身近に森林資源が豊富なので、木材などの恵みに目を向け

て人と自然とのつながりをより一層重視している。  

平成 18 年に閣議決定された「森林・林業基本計画」において、木育は「市

民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関係

者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ、

木材利用に関する教育活動 2」と位置づけられている。このように、木育には生

涯を通じて体験を通して木や森や木材との関わりを深めて、豊かな暮らしづく

りや社会づくり、森づくりに貢献する人材育成、自然に対する豊かな感性と思

いやりなどの気持ちを育むという意味が込められている。つまり木育は、木の

文化を見直しもっと身近に木を感じ、豊かな心を育てるための活動である。  

 似たような言葉に「食育」がある。食育は、食の大切さを学ぶことで健やか

な体を養うことである。そして木育は、これまで述べてきた通り、人と木が関

わりを持ち、様々な人々と楽しさや嬉しさを共感することで思いやりと優しさ

の心を育むことである。共通することは、自然からの恵みを感謝して受け取る

ということである。現代の私たちは木に対する認識の再確認とそれに伴って木

や森と触れ合って共存していくことが大切になってくる。  

 

(2)木育の基本理念  

 木育の基本理念は木育の定義でもあることが言える。木育は、木との関わり

を通じて、そのつながりを実感するための取り組みでもある。森に生きる樹木

と日常にある木材は、もともと一つの木でありながら、人の営みや見方がどち

らかに偏ってしまうとそのつながりが見えなくなってしまうことが言える。そ

のつながりを見失わないために、木育という活動を通して理解させることを目

指している。そこで木育は、人づくりと社会づくりに着目した。木育が目指す

人づくりというのは、身近な人々と一緒に遊んだり、ものづくりをしたりする

体験を通して、楽しさや喜びを共感し合うことからはじまるという。そうした

体験を通して、木に対する関心を持たせるような人づくりを目指している。ま
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た、木に触れ合い、「手でつくり、手で使い、手で考える」という経験を通して、

人や自然に対する思いやりとやさしさを育むことを目指している。そして、木

育が目指す社会づくりは、地域の個性を生かした木の文化を育むことと、人と

自然が共存できる社会の構築である。前者は、古来より受け継がれてきた「木

の文化」を見直し、構築をしていくことである。特に北海道は、アイヌ文化が

根本にあり、アイヌ民族は自然のものを使って暮らしてきた。木の種類によっ

て焚き付け用の木があったり、食器のかわりに木の葉を使うなど現代よりも身

近に自然と共存していた。今では人工でできたものやつくり手の見えないもの

があふれている。木育を通して「木の文化」を見つめ直すことがとても大切で

ある。後者は、子どもから大人まですべての人々が思いやりとやさしさを持ち、

地球という大きなつながりの中で自然と共存することである。さらに、人間ら

しく生きることができる社会の実現を目指している。  

 

2.木育の歴史  

(1)準備期 (平成 15 年以前 ) 

 現在、木育という言葉が北海道を始め全国各地に広まりつつある。その発端

となったのは、平成 13 年に出された、農林水産省林野庁の森林及び林業に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための「森林・林業基本計画」であ

る。この計画は、森林の多面的な機能発揮や林業の発展、林産物の供給及び利

用の確保を目指すものだった。日本の森林は、明治時代以降に大面積の森林伐

採で著しく荒廃した。その背景にあることは、人口増加や産業の進展、さらに

は第 2 次世界大戦後の復興資材として木材を供給するためであった。そうした

背景があり、森林復旧のため造林が進められることになった。さらに高度経済

成長下で木材需要が増加し、天然林から成長が早い針葉樹林へ転換することが

積極的になった。昭和 50 年代に入ると、木材需要の頭打ちや円高、木材の輸

入が増加した。さらに、木材価格の低迷、経営コストの増加、林業の採算性の

低下、林業生産活動の停滞が見られた。その結果、間伐をしなかったり伐採後

の植林を行わなかったりという事態が生じた。これは、公益的機能の発揮にも

支障をきたす恐れがあるとし、「森林は私有財産であっても公益的機能も併せ有

する社会的資産であることを踏まえる必要がある 3」と提示された。  

平成 9 年には、国連気候変動枠組条約第 3 回締約国会議 4において採択された

「京都議定書」に基づき、温室効果ガスの削減目標を達成することが課題とし

て挙げられた。木材は、再生産可能で加工に要するエネルギーが少ないこと、

バイオマスエネルギー 5として利用することができる。そのため、化石燃料の使

用を抑制でき、人と環境に優しい素材であると言える。木材の有効利用の促進



9 

 

をし、環境に負荷の少ない循環を基調とする社会経済システムの実現に資する

ため、木材の利用を確保していかなければならないとなった。そのためには、

森林の適正な整備及び保全の推進、また、林業の健全な発展が不可欠であるこ

ととなった。  

こうした社会問題を解決しようとボランティアとして森林の保全整備運動や、

緑の募金 6への協力が自発的に行われるようになった。また、森林と人との豊か

な関係の回復を創り出すために、都市と山村の共生・交流が推進された。そし

て、森林体験の機会の提供を行い、森林環境教育の場として整備するために様々

な分野の関係者が連携した。  

 国としてのこうした計画が出された中で全国に先駆けて、北海道水産林務部

森林環境局森林活用課が、平成 14 年に「北海道森林づくり条例」を制定した。

この条例の目的は、森林保有者、道民、事業者、北海道がそれぞれ行うべき役

割を明らかにし取り組みを行っていくことである。また、道民の健康で文化的

な生活の確保を目指している。この条例の特徴は、林業だけというの特定の業

種だけでなく、道民や知事など幅広い人々の責務が記されている。また、道民

や事業者などからの意見を取り入れ、生かすことが記されているため、意見を

反映しやすい。そして、青少年の学習の機会が確保されていたり、山村地域の

就業の機会の確保がされていたりするなど非常に身近な条例であるといえる。

この条例と木育は、どちらも木材関係者だけの取り決めではなく、一般の人々

にも普及させることを目的としている。だから、木の文化を見つめ直し、より

身近に木のぬくもりを感じることや、人と森林のかかわりを主体的に考えられ

る心を育てることなど共通する部分が多いことが言える。  

この「北海道森林づくり条例」が制定された背景は、国が対応してきた上記

の問題点や北海道の林業・木材産業の活性化のためである。また、就業者の減

少と高齢化現象の問題解決が挙げられる。その他にも、森林の多面的な機能の

期待や森林の二酸化炭素吸収機能への注目、森林持続的発揮が挙げられる。ま

た、北海道にふさわしい豊かな生態系を育む森林を守り育て、次世代に引き継

ぎ先を見据えた森林づくりを目指すために制定された。その北海道森林づくり

条例の中の基本理念に、「長期的な展望を持ち、地域の特性に合わせた森林づく

り」、「林業及び木材産業等の健全な発展を通じた森林づくり」、「道民、森林所

有者、事業者及び道との協働による森林づくり」の三本柱が定められた。以下

に「北海道森林づくり条例」を示す。  
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表Ⅰ―1 北海道森林づくり条例  

第１章総則  

（目的）  

第１条  この条例は、森林づくりに関し、基本理念を定め、並びに道及び森林所有者の責務並びに

道民及び事業者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、

森林づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって道民の健康で文化的な生活の確保に

寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一  森林づくり  森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り、又は育てることを

いう。  

二  森林の多面的機能  国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産

物の供給等の森林の有する多面にわたる機能をいう。  

三  森林所有者  道内に所在する森林の所有者（国及び市町村を除く。）をいう。  

四  木材産業等  木材産業その他の林産物の流通又は加工の事業をいう。  

（基本理念）  

第３条  森林づくりは、現在及び将来の世代にわたって森林の恵みを享受できるよう、長期的な展

望を持ち地域の特性に応じて、推進されなければならない。  

２  森林づくりは、林業及び木材産業等の健全な発展を通じて、たゆみなく推進されなければなら

ない。  

３  森林づくりは、道民、森林所有者、事業者及び道の適切な役割分担による協働により推進され

なければならない。  

（道の責務）  

第４条  道は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、森林づくりに関

する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

２  道は、森林づくりに関する施策を推進するに当たっては、国及び市町村と緊密な連携を図らな

ければならない。  

（森林所有者の責務）  

第５条  森林所有者は、基本理念にのっとり、森林の多面的機能が確保されることを旨として、そ

の森林の整備及び保全を図るよう努めなければならない。  

２  森林所有者は、道が実施する森林づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（道民の役割）  

第６条  道民は、基本理念に対する理解を深め、地域の森林づくりの活動に積極的に参加するとと

もに、道が実施する森林づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（事業者の役割）  
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第７条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、森林の多面的機能の

確保に十分配慮するとともに、道が実施する森林づくりに関する施策に協力するよう努めるもの

とする。  

（年次報告）  

第８条  知事は、毎年、議会に、森林の状況及び森林づくりに関して講じた施策に関する報告を提

出しなければならない。  

第２章森林づくりに関する基本的施策  

（森林づくりに関する基本的な計画）  

第９条  知事は、森林づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林づくりに関

する基本的な計画（以下「計画」という。）を定めなければならない。  

２  計画は、森林づくりに関する長期的な目標及び施策の基本的事項について定めるものとする。  

３  計画は、北海道環境基本条例（平成8年北海道条例第37号）第10条に定める環境基本計画との

調和が保たれたものでなければならない。  

４  計画は、水産業及び景観づくりに配慮したものでなければならない。  

５  知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必

要な措置を講じなければならない。  

６  知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、森林法（昭和 26年法律第249号）第68条第

1項の規定により設置された北海道森林審議会の意見を聴かなければならない。  

７  知事は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

８  前３項の規定は、計画の変更について準用する。  

（森林づくりを進めるための指針）  

第10条  知事は、道民、森林所有者及び事業者がそれぞれの役割に応じて森林づくりを進めるため

の指針（以下「指針」という。）を定めるものとする。  

２  知事は、指針を定めるに当たっては、道民、森林所有者及び事業者の意見を反映することがで

きるよう必要な措置を講じなければならない。  

３  道は、指針の普及に努めるとともに、これに基づく森林づくりの取組を促進するものとする。  

（森林の整備の推進及び保全の確保）  

第11条  道は、地域の特性に応じた森林の整備の推進及び保全の確保のため、造林、保育その他の

森林の施業の適切な実施に必要な措置を講ずるものとする。  

２  道は、森林所有者又は森林組合その他の事業者による計画的かつ一体的な森林の施業の実施を

促進するために必要な措置を講ずるものとする。  

３  道は、特に公益的機能の維持増進が求められ、又は地域の森林の施業の模範となる森林を将来

の世代に継承していくため、これらを保全する取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるも

のとする。  

（林業の健全な発展）  
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第12条  道は、林業の健全な発展を通じた林産物の適切な供給の促進を図るため、林業生産組織の

活動の促進、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  

２  前項に定めるもののほか、道は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保に必要な

措置を講ずるものとする。  

（木材産業等の健全な発展）  

第13条  道は、木材産業等の健全な発展を通じた林産物の適切な供給及び利用の促進を図るため、

林産物の新たな需要の開拓、木材産業等の体質強化その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（道民の理解の促進）  

第14条  道は、森林づくりに対する道民の理解を促進するため、情報の提供、森林とふれあう機会

の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（青少年の学習の機会の確保）  

第15条  道は、青少年の森林を大切にする心を培うため、学習の機会の確保その他の必要な措置を

講ずるものとする。  

（道民等の自発的な活動の促進）  

第16条  道は、道民又はその組織する団体が自発的に行う森林づくりの活動を促進するため、人材

の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（山村地域における就業機会の確保等）  

第17条  道は、活力のある山村地域の構築に資するため、山村地域における就業機会の確保、生活

環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（森林づくりに関する技術の向上）  

第18条  道は、森林づくりに関する技術の向上を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。  

（道民の意見の把握等）  

第19条  道は、森林づくりに関する施策を推進するため、道民の意見の把握に努めるとともに、森

林の状況に関する調査及び情報の収集を行うものとする。  

（道有林野の管理運営）  

第20条  道は、道有林野について、公益的機能の維持増進を図るため、計画的かつ適切な管理運営

を行うものとする。  

（財政上の措置）  

第21条  道は、森林づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める

ものとする。  
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(2)発足期－木育ファミリー結成－ (平成 16 年～平成 17 年 ) 

 平成 16 年 6 月に北海道協働型政策検討システム推進事業の平成 16 年度のテ

ーマに「木育」が候補として挙げられる。当初は木育ではなく、「ウッドスター

ト」という言葉が出ていた。しかしこれは、子どもにしか使えず将来性がない

と指摘があった。そこで産業の広がりにも将来性を持たせるために「木育」と

いう言葉が誕生した。当時、「食育」という言葉が流行っていたことも背景にあ

る。また、「女性知事リレーフォーラム in ほっかいどう」の食と地域の未来を

考えるシンポジウムが開催された。その際に、北海道知事の高橋はるみが「木

や森をつくる事に伴う人づくりが大切である」と木育について発言したことも

背景にある。  

その後、北海道協働型政策検討システム推進事業の平成 16 年度のテーマで

候補として挙げられていた「木育」が確定された。その後に木育推進プロジェ

クトが立ち上がった。木育推進プロジェクトとは、「木育」の理念づくりや「木

育」を進めていくために必要な施策について、道民や道庁とが一緒になって検

討して提案するためのプロジェクトである。このプロジェクトは同推進事業の

一部で、北海道環境財団理事長の辻井達一をリーダーとして始動した。木育推

進プロジェクトが発足した当時のメンバーは、北海道庁の北海道水産林務部木

材振興課林産振興グループを事務局に、道庁職員、NPO 法人理事、公募道民 (木

工デザイナー、文具メーカー社員 )などの 15 名であった。発足してから翌年の

3 月まで計 8 回のプロジェクト会議を行った。第 1 回のプロジェクト会議にお

いては、初めての顔合わせで辻井達一の「木育の言葉に魂を込めてください」

というテーマで行った。しかし、各々の木育に対する情熱が込められ方向性が

統一しなかったという。そのような中ではあるが、翌年の平成 17 年に木育推

進プロジェクトチームは「木育報告書」を作成した。この報告書の内容は、木

育の基本理念や木育の取り組みの提案などが記載されている。  

後に、木育推進プロジェクトメンバーを中心に、KEM 工房主宰者の煙山泰

子を代表に木育ファミリーが発足し木育活動が本格的に始動した。木育ファミ

リーとは各分野の人たちと協力して、木育をすすめる民間の組織である。この

組織は、木育の普及とその質的向上、地域の個性を生かした木の文化の育成、

木育の全国的ネットワークづくりを目的に活動している。主な活動内容は、木

育の普及・啓蒙活動、懇話会、交流会、研究会、講演会等の開催などである。

木育ファミリーが結成された後、「木育リビング」というイベントを札幌市で開

催し、木育ファミリーのメンバーが木育に関連する講演やイベントを実施した。

平成 17 年には全道 6 ヶ所で木のおもちゃなどで遊ぶ木育ランドを開催し、年

間 11,000 名が来場し、多くの人々を木育に注目させる契機となった。  
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図Ⅰ－1 木育ファミリーのシンボルマーク  

 

(3)進展期－公的に認められる－ (平成 18 年～平成 20 年 ) 

 平成 18 年 9 月に「森林・林業基本計画」が閣議決定 7した。この中の「林産

物の供給及び利用の確保に関する施策」において、「市民や児童の木材に対する

親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関係者が連携・協力しながら、

材料としての木材の良さやその利用に意義を学ぶ、『木育』といも言うべき木材

利用に関する教育活動を推進する 8」と明記された。この他にこの年には、北海

道が木育公開講座を開催し、道庁赤れんが及び前庭ツアーを実施 (赤れんがチャ

レンジ事業 )し、前年度同様の木育ランドも引き続き開催した。  

 次いで翌年の平成 19 年 2 月に、林野庁が「木材産業の体勢整備及び国産材

利用拡大に向けた基本方針」の発表方針の第 3 項目に「木材利用に関する教育

活動 (木育 )9」が設けられ、木育を促進する具体的な内容が記された。また、 6

月に同様の林野庁が「木育推進体制整備総合委員会」を設置し、第 1 回木育推

進体制整備総合委員会が開催された。主な内容は、当会のメンバーによる木育

活動の報告であった。この時のメンバーは、大学教授や教育関係者、NPO 法人

理事など 12 名によって運営された。それからこの年には、木育ファミリーが

一般の会員の募集を開始したことや、北見市オホーツク木のプラザに木育広場

を開設した。また、北海道が学校での木育推進事業を実施した。  

平成 20 年 2 月には、林野庁が全国 3 ヶ所 (埼玉県、鳥取県、北海道 )で講習会  

を開催した。また、北海道庁が「北海道森林づくり基本計画」を策定 (改訂 )し

た。新たに、第 5 項目「木育の推進」において「木育は、人と森林や木材の『つ

ながり』を重視し、豊かな『人づくり』と『社会づくり』をめざす北海道発の

新たな概念です 10」と明記され、基本理念や施策の展開などについても詳しく
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記された。この年は、前年度までよりもさらにイベントが多くなった。「北の元

気な森づくりシンポジウム」、「赤レンガ木育フォーラム in 北海道」、「第 1 回木

育全国ミーティング in 北海道」、洞爺湖サミット関連事業「環境総合展 2008」、

同サミット関連事業「北海道情報館」における木育の発信がなされた。そして、

木育ファミリー代表の煙山泰子と西川栄明による『木育の本』 (北海道新聞 )が

刊行された。  

図Ⅰ－2 木育の本 /北海道新聞社  

 

(4)拡幅期－人材育成に着手－ (平成 21 年～平成 26 年 ) 

 これまで様々なイベントが開催されたり、公的な政策の中でも木育が認めら

れていった。その中で平成 21 年に木育プログラム等検討会議を設置し、人材

育成事業に着手した。人材育成事業とは具体的に「木育マイスター」のことを

指す。木育マイスターとは、木育の推進者であり、指導者やプロデューサーの

役目を担う人のことをいう。またこの年に北海道が「木育遊具等普及システム

検討会議」を設置した。そして翌年の平成 22 年には、『木育達人 (マイスター )

入門』を刊行し、木育マイスター育成研修を開始した。この年の木育マイスタ

ーを 1 期生とし、38 名の木育マイスターが輩出された。そして、NPO 法人日

本グットトイ委員会 11(東京おもちゃ美術館 )による林野庁補助事業を受託し、同

法人主催木育インストラクター養成講座が東京・大阪で開講された。  

 平成 23 年には、『木育達人のための木育活動ガイド』を北海道、木育ファミ

リー、NPO 法人ねおすの協働で作成した。NPO 法人ねおすとは、北海道の森
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や山、海や川、町や村に触れ自然豊かな地域に暮らす人たちに出会う自然での

交流を通して人や地域づくりに貢献し、北海道ならではの自然体験文化を育て

ていくための機関である。そして北海道が「木育活動普及促進事業」で道内 12

ヶ所に木育指導者と資材を提供した。木育活動普及促進事業とは、木製遊具の

導入施設等に、木育マイスターなどの木育の指導者を派遣し、木育の理念や知

識の伝達、木製遊具の活用と木工体験や森林観察等を組み合わせた木育活動の

提案・指導を行うことである。また、木製遊具導入施設における自発的・継続

的な取り組みを促進し、民間施設等における木育の定着を図る活動でもある。

この期の木育マイスターは 2 期生として 37 名の木育マイスターを輩出した。  

 平成 24 年には、電通 12による林野庁補助事業を受託した。北海道外では、神

奈川県内の小学校と佐川急便の社有林 13活用のプログラムを実施した。佐川急

便が保有している社有林「高尾・さがわの森」を木育教室の実施場所として提

供した。この年から、木育ファミリーが「森と人をつなげる木育～グリーンウ

ッドワーク」活動を開始した。グリーンウッドワークというのは、ヨーロッパ

では古くから使われてきたもので、削り馬という木を削る道具に座り材料を固

定しセンという道具を使って木を削ることである。センという道具は両手を使

うため彫刻刀や小刀のように怪我をする恐れも少なく、刃物を安全に使うこと

ができるので子どもでも楽しんで使うことできる。同年 9 月には全国の木材加

工会社約 30 社でつくった「木育全国生産者協議会」が発足した。この協議会

は、木育の推進と国産材活用による森林環境改善に寄与することを目的として

いる。そして、生産者の全国ネット化によって商品開発のスピードアップ、生

産供給事業の増進を目指した。また、公の事業への対応活動も協議会が中心と

なり推進していった。この期の木育マイスター 3 期生は 39 名輩出された。      

 翌年の平成 25 年には北海道が、「北海道森林づくり基本計画」を策定した。

木育の理念による協働の森林づくりが 3 つの長期目標に入り、これを解説する

「北海道森林づくりガイド」を発行した。そして北海道が木育の理念による協

働の森林づくり推進のため、全道の振興局森林室 (林務課 )に木育推進主査を配

置した。むかわ町では、むかわ町旧和泉小学校を木育活動拠点「むかわ木育の

学校」と命名し木製の看板を設置した。この年の木育マイスターは 19 名輩出

された。  

 そして平成 26 年には第 1 回木育サミットが東京の東京学芸大学で開催され、

全国で木育人材育成事業が活性化し「赤ちゃん木育サポーター養成講座」や「木

育インストラクター」、「木育指導者セミナー養成講座」などが開講された。そ

して木育 10 周年を迎え、「木育の 10 年をみつめて～木育 next10」が札幌市で

開催された。木育マイスター認定者が平成 22 年から平成 25 年までに 133 名と
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なり、平成 26 年には 20 名のマイスターが輩出される予定である。  

図Ⅰ－3 木育 next10 ポスター  

 

(5)今後  

 現在、全国的に木育活動が展開されているが、今後に期待することはやはり、

木育の基本理念の再認識がまず挙げられる。また、他の分野との「つながり」

にも期待していることや、これまで木育にかかわりのなかった人たちに「きれ

いになる木育」や「おいしい木育」などの新しい視点で今後木育活動を発展さ

せていくことが目標である。また、現在の学校教育では木育教室や学校外での

PTA 行事などで木育が進められてきているが、もっと日常的な授業の中で木育

が進められれば良いと願っており、それが課題となっている。学校教育では、

達成しなければならない教育目標やカリキュラムがあり木育を取り入れること

が困難かもしれないが、少しずつで良いので普段の授業から発信していくべき
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だと考えられている。また、循環資源としての木材の持つフロンティア (生産可

能 )性、アメニティ (快適 )性、環境親和性といった特徴を積極的にアピールする

活動を通して木製品とそうでない材料の製品があれば木製品を選ぶ社会を築く

ことが木育の役割でもある。より多くの人々が木製品を手に取り木の良さを感

じとり積極的に携わってほしいという。  

 

3.北海道の木育活動  

(1)事例 (函館市 ) 

 函館市は木育マイスター道南支部を立ち上げており、木育マイスターを中心

に様々な活動を行っている。ここでは、㈱ハルキの活動を紹介する。㈱ハルキ

は製材を主な仕事としている。そして、木育マイスターである社員が中心とな

り、木育活動としてイベントを開催したり、木育アイテムづくりを実施したり

している。イベントは、ジュニアリーダーコースや子ども見学デー、木育フェ

スタ、木育ひろば in マイホームセンター、なかよし教室木育、ツーリング体験、

グリーンウッドワーク体験などを開催している。木育アイテムづくりでは、カ

ホンづくり、マイ箸づくり、木のシールやグリーンウッドワーク、ゴム鉄砲づ

くりなどを行っている。射的や小型遊具を用いたり、きぼうのプール 14などを

使うなどしたり、子どもたちを対象にしているが、親も一緒に楽しめるイベン

トを開催している。  

また、5 月 5 日こどもの日には函館空港内で「子どもの日だよ！はこだてく

うこうキッズイベント」が開催された。道南スギのブロックで遊ぶことができ

る「木育コーナー」を設置した。これをきっかけに、はじめてのキッズイベン

トを企画し、木育プログラムも取り入れた。会場では木の砂場やスギックモッ

クで遊べるコーナーが設置されたほか、木育マイスターによる木のヒコーキ作

りや木のマグネット作りが実施され多くの人でにぎわったようだ。空港の 3 階

には北海道産のカラマツ、トドマツ、スギを使った多目的ホールを新たに設置

したり、子どもたちが遊べるように木育広場がオープン予定であるという。  
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図Ⅰ－4  「木育 next10」における㈱ハルキの活動報告より  

 

(2)事例（むかわ町）  

 むかわ町は、道内でも有数の林業の盛んな地域である。「むかわ木育の学校」

と名付けられた町内の旧和泉小学校を木育ファミリーに貸し出している。ここ

は、グリーンウッドワークの拠点としても活動をバックアップしている。この

ようにむかわ町は「木育のまちづくり」が盛んに行なわれており、とても木育

に対して積極的な町である。むかわ町の木育マイスターは、むかわ町の交流人

口の促進のために活動をしていて、子どもたちの好奇心をひきつけながら、四

季の移ろいを伝えられるような木育計画を進めている。  

今回取り上げるのは、町内に住む三人の木育マイスターが保育園で行った木

育教室についてである。木育教室を行うにあたって、きぼうのプールなどの木

製遊具を使用した。木育教室の内容は、冒険絵本の読み聞かせで冬の森への好

奇心をくすぐることから始まった。その後、近くの森へ移動し、実際の森に入

り散策する。歩きながら子どもたちから寄せられる疑問に木育マイスターたち

が答えながら森の中を歩く。木育マイスターの役割というのは、物事を伝える

のではなく会話を楽しみながら子どもたちの考えや新たな興味を次々と出して

いくことにあるという。雪の上にある鹿の糞や除雪の音など五感を使って森の

中を散策する。この活動の中で雪の中で寝転んだり、耳を澄ませたり、色々な

物に触れたり、普段意識しないと気づかない何かを子どもたちは五感を使って

感じていたはずだと木育マイスターは言う。  

この木育教室の成果としては、子どもたちが自ら行動し、個々で遊びを見つ

けていくことができたこと、さらにやがてみんなで集まって何か新しい遊びを
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生み出すことであるという。また、五感を使った遊びを自ずと発見し共有して

いることができたという。  

図Ⅰ－5 「木育 next10」におけるむかわ町の活動報告より  

 

(3)事例 (弟子屈町 ) 

 弟子屈町では、平成 24 年から町内の林業多目的センターを活用し、木育の

取り組みの一環として「木育週間」というイベントを開催している。森林組合

に協力を募り森林体験教室や焚き火をしたりしている。イベントとしては、「こ

ども木育デー」などを企画し木のカスタネットを体験してみたり、大工さんに

手伝いをしてもらい木をのこぎりで切る体験をさせたりしている。また、「原野

のもりの木育ひろば」では、間伐材で焚き木を作ったり、ログハウスでイベン

トを開催したりしている。平成 25 年には、木のプールや木のおもちゃで遊べ

るコーナーを設置したり、木育マイスターによる木育体験教室「森のお仕事見

学＆たき火おやつ作り」を実施したりした。そのプログラムでは、間伐現場を

見学し、倒したカラマツの枝払いをした森の仕事の体験などである。森の散策

路では、自然林と人工林の違いなどを学ぶという。最後は焚き火でおやつ作り

を楽しんで森の一日を満喫させる。弟子屈町の木育マイスターは、森が豊かな

弟子屈町の自然を様々な方に案内するとともに、地域の子どもたちのために自

然をテーマにしたふるさと学習の手伝いをしている。また今後は、地域の自然

を伝えるために観光客などにも目を向け、そういった活動を展開していきたい

と願っている。また、人が集まり、交流することができる場をたくさん設けて

いきたいと言う。  



21 

 

    図Ⅰ－6 「木育 next10」における弟子屈町の活動報告より  

 

(4)事例 (KEM 工房主宰者煙山泰子 )  

 KEM 工房は、昭和 54 年に煙山泰子が開業した。KEM 工房は、「子どもたち

とかつて子どもだった人への贈り物」をコンセプトに、遊具や生活用品、子ど

もの空間をデザインしている。身近な物の中に見つけた新鮮な驚きと感動を

KEM 造形に素直に生かしている。また、国産の安全で高品質な木の遊具や生

活用品を手ごろな価格で届けている。木製品は高価で買いにくいとう印象があ

るが、KEM 工房の遊具は、他の会社が作っている遊具より購入しやすい価格

となっている。遊具には、「森の鳥達からの贈りもの」や「タマコロファミリー」、

「アナアキ・ケン玉」等がある。空間のデザインは、平成 4 年に札幌市立上野

幌東小学校の玄関レリーフ、平成 7 年に名寄市総合福祉センターエントランス

ホールレリーフ・栗山町開拓記念公園のモニュメント、平成 8 年岩見沢農業高

等学校、平成 10 年に標茶町ふれ愛交流センターエントランスホールレリーフ、

平成 12 年に石狩市民図書館子供コーナー総合デザイン、平成 15 年に札幌幌南

学園幼稚園インテリアアートデザイン、平成 16 年に帯広市図書館児童コーナ

ー総合デザインを手がけた。  

また煙山は、自身で木育教室を開講している。そこでは「木育の玉手箱」と

いう教材を使っている。この箱の中にはルーペ、何種類かの木の板や木の実な

どが入っている。人間に指紋があるように木にも木目というものがあり、同じ

生き物であることを理解させるためルーペで自分の手を観察させるということ

を授業で教えているという。この他に、経木で作るマイノートづくりがある。
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経木を作る会社に見学しに行き、そこでもらった経木を使ってノートに経木を

貼り付けるという簡単な活動である。そのノートの表紙に、焼きペンで文字や

イラストを描いたりシールを作って貼ったりする。この他にも、木のたまごを

作る活動を行っている。実際に行う工程は、最終工程の部分で、紙ヤスリで磨

き焼きペンで文字などを入れる。その後に、クルミの油を利用して仕上げるた

めに布で包み玄能で叩く。最後には金具とリボンをつけて、自分だけの木のた

まごを制作するという活動である。  

実際に行っている活動は、難易度はそんなに高くはなく、身近に木に触れる

ことができるような内容になっている。ただ、玄能を使うことや布を包む作業

ができない子どもが増えているようなので、こういった道具の使い方も教えな

がら木育活動を行っているという。  

 

図Ⅰ－7 実際に木育教室で子どもがつくった経木のマイノート  

  

(5)その他の木育活動  

 上記以外にも北海道各地で木育マイスターによる木育活動がたくさん展開さ

れているため、木育事例集を参考に分類した表を以下に示す。まず、木育活動

は大きく分けて「触れ合う」ことと「学ぶ」こと、「体験する」ことに分類され

ることが分かった。ここでは木育事例集 2～4 で取り上げられた事例をこの三

点に分類して木育の事例を紹介する。  
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表Ⅰ－2 木育活動事例の分類表  

触れ合う  学ぶ  体験する  

木育広場  

木製の遊具・おもちゃで

遊ぶ  

きぼうのプール  

木の砂場  

ファッションショー  

スギモック  

木製製品の販売  

ペレットストーブ販売・

展示  

木育バイオマスボイラー  

森林マラソン  

森林浴ウォーキング  

クリスマスツリーの配布  

トンカチ広場  

積み木  

手回しオルガンの演奏  

カプラ  

ログハウス組み立て実演  

カービングショー  

木の卵  

セブンイレブン・イトー

ヨーカドー・三省堂の木

質化  

L E A F  

木についてのお話  

ジュニアリーダーコース  

クイズ大会  

地材地消バスツアー  

木育授業・木育教室  

木育寺子屋  

絵本・紙芝居の読み聞か

せ  

工場見学  

木育の玉手箱  

木育イクメン  

 

オガコアート  

木の看板作り  

森林散策  

木のヒコーキ作り  

マグネット作り  

カッティングボード作り  

木べら作り  

マイ箸作り  

カホニート作り  

木のアクセサリー作り  

カホン作り  

輪投げ  

積み木作り  

イス作り  

カスタネット作り  

カズー作り  

キーホルダー作り  

木のシール作り  

カミネッコン作り  

バードコール作り  

カトラリー作り  

貯金箱作り  

しおり作り  

コースターづくり  

豆皿作り  

箸置き作り  

オーナメント作り  

表札作り  

拍子木作り  

テーブル作り  

削り馬作り  

オブジェ作り  
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落ち葉でアート  

スクラップブッキング風

木製フォトスタンド作り  

クリスマスカード作り  

香水作り  

ボーリング体験  

ベビーマッサージ体験  

ホースロギング体験  

スリングショット体験  

ツーリング体験  

グリーンウッドワーク体

験  

スノーシュートレッキン

グ体験  

植樹・育樹体験  

種拾い  

 

図Ⅰ－8 木育事例集 2 

  

以上のことから、北海道の木育活動は体験することが非常に多いことが分か

る。それと同時に、親子を対象としたイベントも多く開催されている。このこ

とから、やはり子どもを対象としてイベントを開催し、小さいころから木に触
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れさせる体験をさせることが木育を広めていく中で一番広めやすいということ

が分かる。木育の話や読み聞かせも多かったが、木育の話のあとにはやはり、

色々な物を作るなどの体験活動が組み込まれていることが多かった。そうした

反面、森林散策が比較的少なかった。つまり、木に触れさせる体験ではあるが、

森に触れさせる体験ではないということが分かる。最近では、北欧の「LEAF」

という森林体験が少しづつ広まりつつあるのでもっと広まれば良いと考える。

LEAF というのは、北欧の森林業界が森林産業の普及啓発のために開発したプ

ログラムである。子どもたちの環境意識の向上と環境教育に関わる教師の育成

を目的としている森林環境教育の一つである。これは、活動を中心とした参加

型で実際的な方法で、世界中の子どもたちに森林とその価値についての環境教

育を行うことも目的としている。つまり、森林散策をすることを推進している

活動のことであり、実際に森の中に入って森林の役割などを学ぶ活動である。

実際に木を使った物を作成することも大事だが、木材になる以前の木の姿を見

ることも必要なのである。  

 

4.現在の木育の課題  

(1)異業種との連携  

 現在木育は、建築業界や木工デザイナー、保育園など様々な分野において広

まりつつある。建築でいうならば、北海道産の木を使った住宅が今注目を浴び

ている。例えば、カラマツを使った住宅である。カラマツは、北海道では多く

の面積を占めているが建築素材としては使われてこなかった。カラマツの間伐

材は、年間 47 万㎥のうち建築用に使われるのはたったの 3％のみである。カラ

マツの特徴として挙げられることは、耐寒性があり乾燥にも強いが未熟な若い

材ほど乾くとねじれてしまうなどの欠点が多い。そのためこれまでは建築材料

としてはあまり扱われてこなかった。しかし、最近は技術も進歩してきて木材

加工ができるようになった。加工例としては、カラマツ集成材 15や、カラマツ

無垢 16、カラマツ三層パネル 17が挙げられる。現在は「地材地消」というキー

ワードで北海道産の木材を北海道で有効利用する取り組みが広まっており、需

要も高くなってきている。  

 また、幼稚園や保育園でも木製玩具の需要が高い。しかし、棚やロッカーな

ど収納に必要な製品は比較的木材が多いが、木製玩具はコストが高く各園の方

針などによりそろえる環境が整っていない。木製玩具に求められていることは、

安全性や衛生さ、耐久性、多様性である。また、木製製品には色や相が適度な

揺らぎを持って存在しており、揺らぎなどによってイメージが変容することか

ら遊びの機能的には最適な道具としてとらえられている。  



26 

 

 このように、多方面で木育につながるような木製製品を使った活動が広まり

つつあるが、木育をすすめている人たちはもっと多くの分野と連携していきた

いと口をそろえて言っている。例えば、木育マイスターが道内各地にそして様々

な業種の人たちが存在するが、小学校教員の木育マイスターはいない。そのた

め、教育現場との連携がなかなか難しいようである。各地で木育マイスターが

木育教室などを開いているが、学校外の活動にすぎない。木育をより身近な学

校生活に取り入れることが目標の一つでもある。  

 この他にも食育同様、「食」にも木育を取り入れたいという願望があることや

「美」という分野とも連携していきたいなど、多方面での分野へ広まることを

望んでいる。  

  

(2)知名度の低さ  

 上記の通り、異業種との連携を目指しているがそこで問題になることが、木

育の知名度である。木育は、ここ 10 年にできた北海道発の新しい造語である

ため定義や意義を正しく理解していない場合がある。そこで、木育という概念

を広めていかなければならないと考えているようだ。「木を使えば木育」という

単純なことではなく、定義にもあるように、木育とは子どもをはじめとするす

べての人が「木とふれあい、木に学び、木に生きる」取り組みであるというこ

とを忘れてはならない。また、人と、木や森との関わりを主体的に考えられる

豊かな心を育むことが大切であるという定義を踏まえた木育活動がなされてい

くことが重要である。実際、北海道に住んでいる人でも木育という活動がなさ

れていることを知らない人も多くいる。これは木育をすすめている人たちが言

っていることをはじめ、身の周りでも木育を知っている人があまりいないこと

から言えることである。北海道は森林資源に恵まれているので日常的に木にか

かわる機会が多いため、もっと意識すれば広がりを見つけられるかもしれない

と考える。今の段階では、業界の人々しか関わることがなく一定の人々にしか

知られていないので、より多くの一般の人に普及させる必要がある。  

 だから、様々な企画を通して一般の人々に木に触れさせる機会を設けている。

その中で北海道だけでなく岐阜県や熊本県など全国的にも木育がすすめられて

いて森林資源が豊富な日本ならではの広がりが見えている。岐阜県では、「木育

フォーラム in 岐阜」が開催され、市内幼稚園や保育園における木育の年間プロ

グラムを開発し、木育推進員による指導を進めている。熊本県では「くまもと

の木と親しむ環境推進事業」として木製遊具の貸し出しや木を使ったものづく

りイベント、木製机や椅子の導入補助、小中学校への副読本提供などが進めら

れている。また、国内だけでなく韓国でも木育が注目され始めてきている。幼
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児教育から生涯学習にいたるまで韓国における木材文化の振興、木材需要の拡

大を目的として様々な事業が展開されている。また、平成 20 年に開催された

韓国木材文化フォーラム緑色文化財の主催による「 2008 Wood “樂”Fesstival」

では、韓国に木材を輸出する宮崎県の関係者や児童らが招待され、日韓の文化

交流と木育の発展に向けた取り組みが実施された。こうした国内外で広まりつ

つある木育の知名度を上げるためにもより身近な環境での普及方法が問われる

と考える。  

 

(3)基本理念の啓蒙  

 上記のように、より多くの人々に木育を知ってもらうために基本理念の理解

と啓蒙が必要になると考える。例えば、「木の砂場を使えば木育である」という

間違った広まり方をした例が過去にあったようだ。だから、単純に木を使った

製品を持つことや使うということだけではなく、森林や木との関わり方に対し

ても意識を向けることが大切なのである。基本理念を理解するにはやはり、木

育マイスターなど木育関係者による支援が必要になってくる。  

また、今年で木育マイスターは 5 期（5 年）になるが 133 人＋20（平成 26

年度）のうち現役の小学校教諭はいない。つまりは、学校教育に普及できる窓

口が非常に狭いということである。学校や先生方は今のカリキュラムを実施す

るだけで精一杯なのではないかという印象がある。そのため、木育マイスター

研修を受けられるような余裕はないので、それができる学校（社会）の仕組み

を整備する必要があると考えている。また、教育現場での木育の限界というの

は、木育そのものの認知度が低いということ、もしくは「幼児＋おもちゃ」の

ように限定的な認識でしか知られていないことが大きな要因ではないかと考え

られている。それらをもって学校教育に求めるものは、食育と同じように子供

の成長に欠かせないものとして学校教育全般にわたり、各教科の連携の中で木

育が進められることである。各地の木育マイスターが企画しイベントとして行

っていてとても良いと思うが、普段の日常の授業において木育の基本理念が広

まれば子どもたちも木と触れ合う機会がさらに増えるし、子どもを通じて親た

ちも関心を持つ可能性がある。そして、地域や木育マイスターなどによる子ど

もを対象としたイベントが多いが学校現場と深く連携することできるかとなれ

ば難しいのが現状ではないかと考える。なぜなら、時間の確保、材料の確保、

教師自身の知識の個人差という問題点が挙げられるからである。木育をすすめ

る人材が身近にいないことには学校現場での木育の基本理念を啓蒙することは

厳しい。  
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