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Ⅰ 木育の取組の提案 

 

１．「木とふれあう」ための取組  

（１）取組のねらい 

「 いつでも、どこでも、だれとでも、木とふれあう 」 

心の健やかな発達のために、木の道具を使うことや生活空間に木を増やすこと、木や森と積極的に関

わることで、「五感と響きあう感性」をバランスよく育むことをめざします。 

 

（２）取組の提案 

①木とふれあう生活 ―― 木に気付く生活・「木付き生活」のススメ 

イ）人生の節目に、年齢に合った「木のもの」をプレゼント 

 ロ）木の道具・生活・文化のレッドデータブック作成 

ハ）日常生活を過ごせる森づくり 

・かくれんぼの森 道内ベスト１０ ・木登りの木 道内 100 選 

 

②木とふれあう空間 ―― 木のモノに囲まれた空間づくり 

イ）木と緑があふれる幼稚園・保育所 と 学校・公共施設などの整備 

・北海道型「（仮称）子ども未来づくり施設」の構想 

・木と緑にあふれた幼稚園や保育所 

ロ）木製遊具・アトラクションづくり 

 

③木とふれあう喜び ―― 木遊びで「つながる」人の輪 

イ）母親木育学級からはじめる、木遊びによる子育て 

ロ）木遊び関連施設の整備とネットワーク化 

・木遊び関連施設の整備 ・移動「木遊びランド」づくりと組織化 

・木遊び施設と木遊び場のネットワーク化 

ハ）木遊びプログラムの開発と指導者の育成 

 

④木とふれあう活力 ―― 木で地域の個性をつくる 

イ）木の道具を使うスポーツ・遊びの振興 

・羽子板・ユニバーサル・ビリヤード・スーパージャンボ百人一首 

ロ）私のまちの木再発見 

ハ）北海道森と木アートフェスティバル 

・北海道「森と木」アート賞（グランプリ・金賞・銀賞・銅賞） 

・森と木アート・フェスティバル 

 

・木は人の心をやさしくします ・家族のように、友達のように、恋人のように想う 

・伐られてからも年を重ねる ・みどりっていいな ・木と語りあう ・木に寄りそう 

・木の音はやさしい音 ・冬の木は寒さに耐えて生きている ・穏やかに木が癒してくれる 

・暑い日の木はちょっと冷たくて、寒い日の木はちょっと温かい ・木にはいろんな色があるよ 

・年輪をかぞえたら長生きだった ・古くなった木は風格がある ・割りばしは木の味がする  

・軟らかい木と硬い木があるんだね ・木のある場所は心が落着く ・すべすべ や ざらざら 

「 感じてほしい、こんなこと・・・」 

・木に触るといい気持ち ・木目っていろんな形に見えて面白いよ ・木の匂いがした    
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イ）人生の節目に、年齢に合った「木のもの」をプレゼント 

■取組の考え方 

 「木のものを贈る」生活を習慣化させ、木のぬくもりや自然の豊かさを感じられる環境を整えます。 

■取組の内容・対象・主体 

 結婚、出産、入学・卒業、還暦など、人生の節目ごとに、その年齢に合った「木のもの」をプレゼ

ントします。 

 置戸町の「オケクラフト」に代表されるように、道内には優れた木材製品を製作している企業や個

人が数多く存在しており、これら製作者にも、取り組みへの理解を深めてもらうことが大切です。 

内  容 主体と対象 適したプレゼント 

妊  娠 主人→妻、友人→本人、親→子 
出産後生まれた子どもが手にするおもちゃ 

妊娠時の腰痛を軽減するイス 

出  産 同上 子どもが手にするおもちゃ 

入  学 親→子、祖父母→孫、自治体→新入生 学習机、剣玉・コマなど年齢にあったおもちゃ

卒  業 学校長・親→卒業生 机の天板を彫った卒業証書 

結  婚 友人→本人、親→子、祖父母→孫 間伐材家具、木の器 

喜寿、米寿 子→親、孫→祖父母、自治体→本人 杖、パークゴルフのクラブ 

公園や学校に立っている樹木をはじめ、紙や家財道具など、私たちの身の回りには木や木を

材料とした製品が数多く存在しています。昔から私たち日本人と木は、生活をしていく上で密

接な関係にありました。しかし、効率性や分刻みの生活が求められる現代生活の中で、私たち

はこの大切なつながりを見過ごしたまま、暮らしてきたような気がします。 

ここでは、日常生活における人と木の関係を見直し、木を意識して暮らすことで、現代生活

に不足しがちな五感が騒ぐような体験や、「うれしい」「たのしい」感覚が新たに得られるよう

な取り組みについて提案します。 

①木とふれあう生活～木に気付く生活・「木付き生活」のススメ 

■予想される効果 

 「木のものを贈る」ことを習慣化することで、失われた感性の回復のほか、人と人、人と木のよい

関係の再構築を目指します。 

 

ロ）木の道具・生活・文化のレッドデータブック作成 

■取組の考え方 

私たちが日常生活の中で触れている道具について、現在使われていない道具や、使われていてもそ

の機会が少ない道具を現代風に再生することで、新たな活用法が見出せないかを検討します。 

■取組の対象と主体 

作業は道や自治体、企業が共同して行い、文化財保護や消費生活などの専門家の意見を聞きながら

展開していく必要があります。 

■取組の内容 

日常生活の中で希少となった木の道具、木を使った文化について、基準となる年代を設定し、当時

の道具や生活様式が現在も残っているかどうかを検証します。 
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木造建築や木製品などの保存会が存在している場合はネットワーク化するなどして、意識や情報の

共有を進めます 

道 具 ・ 技 術 生 活 様 式 

宮大工、大工の建築技術 女の子の出生時に桐の苗木を植える 

和紙の製作法 家の柱に子どもの身長を刻み込む 

ちゃぶ台、臼・杵 薪割り、薪で火を起こす、鉛筆削り 

木のおもちゃ（けん玉、こま、木製そり） ばんばレース 

■予想される効果 

レッドデータの作成作業を通じて、基準時と現在の「木を基準にした」生活様式の違いが明確にで

きます。 

調査記録積み重ねていくことで、時系列で木の浸透度を見ることができます。 

現在木材以外の材質で作られている製品について、木に置き換えられるものがないかを検証し、木

や木材製品に対する関心を高めます。 

 

ハ）日常生活を過ごせる森づくり 

■取組の考え方 

ふだん何気なく見ている森や学校林、近所にある樹木など周辺の環境に目を向け、日常生活の中で

「五感が騒ぐ」楽しい体験や、「うれしい」「たのしい」感覚が得られる場の創出を目指します。現

在活用事例が少なくなっている学校林の活用なども視野に入れて展開します。 

■取組の対象と主体 

対象は子供をはじめとするすべての人を対象とし、道、市町村が選定作業を行います。 

■取組の内容 

１）かくれんぼに 適な道内の森ベスト 10 

近郊の森を身近な遊び場として活用します。森に現存している木をそのまま活用します。 

選定に当たっては、隠れやすさや、安全性の確保など、一定の基準を設けることが必要です。想

定される基準として、森の広さ、土地の形状、幹の太さ、樹木の間隔、登って隠れることが可能

か、土壌の柔らかさ、などがあげられます。 

２）木登りに 適な道内の樹木 100 選 

近所の木を対象とします。木登りは登る人の身長や木の高さで遊びの質が左右されるため、年齢

に合わせた樹木の選定（幼児、小学校低学年・高学年、大人、老人向け）や、登りやすい樹種（難

易度のランク付け）、登ったときの見晴らしの良さ、などを基準とします。 

■予想される効果 

身近にある貴重な地域資源の発掘と、地域の人がふれあえる場の創出が期待されます。 

家にこもって遊びがちな子どもの、コミュニケーション能力の開発と運動不足解消が図られます。 

定期的に基準や場所の見直しを行うことで、地域への密着度が高まります。 

世代を超えて遊ぶ場を提供することで、新たな世代間交流の創出が図られます。 
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②木とふれあう空間 ―― 木のモノに囲まれた空間づくり 

少子化の進行など、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化している中次代を担う子どもた

ちが健やかに育つ環境づくりが求められており、特に、生涯にわたる人間形成の基礎が培われ

る乳幼児期においては、豊かな感性と心情を育て、創造性を豊かにする環境が必要となります

ので、子どもたちの身近に、やさしくてぬくもりのある木とのふれあいがいつでもある、木の

ものに囲まれた空間づくりを進めます。 

 

イ）木と緑があふれる幼稚園・保育所 と 学校・公共施設などの整備 

■趣旨 

子ども未来づくり施設は、幼稚園でも保育所でもない新しい児童育成のための就学前の教育・保育

を一体として捉えた総合施設であり、国において法制度を整備後、平成１８年度から施行される予

定です。 

■役割・機能  

就学前の育ちを支える一貫した次世代育成支援及び幼児教育のための施設として、また、地域の子

育て家庭の多様なニーズに応える施設として、すべての子どもの育ちと家庭の子育てを支えること

を目的とします。 

■設置主体、運営基準等 

設置主体は市町村、学校法人、社会福祉法人等が適当でありますが、その要件や基準等は、現在、

文部科学省及び厚生労働省において検討中であり、平成１７年度中に明らかになる予定です。 

■北海道型「子ども未来づくり施設」の構想 

子ども未来づくり施設は、本道の将来を担う就学前のすべての子どもの育ちと家庭の子育てを支え

る場として、北海道の特色ある次世代育成支援の拠点として推進します。 

■木育モデル施設としての位置づけ 

子ども未来づくり施設は、幼保一体化を具現化する施設として、地域から非常に注目されており、

平成１８年度以降、既存の幼稚園や保育所が子ども未来づくり施設へ移行していく可能性が高いこ

とから、平成１８年度において整備される子ども未来づくり施設の中から「木育モデル」としてふ

さわしい施設を選定し、木育の理念等の普及啓発を図ることにより木育の取り組みを推進します。 

（特色） ・市町村の地域実態に応じた弾力運用が可能な施設形態 

・障害のある子どもの発達支援のための障害児療育の取り組み 

・小学校、高齢者・障害者施設との連携や交流 

・自然環境に恵まれた地域、木育・食育の取り組み  等 

（モデル施設の取り組み例） 

・森の中にある施設、または森がすぐそばにある施設  等 

・道産材を活用した木造づくり（生活空間に木材を活用） 

・多様な木のおもちゃ（おもちゃライブラリー）や木製遊具の活用 

・古くから伝わる木を使った遊びの伝承（高齢者とのふれあい） 

・小中学生との交流による木工体験 
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《木の香りあふれる子ども未来づくりの施設(木育モデル施設)イメージ》 

 

養育･保育 
乳幼児保育など 

保育･教育 
感性･創造力･愛情な

ど 

障害児療育 
発達の相談･支援療

育訓練など 

育児相談 
育児の相談･支援情報

提供など 

全ての子どもたちの育ちと家庭の子育てを支える拠点施設 
【施設づくりのコンセプト】 
○ 自然豊かな北海道の特性を活かした施設作り 

森の中の施設､木製遊具などの木育の取り組み 等 
○ 地域の実情に即した独自性ある施設づくり 

小学校との連携､高齢者､障害者との触れ合い交流 等 
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古代エジプトや各地の遺跡から、いろいろな遊具が発掘されます。遊びは子供の人格形成に

とって欠かすことのできない大切な行為であり、遊びによって生まれる「楽しさや、うれしさ」

は生きる活力となります。『木遊び』（木の遊具や木の素材で遊ぶ意味。水遊び、雪遊びと同じ）

よって、すべての人が「楽しさや、うれしさ」を共感することで人と人のつながりを深め、社

会全体が子育てや老人の生きがいに協力する姿勢をつくりたいと考えます。「木が好きになる、

人が好きになる、社会が好きになる、森が好きになる！」のくり返しで、木と人、人と人、人

と森のつながりを深めます。 

③木とふれあう喜び ―― 木遊びで「つながる」人の輪 

 

 

 

 

 

 

 

イ）母親木育学級からはじめる、木遊びによる子育て  

■取組の考え方 

お腹の中からはじまる木育として「母親木育学級」の仕組をつくり、木遊びによって木育の考える

子育てを普及します。 

■取組の対象と主体 

対象は、母となる人、父となる人、子育てに直接かかわる人、地域、社会全体です。 

北海道が構想と推進の主体となり、各自治体レベルでの実施には、地元企業との協働などが期待さ

れます。 

■取組の内容  

・お腹の中からはじまる木育として「母親木育学級」を開設し、母となる人を対象に木遊びの大切

さと、木のおもちゃの遊び方を指導します。 

・実際に木の音や、木の香り、木に触れて感性をみがき、木遊びの楽しさを体験する機会とします。 

・生まれてくる子のために、親が自らの手で木の遊具を作る「生まれてくる子ための、手作りおも

ちゃ教室」を実施し、作ったおもちゃで実際の遊び方を実習します。 

■予想される効果  

・モノづくりの意欲が高まり「手で作り、手で使う」ことが生活に定着するきっかけとなります。 

・「子育て」は子供を育てながら親自身が育つことなので、親をとりまく社会全体の子育てに対す

る意識と関心が高まります。 

・木遊びの楽しさやうれしさが、生まれてくる子とかつて子供だったすべての人へ普及し、時間と

ともに木の遊びが地域の文化として継承されるようになります。 

    

ロ）木遊び関連施設の整備とネットワーク化  

■取組の考え方 

道内で既存の木製遊具で遊べる施設を、常設の地域拠点「木遊び施設」として整備し、巡回移動の

「木遊びランド」とネットワーク化をはかります。 
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■取組の主体と対象  

対象は子供をはじめとするすべての人。ネットワーク化などの基盤整備は北海道が主体となってお

こない、新設の「木遊び施設」の整備や、移動「木遊びランド」は民間とのジョイントを積極的に

すすめます。 

■取組の内容 

１）木遊び関連施設の整備 

・道内の各自治体や地域で、ばらばらに運営されている既存の木製遊具で遊べる施設に対し、木育

の基準で見直し「木遊び施設」としての助言と整備をします。 

・木遊びの過疎地域ができないように、新たな「木遊び施設」を設けます。 

２）移動「木遊びランド」をつくり、組織化する 

・遠くまで出向かずとも、身近で木遊びの楽しさが体験できる「木遊びランド」（木のおもちゃ広

場のような）をつくり、定期的に巡回します。 

・個別の木遊びメニュー（木玉プール、積木の山、伝承おもちゃ、乗り物遊具、ごっこハウス、ゲ

ームとパズルなど）を組合せて、定期的に巡回することにより「何度行ってもおもしろい、だれ

が行っても楽しめる」木遊びの場となります。 

・移動図書館のように、木の遊具を一定期間貸し出すシステムも考えられ、遊びの種類が広がりま

す。 

３）木遊び施設と木遊び場のネットワーク化 

・常設の地域拠点「木遊び施設」と巡回移動の「木遊びランド」をネットワーク化します。 

・利用者が目的にあわせて、適当な施設を選べるように木遊びガイド・ブックや木遊びマップを作

成します。 

■予想される効果 

・木遊びガイド・ブック、木遊びマップ、木育パンフレットの配布など、木育の情報窓口として広

報、普及に効果が期待できます。 

・木遊び体験、木遊び施設めぐり、木育ツアーなどが新たな観光資源となります。 

 

ハ）木遊びプログラムの開発と指導者の育成 

■取組の考え方 

木遊びによる人と人との「つながり」回復のために、目的にあわせた木遊びのプログラムや遊具を

開発し、木遊びの指導者を育成します。 

■取組の主体と対象 

対象は子供をはじめとするすべての人。主体は各種の団体、企業、地域など 

■取組の内容 

・大人向き、子供向き、カップル向きなど「対象別の木遊び」のプログラムや遊具を開発します。 

・水遊びや雪遊びのように、だれでもそれぞれの遊び方で参加できる「だれでも木遊び」のプログ

ラムや遊具を開発します。 

・木遊びの企画と指導をするインストラクターや、木遊びのリーダーを育成します。 

・木遊びの○○チャンピオン、木遊びラリーのようなイベントの企画と実施をします。 

■予想される効果  

・新しい遊びと遊具が開発され、普及や流行することにより産業や経済が活性化します。 

・木遊びが新たな職能として認められ、関連する職業として定着してゆきます。 
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④木とふれあう活力 ―― 木で地域の個性をつくる 

北海道大学では、校内のハルニレを学名の「エルム」と呼んで北大のシンボルにしてきまし

た。もうひとつの北大の顔・ポプラは、明治以降に導入された外来樹種ですが「ポプラ並木」

として札幌のシンボルになりました。これらは観光名所となるとともに、絵画や写真の題材と

もなってきました。こうした「地域の木」や「家族の木」「私の木」を発見する機会をもつこ

とは、木とのふれあいの回復となるとともに、地域の個性を理解し、地域への愛情を育むこと

にもつながります。 

 

イ）木の道具を使うスポーツ・遊びの振興 

■取組の考え方 

北海道で生まれたスポーツとして知られるゲートボール（芽室町・鈴木和伸氏考案）やパークゴル

フ（幕別町）にならった木のスポーツ道具の良さをさらに広く知ってもらうスポーツならびに木の

道具を使う遊びの提案と振興をはかります。 

■ 取組の対象  

市民スポーツ振興団体、道教育委員会、市町村教委員会、小中学校、高校、町内会、児童会館 

■取組の内容  

１）羽子板 

・ お正月やおひな祭りの飾りとして目にする羽子板。本来は子供の遊びの道具でありながら、 

・ ほとんど装飾と化したこの羽子板を、きちんと競技ルールを定めて行います。 

・ ゲームの基本は、2人1組。ラリーを長く続ければ続けるほど得点になるというルールなど検討。     

・ 和服で行ったり、二人の間の距離を広げるなどするとかなり難しい競技になります。 

２）誰でも楽しめるユニバーサル・ビリヤード 

・ 太く長い木製キュー（ボールを打つもの）、台は高さを変えられる木製にし、球も大きくします。 

・ 車イスの利用者や子供に使いやすい高さに調整できるポケット付きの木製台を開発します。 

３）スーパージャンボ百人一首（木札） 

・下の句でとることで有名な北海道の百人一首。そこで使われる木札を巨大化（ベニヤ大・90cm

×180cm）させ、札幌ドームのような広い会場を舞台に行います。 

■予想される効果 

・ 子供からお年寄りまで道民みんなが楽しめる北海道の名物スポーツ、名物遊びが増えます。 

・ 木製の道具の普及改良を通じて、道産木材利用を拡大します。 

 

ロ）私のまちの木再発見 

■取組の考え方 

学校開校時に植えられた木や町内の街路樹、鎮守の森のご神木など地域のゆかりの木を林業関係

OB やボランティアの助けを得て、知り、見つめ、地域の木、森への興味関心をもってもらいます。 

■取組の対象と主体 

参加対象は子どもからお年寄りまでのすべての市民を対象とし、教育委員会・小中学校、市町村・

道が主体となり、林業 OB には「学外教諭」として地域の活動に参加してもらいます。 

地域の幼稚園や「子ども会」、町内会や区民センター等の文化サークルにも趣旨を呼びかけ、小学

校や中学校に対しては「総合学習」授業のテーマとして検討してもらうとともに、PTA や「父親
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の会」といった地域に居住する父母組織と学校、林業 OB 等との協働を働きかけます。 

■取組の内容  

学校開校時に植えた木や、町内の街路樹、神社仏閣のご神木など身近な木を選び、それを題材にし

た絵や版画、写真（単写真・組写真）、詩、作文づくりを呼びかけます。それらの作品による発表

会を段階的に開催。北海道大会で 優秀作品グランプリを決定、表彰します。 

集まった作品はインターネット上で公開、巡回展示用パネル化、印刷作品集化等 

■予想される効果 

 身近な 1 本の木からはじまり、周辺の林・森林へと広がっていく興味・関心、視野・意識 等 

■予想される課題 

 学校や地域に派遣される「学外教諭」林業 OB やグリーンボランティアの確保 等 

 

ハ）北海道 森と木アート・フェスティバル（ウッド＆トゥリー・アート・フェスティバル） 

■取組の考え方 

作品のテーマ、モチーフと素材を自然素材に絞った世界的にも例をみないアートフェスティバル

（検証必要）を企画。木と森の芸術を通じて一般市民の木や森への関心を喚起し、北海道をネイチ

ャーアートやネイチャークラフトのメッカに育てながら、道内作家の芸術性や道内関連企業の技術

力等を国内外にプロモーションし、木育発祥の地・北海道の木に関するブランド力を高めます。 

■取組の対象 

・国内外の著名な木工作家、植物画家、自然写真家ら数名を招待。 

・全国のプロ・アマ・学生に参加を呼びかける（一般公募およびノミネート）。 

・「オホーツク木のフェスティバル」等の既存フェスティバルや展示会との提携タイアップ。 

■取組の内容  

１）北海道「森と木」アート賞（グランプリ・金賞・銀賞・銅賞） 

・その年を起点として過去 5 年間以内に発表された作品を対象として審査委員会が部門毎に金賞・    

 銀賞・銅賞・新人賞を選考し、すべての中からグランプリ作品一点を選考決定します。 

 ・想定部門  

●ハウスビルド（木造住宅・家具） ●ウッドクラフト・ネイチャークラフト  

   ●ボタニカルアート（須崎忠助記念樹木図） ●ネイチャーフォト（森林・樹木写真） 等 

２）森と木アート・フェスティバル 

 ・受賞作家の作品展を開催。 

 ・新人作家が参加しやすい持ち込み自由の作品展を開催。 

 ・1 〜週 1 ヶ月間、長期間道内に滞在して作品づくりができるような作家受け入れ体制。 

 ・一般市民用体験ツアー（体験林業・家具製作・カヌーづくり・各地視察等）。 

■予想される効果 

北海道を舞台に人のネットワークが生まれ、密に。 

北海道に高い文化が蓄積。 

芸術作品を「見て」「触れる」感動体験が一般化・普遍化。 

木、森のことなら北海道といわれるような「北海道ブランド」の育成。
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２．「木に学ぶ」ための取組  

（１）取組のねらい 

木の教材化・学びの木育化 

北海道の森林と道産の木材、それらを取り巻く社会環境には、教材として活用できる魅力的な素材

があふれています。 

木や森との遊びや日常的な関わりの中から、森や木を身近に感じる心根をつくり、森や木と自分と

のつながりに気づき、モノを創造する知恵や力を培っていくため、これらの素材を学校や地域のさま

ざまな学びの中に取り入れ、北海道らしい教育スタイルを作り上げます。 

 

（２）取組の体系   

①遊んで学ぶ ―― 森や木とのつながりを作る   

イ）森の学校化・森の学び舎化（幼稚園・保育園、地域での取組）  

・「感性豊かな子どもを育てる」ための協働の森づくり 

・園舎や教材に「木」を多用                     

・森や木を活用したプログラムの開発と実施            

ロ）共有木（きょうゆうぼく）のすすめ（小・中学校を中心とする取組） 

※共有木：学校入学時に植え、児童が自分たちで育て、将来にわたり学校・地域とつながる 

 

②作って学ぶ ―― 手作りによる技と知恵、感性の獲得 

３つの「Ｈ」の総合活動（ゲーテ） 
モノづくりは 

 

イ）気軽に木によるモノづくり 

・枝や端材、木工道具が自由に使える「トンカチ広場」の学校へ

の設置／材料、道具、指導者が揃った「貸し工房」の設置 

・機械の使い方ワークショップ、丸太材の対面加工販売、製品即

売会等の「青空市」の開催 

ロ）森の恵みや木で手作りする楽しさを四季折々に学ぶ、「木育

スクール」の開設 

 

③調べて学ぶ ―― 気づきから探求へ 

イ）あなたの森や木に対する素朴な疑問に答える「（仮称）森と木の探偵団」 

ロ）森林から木造住宅や家具、紙製品までの道のりをたどる「木育ツアー」 

 

「木の砂場」で大人の癒しを 

④癒しを学ぶ ―― 木育療法～ウッドセラピー～のすすめ 

イ）木の癒し効果の科学的検証、プログラム開発、場の整備 

ロ）木育療法の専門家「木育療法士」の養成研修・資格認定 

ハ）癒しの場づくり（木の癒し体感スペース「木療フロア」） 

 

⑤木と森林を学ぶ総合プログラム   

～赤ちゃんから高齢者まで全ての人に「木に学ぶ」機会を～ 

イ）木育リゾート（幅広い年齢層の方々が、思い思いにまたは一緒に「木育」を体験） 

ロ）木育キャンプスクール（親子で参加するサマーキャンプ・ウィンターキャンプ） 

・子どもを主人公に、時には親を交えながら様々な「木育」のプログラムを体験 
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①遊んで学ぶ ―― 森や木とのつながりを作る 

子どもにとって、学びは遊びや仕事といった日常生活の中にも存在しています。それとは意

識せずに、森の中で木や自然環境とふれあい、生活の中で木を使うことで森と木と環境をきち

んと考える豊かな心が育つことをねらった展開が「遊んで学ぶ」です。それをふたつの方向性

から展開したいと考えています。ひとつは、既存の教育施設（学校・保育園等）での木育化を

進めていく展開と木育を中心もしくは、特色とした教育施設の設立をめざした方向です。 

 

イ）森の学校化・森の学び舎化（幼稚園・保育園、地域での取組） 
■ねらい 

木とのふれあいの中には様々な可能性がありますが（「木育の理念」を参照）、その様々な効果をデ

ザインし、総合的な学びの場（モデル）をつくることで、人づくり、社会づくりを進めます。先行

事例として、1950 年中頃にデンマークによって生れた「森の幼稚園」があり、それを北海道らし

く、かつ木育理念に合うよう（自然教育や環境教育にとどまるのではなく、）進化させた形を提案

します。 

■木と学ぶグループおすすめの取り組み例 

・木育（森と木の）幼稚園 

・木育（森と木の）学校 

・木育（森と木の）児童館 

・木育センター 

■森と木の幼稚園 

木育の理念がめざす人づくり（感覚の開拓、創造力の開拓、協調性の開拓）を進める上で、幼児期

は重要な時期であり、中でも取り巻く環境が大切です。 

幼児期において大きな学びの場である幼稚園や保育園（常設、非常設も含め）を「森」の中につく

り、園舎や教材に「木」を多く使い、それらをうまく活用したソフトを開発します。 

■取組主体と対象 

行政、民間、森林所有などいくつかが考えられます。特に木育が進める地域づくりの観点からする

と、父母や地域住民らが組織する NPO などは望ましいでしょう。いくつかの主体による協働も、

また週末だけ行われることも想定されます。 

■取組概要 

１）フィールドの選択・周辺整備（学びの森づくり） 

も大切になってくることは子供たちが想像力のおもむくまま自由に遊び、五感を使い、身体や知

能、感情を発育させていける場（森づくり）です。住宅地に近く、狭くとも、程よい傾斜があり、

多様な自然があり、水辺があり、火も使えるような森が理想です。森があるだけでは活動はできま

せん。 

フィールド維持、管理するために森林整備をしなくてはいけません。つまり、所有者、PTA、地域

住民が「感性豊かな子供を育てる」という共通目的をもち、協働で森づくりをします。新しい市民

参加型の森作りであり、これ自体が非常によい木育プログラムになります 
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２）森の整備と生活のつながりプログラム 

プログラムは春先の雪解け時期、雪害や風害によって落ちた枝かたづけることからはじまります。

現代版柴刈りです。集めた枝で焚き火をして焼き芋をしたり、造形学習の材料にします。 

日本の文化である・摘み草も積極的に行い、命に対する感受性や季節感を大切にする感性を大切に

します。もちろんそれが毎年とれるようなマナーも教えていきます。外来種であるオオバコなども

食べることで抑制します。 

下草刈りも行い、刈ったササや下草などは染色の材料や秘密基地作りの道具とします。土も同様に

使います。 

３）感覚と身体の発育プログラム 

木登りやつるを使ったブランコ遊びなども感覚や身体を発育させるプログラムとして積極的に取

り入れて生きます。握るやゆれるということは五感ともに非常に脳を発達させていくものです。 

また雪なかでの山坂での活動や尻すべりやそり遊びは適応力のある身体の発育を促し、知能の発達

にもよいと考えます。 

４）仲間づくり、コミュニケーション 

室内保育では区切られて壁がグループを意味します。しかし、何もない広い森では本当の意味のグ

ループ意識を持たなくていけなります。その中で活動すること助け合いの心やコミュニケーション

能力を発達させます。 

５）絵本と森（ファンタジーとロールプレイ） 

北海道の森林環境と似ている背景をもつ優れた絵本がたくさんあります。それを読み聞かせたあと、

本当の森にでてそこを舞台に「ごっこ遊び」をします。 

絵本にでてきた登場人物や動物、時には木や森の精になりきることで生態的な仕組みや森への愛着

が生まれます。もちろん想像力も養われます。 

６）室内でも木とのふれあい 

森といっても 低限のシェルター（小屋）は必要です。そこにある遊び道具も当然森からの恵みで

作られていることが大切です。北海道には木の優れたおもちゃとそれを作る人々がいます。それら

をうまく活用していきます。 

■想定される効果 

・地域の子供を育てることと森を育てることがリンクすることで、木育に多くの主体が関わることが

できます。 

・木育のリードユーザーである教育熱心な両親を木育に取り込むことができます。 

・森林の新しい利用を進めることが出来ます。 

■課題 

・運営費の捻出といった経営上の不安定要素 

・指導者の確保、育成 

・フィールドの確保。 
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ロ）共育木（きょういくぼく）のすすめ（小・中学校を中心とする取組） 

■ねらい 

子どもの成長と共に生育していく樹木と身近に接していく場面を、学校の教育活動に 意図的・計

画的に位置付けることにより、植物や自然環境に対する興味関心を高め、知 識を身に付けさせる

とともに、自然に親しみ動植物に接する優しい心や生命を大切にす る心、人々の支え合いに感謝

する心などの豊かな心をはぐくむ。 

■取組の主体 

学校・ＰＴＡ・地域住民 

■取組の対象 

小学校児童（幼稚園においても可能） 

■取組の内容 

・児童入学時の植樹 

・木を教材とした教育活動の実践 

・卒業時の記念作品の製作など 

・卒業後の取組 

■必要と思われる施策等 

 ・プラン内容についてのパンフレットや実施に当たってのマニュアルの作成・配付 

 ・植樹用の木の提供 

 ・植樹の際の援助……専門家の派遣 

 ・出張サポートのためのコーディネーターの育成・派遣 

■想定される波及効果 

・木を育てていく過程においてかかわる人たちとのふれあいを通して、子ども達の豊かな心がはぐく

まれていく。 

・木の生長と共に自分たちの成長に気着くともに、木を媒介として木にかかわった人たちとのつなが

りや地域とのつながりが生涯にわたって深められる。 

・自分たちの木を育てることを通して、学校林の整備する姿勢や身の回りにある樹木を大切にする態

度が身に付いていく。 

・木を育てていくためのコーディネーター的役割の育成が促進される。 

・学校・ＰＴＡ・地域が連携したひとづくりが行われ、自分たちのまちづくりにつながっていく。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

植樹 小学校入学時に自分たちの木（共有木）を肯定に植える。 
（ＰＴＡや地域の詳しい方々の協力を得る） 

木の一部を使って、卒業記念作品をそれぞれの子どもが自分用

に作成する。（完全に木を切ってしまうのではなく、一部を切

って使用する。木はその後も成長を続ける） 
・記念作品の作成……出張サポートシステムの活用  
・記念作品の保管（タイムカプセル等を木の近くに埋めてもよ

い。同窓会の幹事等が毎年決まった時期に整備に来る。） 

数年、数十年後、保管していた自分の作品が同窓会の案内とし

て手元に郵送されてくる。 
再会後、木の整備を継続することにより再会の機会を持つこと

を約束する（共育木としての役割を継続していく）。 

再会 

【教育活動への位置付け例】 

・生活科での自然を感じる活動での活用 

・図工における木を材料にした木工や絵画

の製作 

・道徳での自然に対する畏敬の念を育てる

題材や木を協同の大切さを知る題材に

おける活用 

・係り活動などにおける木の整備（世話）

……出張サポートシステムの活用 

・落ち葉を利用した焼き芋……出張サポー

トシステムの活用 等 

・毎年、木と一緒に学級の記念写真を撮り、

共に生長していることを感じる 

卒業 

・理科での観察   

（観察、感触、実・花・葉・枝などの活用）
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②作って学ぶ ―― 手作りによる技と知恵、感性の獲得 

モノ作りは、素材との対話です。木は、使う道具や扱い方によって、多様な手触りや手応え

でこたえてくれる自然素材です。木と向き合い、木を自らの手で加工する技術を磨き、そうし

た経験を通して木の性質を見極め、木をよりよく活かす知恵を獲得していくこと、木との対話

を通じて自分自身とも向き合いながら、感性を磨いていくこと、そんな手作りによる学びのス

スメです。 

イ）気軽に木によるモノづくり 
■取組の内容 

・枝や端材、木工道具が自由に使える「トンカチ広場」の学校への設置 

・材料、道具、指導者が揃った「貸し工房」の設置 

・機械の使い方ワークショップ、丸太材の対面加工販売、製品即売会等の「青空市」の開催 
■こんな物を作ってみよう 

居間‥‥時計、バードカービング、照明器具 

野外‥‥炭、えさ台、巣箱、表札、郵便受け、丸太のベンチ、風見鶏、犬小屋、はしご 

大型の物‥‥カヌー、ヨット、ウッドデッキ、東屋、ログハウス 

食卓・台所‥‥まな板、お盆、サラダボール、スプーン、箸、鍋敷き 

書斎‥‥鉛筆立て、ペン皿、ブックエンド、ペーパーナイフ、状差し 

おもちゃ‥‥積み木、パズル、コマ、くるま、木馬、人形、竹馬、楽器 

家具‥‥イス、テーブル、本棚、踏み台、電話台 

 

・いろいろなものが作れる。 家具・食器・おもちゃ、

その気になれば家一軒。既製品では得られない自分

の生活にあった物が手に入る。 

・木で作ると楽しい。木を加工するときの適度な手応

え、木をたたく優しい音、削った時の香り・木目。 

・木は手に入りやすい。ホームセンターで売っている。

家具や建物の古材を再利用することもできる。流

木・枝払いや倒木処理などの木も利用できる。 

木は手作りに向いている 

  

 ・木は加工しやすい。切断・穴明け・接着などが容易

で道具も手に入れやすい。 

手作りは人がいきいきする 

 

 ・先人の知恵を学ぶ機会になる。木に対する知識、加

工技術、生活環境のデザイン。 

頭を使い、体を動かし、心が豊かになる 

・工業製品では得られない暖かみがある。 

・誰かのために作ることで自分も楽しい。人もうれし

い 

・自分らしさを表現したくなる。 

・自分で作った物・身近な人の作った物は大事にする。

愛着が湧く。 

・手を使い、体を使った事による達成感 

 



 

－16－ 

森の恵みや木で手作りする楽しさを四季折々に学ぶ「木育スクール」の開設 

■１年間を通して定期的に開催する「木育スクール」 

・森の四季を感じ、四季毎の森の恵みを学び味わう（山菜、花、紅葉、実、冬の焚き火 等） 

・季節毎の森林づくり作業を体験（春・秋～地拵・植栽、夏～下刈、冬～調査・伐採 等） 

・自分で手に入れてきた木材等で、日用品や家具づくり（伐採～乾燥～加工まで実施） 等 

■夏休み・冬休み等で集中的に開催する「木育合宿」 

・３日～１週間程度、泊まり込みで実施 

・森林づくりや木材加工の技術、実際の林内作業や作品製作を実施   

■「木育講座」「木育合宿」を継続的に実施していけるしくみづくり 

継続することで、受講希望者を掘り起こすことが可能 
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③調べて学ぶ ―― 気づきから探求へ 

周りを見回してみてください。私たちが普段何気なく暮らしている日常の中にも、木ででき

ているモノが結構あります。あらためて身近な木を意識して見ると、疑問や関心がわいてくる

のではないでしょうか？ 身近なところにある「木」を入り口に、新しい発見をしたり、これ

まで知らなかったことを知ることは、学びによる楽しい体験です。そうした体験によって、よ

り一層知りたい、さらに学びたい・・・、そんな、身近な木をきっかけに深まっていく「学び」

を応援していきます。 

  

イ）あなたの森や木に対する素朴な疑問に答える「（仮称）森と木の探偵団」 

■実施の目的 

素朴な疑問、結構ありそうです。家族や知人で解決不能な難題に、探偵団が答えます。 

「ウィスキーの色を茶色にしなくちゃいけないのはなぜ？」 

「樹齢○○年の幻の立木があると聞いたが、本当か？」 

「この木のおもちゃはどこで生まれたの？」 

「古材？住宅に使えるような立派なものがあるのか」 

例えば・・・ 

「木は生きているの？どうして生きてるって分かるの？今何歳なの？」 

 

 

 

 

 

 

■主催者 

・任意グループ、ＮＰＯ、自治体など。道は各支庁などを通じて、人材・経費等の支援を行っては？ 

■森や木に関わる「？」を大募集 

・学校、児童館、図書館、その他の子ども達がよく集まる施設で大募集。 

・大人の投稿も可。木育ＷＥＢサイトに公開 

■探偵人の選定 

・探偵団事務局では、投稿される疑問から定期的に数台を選択。 

・難題解決に挑む地域ごとに探偵人（知識や技術を持っている人）を雇い、選定した難題の解決に向

け、半日もしくは 1 日程度のプログラムを作成。 

■探偵団員大募集 

このＮＰＯの活動は、空知支庁

が独自事業として 2002 年度から

取り組んだ「木の良さ再発見（古

在の再生）事業」を継承していま

す。 

構成メンバーには、古在に詳し

い設計・建築関係の専門家などが

おり、拡がりつつある相談に、実

際の建築現場などを体験してもら

うなど、確かな知識をもつための

プログラムが組まれています。 

（札幌、三笠） 

伝統的な建築物の再生や保存、

また、衣食住に関わる生活文化等

を継承するため、平成１７年に設

立されました。 

（事例）ＮＰＯ法人「北の民家の

会」 
・学校、児童館、図書館、その他の子ども達がよく集まる施設で

大募集。大人も可。 

・木育ＷＥＢサイトに公開します。 

■実施＆フォロー 

・探偵人が作成するプログラムに基づき、難題を分かりやすく解

決します。 

・また夏休みなどの自由研究として深めていきたい子どもには、

相談・資料提供などのフォローを行います。 

■取組の効果 

・木育をごく身近な話題・取組にでき、体験をとおして“確かな”

知識を身に付けられます。 

・地域活動団体のノウハウ、人材の有効な活用が実現します。 

・探偵団の活動などに参加することで、多世代の交流が図れます。 
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ロ）森林から木造住宅や家具、紙製品までの道のりをたどる「木育ツアー」 

■取組の考え方 

木から樹を想像でき、樹から木になるための手間を理解できるようになるために森林や林業現場、

製材工場など木をトレースするスタディツアーをつくります。 

■取組の内容・対象・主体 

１）生涯学習「＊＊はどこから・・・」 

私たちの身の回りに一枚の紙から家具にいたるまで木が幅広く使われていますが、それと生きて

いる森の木を想像できる人は少なくないでしょうか？ 

木育ツアーでは、身の回りある木材製品が私たちの手元に来るまでを訪ね歩くことで、自分たち

の消費問題が森林環境やそれを取り巻く社会問題とつながっていることへの「気づき」を後押し

します。また、生産者と消費者の交流をとおした相互理解を促します。 

２）社会科見学「林業現場と製材工場見学」 

学校の社会見学や総合学習の時間で林業現場や製材工場などを見学し、身近になぜ地元の木を使

った製品が少ないのか、森を守っていくためにはどんなことが必要ななどといったことを話し合

います。 
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■取り組みの主体 

 おもに専門家（医療・福祉・森林・木材などの分野）：研究機関､民間､ＮＰＯ､行政などの協働 

■対象 

子供から大人まで、あらゆる人が対象 

特に、精神的ストレスの高い人：仕事に疲れた社会人、育児に追われる母親など身体的リハビリテ

ーションの必要な人 

イ）木の癒し効果の科学的検証、プログラム開発、場の整備 
■取組内容 

・木の癒し効果の科学的検証：森林の中での効果、木に囲まれたとき・ふれたときの効果など、一層

の科学的な解明と実地による証明・普及 

・体感できるプログラムの開発：対象者のレベルや目的に応じたプログラム開発（場に連動） 

・場づくり：森林や施設の整備（それを活用するプログラムと連動） 

ロ）木育療法の専門家「木育療法士」の養成研修・資格認定 
 
ハ）癒しの場づくり（木の癒し体感スペース「木療フロア」） 

■取組内容 

仕事に疲れたサラリーマンが気軽に立ち寄って木の癒しを存分に体感できるスペースを都会の 

ビルの一角に用意する。そこにあるのは、次のようなもの・・・・ 

私たちが、木にふれたり、あるいは森林浴によって心地良く感じるのは、日常の中で忘れか

けている生物としての潜在的な感覚を呼び覚まされ、一個の生命体として地球の生態系とのつ

ながりを実感させられるからなのかもしれません。 

こうした木の持つ癒しの効果を解明し、実証し、それを享受することのできる手法（プログ

ラム）を開発し、誰もが体感できる機会や場を整えていくことによって、希薄になっている木

と人間との結びつきを取り戻していきたいと思います。 

・大人一人用木玉プール：肩や腰のこりをほぐすのに効果的。そこで昼寝も可。 

・木の香りに包まれたフィンランドサウナ：木の椅子に座ってリラックスしながら汗を流し

ます。もちろん白樺の小枝で体を叩きながら。せっけんはカラマツなどの精油入り。 

・スタンドバー：木に癒されて汗を流した後は、軽く１杯。白樺樹液を凍らせた氷をグラス

に入れて杉樽貯蔵ウイスキーを注いで・・・。 

・木の健康器具：木の補助用具を使ってマッサージやストレッチで汗を流す 

・多様な木のフローリング：いろんな樹種や足さわりを体感できるフロア、床に凹凸をつけ

て歩くだけで足裏のマッサージ効果が得られる場所もご用意。もちろん靴や靴下は厳禁で

す（裸足のみ） 

④癒しを学ぶ ―― 木育療法～ウッドセラピー～のすすめ 
近、森林や木の持つ癒しの効果が注目され始めています。たとえば森林の中では、植物が

放出するフィトンチッドという成分にリフレッシュ作用があると言われますし、木材に関する

近の研究では、金属やプラスチックに比べ、木にふれたときには血圧上昇が抑えられるとい

った報告もあります。 
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■期待される効果 

木や森林に対する関心が高まり、木や森とのふれあいを暮らしの中に取り入れようとする人が増え、

森林の利活用や整備、木材の需要拡大にも結びつく可能性があります。また、森林の抱えている課

題や地球環境問題などに対する関心も一層高まることが予想され、地域の木質資源を有効に活用す

ることによる循環型社会の形成に役立ちます。 

■国内外の事例の紹介 

・森林療法（国内の研究会の取組み） 

・樹林気功 

・ドイツのクナイプ療法 

・作業療法としての木工 

・自然のゆらぎに同調する「やすらぎの里」 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あらゆる人に】 
 

 

たとえば･･･ 

●癒しを学ぶ 

・森と木の科学講座 

・木育療法士養成研修および資格

認定制度 

・心のリハビリ木工教室 

 

●癒しの場づくり 

・木と癒しの里づくり 

・一家に一部屋：「木の癒しルーム」 

・都会のオアシス：「木療フロア」 

           などなど 

 

普及 

提供 

利活用 

新たな取組み 

・森林浴 
・登山、トレッキング 
・ネイチャーゲーム 
・ツリークライミング 
・林業体験   など 

 

・木と暮らす(木造･木質化） 
・木にふれる（木製品） 
・木で遊ぶ（おもちゃ） 
・木で作る（木工） 
・木を燃やす  など 

【専門家による取り組み】 

既存の取り組みの検証 

もり まち 

効果の解明・実証 

場(施設･森林)の整備 

プログラム開発 

の提案･実現 
の検証 
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「木」は私たちにとって大切なものでありながら、日常的には意識せずに生活している人が

大半です。そのような人たちに、無理なく「木育」の心を学び伝え、「木」に関心をもつきっ

かけとなる取組として、これまで「遊んで学ぶ」「作って学ぶ」「調べて学ぶ」「癒しを学ぶ」

ことを提案してきましたが、こうした様々な取組を個別に・単発的に行うだけではなく、幅広

く・継続的に行う場が必要ではないかと私たちは考えました。 

その具体例として「木育リゾート」「木育キャンプスクール」「森で遊ぶ・森で学ぶ」を提案

します。 

また、併せて「様々な年代の人、実施地域の人たちと他地域からの参加者をつなぐような取

組」や「プログラムの内容や実施方法について計画段階から多くの人が参画できるような取組」

を工夫することで豊かな休暇（余暇）の過ごし方を提案します。 

⑤木と森林を学ぶ総合プログラム 
～赤ちゃんから高齢者まで全ての人に「木に学ぶ」機会を～ 

 

イ）木育リゾート（幅広い年齢層の方々が、思い思いにまたは一緒に「木育」を体験） 

■ねらい 

今の便利な道具であふれかえっている環境から離れ、一定期間を親子、友人同士、夫婦、お年寄り

とその子ども・孫までと幅広く、老若男女を問わずその空間で過ごしながら、木との学びに取り組

みます。 

■「木育リゾート」のイメージ 

１）山間地域の一定区域をリゾート地として開発して、必要 低限の施設整備を行います 

・施設整備―行政、民間、団体等による施設整備／既存施設の再整備 

・集客・運営―民間（ＮＰＯ、団体） 

２）木育リゾートを訪れる人びとは、リゾート入口で自家用車・時計・携帯電話などの便利な道具

は全て預け、自らの知恵・体験で一定期間をリゾートで過ごします。 

３）その中で、以前使われていた木の道具を体験することにより、改めてそれらの効用、重要さを

学び取ります。 

 

ロ）木育キャンプスクール（親子で参加するサマーキャンプ・ウィンターキャンプ） 

■ねらい 

木にふれあうことを目的に、夏と冬にキャンプスクールを開催します。 

■「木育キャンプスクール」のイメージ 

１）木育サマーキャンプ 

・木に触れることにより、木のぬくもり、暖かさを感じ取ってもらいます。 

・木からの生活道具づくり、おもちゃづくり、薪割り、五右衛門風呂、炊き火、炊飯等を体験し、

改めて木の効用を再認識します。 

２）木育ウィンターキャンプ 

・冬の木や森林に触れ、焚き火や木登り等を通して、夏には見られなかった森林や木の一面を体

験します。 

・施設―既存のキャンプ場を再整備、新たな木育キャンプ場の整備 

・集客・運営―民間（ＮＰＯ、団体、ボランティア） 
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ですが、「遊んで」「作って」「調べて」「癒しを」の各学びを網羅した、「木育」を学ぶためのトータルプロデ

ュースを行う意味では、どちらも同じ取組です。 

つまり、「木育リゾート」は幅広い年齢層の方々が思い思いに、時には一緒に「木育」を体験できる場を、「木

育キャンプスクール」は、子どもを主人公に、時には親を交えながら様々なプログラムを体験していただける

場として考えています。 

「木育リゾート」と「木育キャンプスクール」 どう違うの？ 
「リゾート」は、「避暑地。保養地。行楽地。」という意味を持っています（広辞苑第五版より）。各地のリゾ

ートでは、宿泊や娯楽施設の他に、様々なスポーツや体験ができるものがあり、子どもからお年寄りまで、幅

広い年齢層の方々が訪れていますよね。 
一方、「キャンプスクール」は文字通り、「キャンプ」をしながら行う「スクール（学校）」です。 

 

ハ）「森で遊ぶ・森で学ぶ」協働事業 

■ねらい 

忙しい大人、引きこもりがちな子どもたちを、森や自然の中に連れ出して、忘れかけている森や自

然の中で遊ぶ楽しさ、効用を伝えます。 

■「森で遊ぶ・森で学ぶ」イメージ 

・ネイチャーゲーム、プロジェクト・ワイルド等の既存プログラムを活用し、森や自然の中でのゲー

ムや教育を通じて、森や自然に親しみます。 

・施設整備（環境）―国有林、道有林、学校林、公共の場、民間所有地の解放など 

・集客・運営―行政、民間（ＮＰＯ、団体）のネイチャーゲーム指導員、プロジェクト・ワイルド指

導員、ＮＰＯ 等 

■プログラム内容 

地元の資源を生かした「遊ぶんで学ぶ」「作って学ぶ」「調べて学ぶ」「癒しを学ぶ」木育のプログラ

ムを作成し、全国に参加者を募ります。 

プログラムの内容は戸外・室内、年齢別、家族向けなど多彩なものとし、参加者の様々なニーズに応

えられるものを用意します。 

また、体験してみたいプログラムを公募するなど、新しい試みも行います。 

（プログラム例） 

実施内容 

対象者 
戸   外 室    内 

幼児 
ハイキング 簡単な工作教室 

（木の枝、木の実などを使って） 

小学生（低） 

小学生（高） 

ネイチャーゲーム 

ツリークライミング 

木工教室（おもちゃや楽器を作る） 

中学生 ログハウスづくり 木工教室（からくりおもちゃを作る） 

森林浴 木工教室（音威子府での実践例） 
大 人 

高齢者 
木育療法士養成講座 

木育コーディネーター養成講座 

家 族 トレッキング 親子で作る木工教室（木夢での実践例） 

年齢制限なし 

ウェルカム森のコンサート 

（木の楽器を中心に） 

グッドバイパーティー 

（バーベキュー、キャンプファイヤー）

木のおもちゃランド体験 

（木のプール、ままごと、こま、けん玉等）

フィンランドサウナ体験 

＊託児～木のおもちゃを使用、地元の子育て支援グループなどの協力を得て実施 
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■取組の主体と対象 

 主体：行政、NPO 団体、民間、できれば協働事業としての取組 

対象：赤ちゃんから高齢者まで 

・幼児・小学校低学年・小学校高学年・中学生・大人・高齢者・家族など、様々なプログラムを工

夫する 

・必要に応じて必ず託児をつける 

     ・実施地域の人たちにも積極的に参加を呼びかける 

■想定される効果 

（参加者にとって） 

・「木」を身近なものとして意識することができるようになる 

・一つの場で、「木」について様々な方法で学ぶことができる 

・たくさんの人と共通体験を積むことで、豊かな人間関係を育むことができる 

（実施地域にとって） 

・地元の資源を生かした新たな「観光・交流」事業が展開でき、まちの PR ができる 

・地元の人が活躍できる場が増える（プログラム作成、運営スタッフ、講師、託児など） 
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３．「木と生きる」ための取組                        

（１）取組のねらい 

木に根ざした「地域」「社会」の形成 

「木育」の概念及び「木とふれあう」「木に学ぶ」で提案された施策を社会に打ち出し、具体化さ

せ、広く浸透させるためには、様々な視点からの道筋作りが必要となります。木育を息の長い活動と

し、私たちの生活が木に寄り添った、木と共に生きるものにするため、４つの仕組みづくり(普及啓発、

場の提供、担い手作り、ライフスタイル)を提案します。木を通じた暮らしの中から人間が本来生きる

ための本質的な力を呼び起こします。 

 

（２）取組の提案 

①木育ファミリーづくり――木育の普及活動 

  イ）メディアによる情報発信 

・絵本作り・テレビ番組企画づくり 

 

②木育のまちづくり――ふれあいの場の提供 

イ）地域コミュニティー木育拠点の協働育成 

・ 大人の集い場『木育バー』・現代版寺子屋『トンカチ工房』・日曜道具製作所 

・ 公園の木製遊具(木馬・木牛・木羊) 

ロ）木と生きる“北海道“をめざす「木育のまち選定・木育による地域づくり」 

・ 地域活動の支援 

・ 木のモデル都市選定 

 

③木育の担い手づくり 

イ）取組の評価方法の確立 

・ 木育度チェックシートの浸透     

ロ）木育道を極める制度づくり 

・ NPO，企業への体験入学・コーディネーターの養成 

①  

④木育スタイルづくり――ライフスタイルの提案 

イ）木育スローライフのススメ 

・住宅設計コンテスト～ライフスタイル 

・木育デザインアワード（家具・おもちゃ） 

ロ）新たな道具の開発・普及 

・ペレットストーブの普及 

ハ）地材地消の協働推進 

・木材利用ネットワーク 

 

 

 

 

行政
地域
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家
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社
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①木育ファミリーづくり――木育の普及活動 
  木育は，北海道から発信する新しい概念です。まず，木育をより多くの人に認識してもらう

ことが不可欠であり，そのためにメディア（刊行物，テレビなど）を利用した情報発信を行う

ことを提案します。この取組を通して，木育に関心を持ち，参加してくれる木育ファミリー構

成員を増やすことを目指します。 

 
イ）メディアによる情報発信（絵本づくり） 
■施策の対象・・・一般消費者 
■施策の主体・・・プロジェクトメンバー，新たな企画委員会，出版社など 
■施策の内容 
・木育で提案された施策アイデアの書籍化を検討します。 
・既存の書籍の見直しを図り，普及します。 
１）『木と森を巡る物語の発掘・木のレッドデータブック』 

かつて日本には，女の子が生まれたら庭に桐の木を植え，娘が大きくなり嫁ぐときに木を切り，花

嫁道具の箪笥をこしらえる，という文化があったそうです。 
このような日本の木の文化，風習は現代ではあまり見られなくなっています。地域に根付いていた

木の文化を継承するため，古来からの風習などを紹介する本を出版します。 
２）『木登り百選』『かくれんぼの森百選』 

子供が遊ぶのに適した木や森を選抜し，紹介雑誌

としてまとめます。 
３）『木遊びガイドブック』 

落ち葉拾い，どんぐり拾いなどの森での遊び方か

ら，木の楽器やマスコットの作り方まで，様々な

木の遊び方を提案します。 
４）『私の木のたからもの』 

現代にも見られる木と人をつなぐ物語，長年使っ

ている木の道具や，子供の頃遊んだ積み木，愛用

したバット，大切に育てている盆栽などの逸話を広く募集し，一冊の本にまとめます。 
５）『木育プロジェクト選定：お薦め本リスト』 

学生時代に作った木工作品など

思い出に残っているものはあり

ませんか？ 

すでに出版されている木や森にまつわる書籍，木材利用に関する刊行物  
の洗い出しと普及を行います。 
「森を作った校長」「大きな木」「木々との語らい」「おぼえていろよ大 
きな木」「センスオブワンダー」「森と木の総合学習」など 

 
■期待される効果 
 木育の概念と取組の存在を知らしめるとともに，日本の木の文化や風土

の再考が計れます。 
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ロ）メディアによる情報発信（テレビ番組） 
■施策の対象・・・メディアにふれる全ての人。ただし，年代によって情報発信の形を工夫する必要

があると思われます。 

■施策の主体・・・番組制作者，木に関わる企業，団体 
 ※重要なことは，主体となる人が木育を十分に理解，賛同し，広報する熱意を持つこと。 
 発信する側の，趣旨が曖昧であったり，木や人づくりに対する思い入れが希薄な場合，情報が正し

く伝わらなかったり，訴える説得力が弱くなってしまう。 
■バラエティで見せる「木育」番組 

 
■期待される効果 
 木育の訴える木への正しい理解とものづくりへの関心を促す効果があります。この取組では，単に

普及・広報活動にとどまらず，関心を持ってくれた人が木の製品を買う，ものづくりに参加するなど

の行動に移れるよう，他の取組と連携して受け皿を整備することが重要だと考えます。 
 

取組の進め方 
 

木育にのっとったアイデア提案 

本・番組の企画作成 

情報提供 

場の設定 
北海道 

プロジェクトメンバー 

新たな委員会 
出版社、番組制作者 一般の道民 

本の購入、テレビの視聴 

さらなるニーズの拾い出し 

 
 
 
 

本の出版・テレビ放映 

子供へ  ～木のキャラクターを使ったアニメなどで，わかりやすく木の物語を伝える。 
青年層へ ～バラエティやクイズ番組などを利用し，面白くかつ木育の取り組みを知ることが

できる企画を立てる。 
壮年，老年層へ～プロジェクトＸのような，木と関わってきた人，ものづくりに従事している

のドキュメント，生き様を伝えるような番組作りをする。 

木育の対象は子どもを始めとする全ての人たち。子供から大人までが，楽しく木を学べるのが

理想であり，バラエティ番組にすることによって対象が広げられると思われます。また，木育

は北海道が発信する概念であることから，出演者も北海道でがんばるタレントを起用できれ

ば，北海道民にとって身近に感じられるという利点があります。 
出演者が伐採体験や木製品作りを通して，必死さ，一生懸命さを見せる。実際に製品を作って，

消費者の購買意欲をかき立てる効果もあります。 
・「伐採」「製材」「加工」「販売」という立木から製品までの過程をリレーで体験する。 

・番組内で木のおもちゃを開発し，販売する。 
・木の人形劇を企画し，幼稚園や小学校を巡回する。 
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イ）地域コミュニティー木育拠点の協働育成 

■施策の対象・・・市町村と，企業・NPO，町内会， 

任意の団体任意等の共同提案（市町村が窓口） 

■施策の考え方 

「地域木育拠点」の実現を図るため，官民の協働により 

実現モデルの枠組みの調査・検討を行います。 

■施策の内容 

・「地域木育拠点」の実現を図るため，施設等整備，備品提供，管理・運営，人材派遣，イベント提

供，広告・PR など，拠点化にふさわしい幅広いメニューにおいて官民の役割分担を想定し，施設

等の整備・運営シミュレーションを行います。 

・拠点モデルとして実現性の高い提案に対し，協力団体，企業等を募るとともに，現行の交付金制度

をベースに施設整備費等の応分の負担を行います。 

廃校舎内に再現された「いな
いいないばぁ」（音威子府村）

②木育のまちづくり――ふれあいの場の提供 
  木育は、家庭、近隣、地域、学校など、多様な場や機会に実践されるものです。ここでは、

私たちの住まいを中心とした身近な地区での、コミュニティの 1 拠点としての場所や空間づく

りを図るための考え方を提案します。 

例）『木育バー』…大人の集いの場となり，地域の木育運動の展開拠点となる場所。 

『木育トンカチ工房』…子どもの創作意欲をかき立て，地域の元気高齢者が師匠となる現代版寺子屋。 

『日曜道具製作所』…企業技術者が定期的に訪問し，住民発案の日常道具の製作支援を行う，企業と地域の共

同出資，共同運営の日曜大工所（企業にとっては，マーケティングのマイクロ営業網の役割） 

公園の木製遊具(木馬・木牛・木羊) 

 

ロ）木と生きる“北海道“をめざす「木育のまち選定・木育による地域づくり」 

■施策の対象・・・市町村，企業・NPO，町内会，任意の団体 

■施策の考え方 

提案主体が考える「木育地域づくり」提案の一括認定、施策の集中。 

■施策の内容 

・子どもの情操教育や地域コミュニティ活性化，地元木材の消費 

PR などにつながる住民活動やプログラム等に対し，必要な活 

動経費，備品購入及び， 低限の空間造作に必要な費用の支援を行います。 

北海道子育て支援ワーカーズ 
「おもちゃフォーラム 2002」 

・地域提案の実現に必要な，展開場所の仲介，基準・規制等の緩和については，必用に応じて道，市

町村，当該者，交渉先の 4 者間で協議の場を設け，調整を行います。 

・実験期間は 1 年間。提案は別途に設置する審査会等により選定します。 

■期待される効果 

・募集対象を任意グループまで広げることで，住民の主体性を発揮した特色ある取組が期待できます。 

・空き家，空き店舗などの低未利用施設の利用促進が図られ，地域振興や中心市街地活性化に資する。 

・全道に取組の周知が図られ，地域の競争意識が醸成される。 

・木への愛着・愛用が促進される 
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（参考）場や空間の整備について（木育はどこを攻める？） 

 

※「対策の方向」は考えられる主な項目を列挙。関係部等への照会，協議・調整は一切行っていない 

※学校，幼稚園，保育所等については，別途項目を設ける 
 

■木にふれる景観や空間の整備 

区 分 対 象 課 題 対策の方向 

施設の木質化 公共公益施設全般 ・整備コスト増 

・住民ニーズの掘り起

こし 

・公共性や公益性の明

確化 

 

・木質化推進事業？ 

・地域再生計画，地域振興関連の補助金・交付金等

に係る構想・計画策定等による「木育」の位置づ

け（地域づくりの一環としてコスト増を見込む）

・地域経済・雇用対策，環境対策等の社会的コスト

を含む総合的コスト体系の検討（単純な整備費と

の比較材料が必要） 

外部空間及び景

観の整備 

道路・街路，公共施

設敷地，公園，河川

などの屋外空間 

・住民ニーズの掘り起

こし 

・公共性や公益性の明

確化 

・維持管理コスト増 

・苦情等への対応 

・景観法関連（建設部） 

・地域再生計画，地域振興関連の補助金・交付金等

に係る構想・計画策定等による「木育」の位置づ

け（地域づくりの一環としてコスト増を見込む）

・企画・構想段階から整備・維持管理段階にわたる

住民参加・住民主体の徹底 

 

■木育プログラムへの対応を目的とする場・施設の創出 

区 分 対 象 課 題 対策の方向 

地域振興目的施

設の整備・運営 

森林・木材・木育（木

夢館など）関連の施

設 

・自治体の地域振興戦略

・住民ニーズの掘り起こし 

 

・各種施設整備事業（施設整備・管理・運営モデル

の調査・検討） 

・指定管理者制度の活用（総務部） 

・地域再生計画，地域振興関連の補助金・交付金等

に係る構想・計画策定等による「木育」の位置づ

け（地域づくりの一環としてコスト増を見込む）

・企画・構想段階から整備・維持管理段階にわたる

住民参加・住民主体の徹底 

各種施設の部分

的整備・利用 

 

公共公益施設や民

間施設の託児室，交

流スペースなど 

 

・住民ニーズの掘り起

こし 

・整備・運営・利用等

に係る情報の不足 

・専門家等の相談先 

・子育て支援（保健福祉部） 

・中心市街地活性化（経済部）・まちづくり（建設部） 

・「木育」施設整備・運営・利用等の事例情報集の

作成，周知 

・「木育パッケージメニュー」（商品）の提供（整備・

運営のコーディネーター，協力企業・NPO，木育

道具・備品，担い手育成研修など） 

・企画・構想段階から整備・維持管理段階にわたる

住民参加・住民主体の徹底 

地域コミュニテ

ィ関連施設の整

備・利用 

・児童館，公民館，

庁内会館など 

・空き地・空家 

・商店街空き店舗 

・住民ニーズの掘り起こし

・住民主体の運営の実現

・地域コミュニティ活性化（総務部，環生部） 

・中心市街地活性化法（経済部）・まちづくり（建設部）

・イベント，アンケート等による住民ニーズの把握

・企画・構想段階から整備・維持管理段階にわたる

住民参加・住民主体の徹底 

・中心市街地活性化基本計画等への「木育」の位置づけ

・整備費用負担，運営主体，利活用可能施設，「木

育」の実践内容，運営方法等の協議・調整  
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施策はこの考え方に基づき，様々な体験機会を活かしながら修習し，併せて立場がステッ

プアップできる環境を整えます。 

木育人口は，急に増えるわけではありません。あせらず，ゆっくり，着実に，木の一生を

楽しみながら幅広い文化を理解し，担い手になる。これが木育にふさわしい担い手育成術と

考えます。 

③木育の担い手づくり 

 
①取組の評価方法の確立 

■施策の対象・・・個人，企業，団体など幅広く 

■施策の主体・・・審査委員会，道 

■施策の内容 

木育の理念に基づいた具体的行動をリストアップします。道内の各種団体について，項目に照らし

て採点，評価を行い，優れた取組をしているところに木育認証をします。 

例）「地域材を積極的に利用している」「子供に対して木や森に触れる体験活動をしている」などチ

ェックシートを作成。 

■期待される効果 

 企業や団体などの新たな指針の創出。目標の明確化。 

 

②木育道を極める制度づくり 

■施策の対象・・・子どもからお年寄りまで誰でも参加可 

■施策の内容 

・木に関連する事業を展開する企業・NPO などの体験入学の環境を整えます。事業者の了承と協力

を得て，インターン制度を設定し，実践に必要な基礎的なノウハウを学べる仕組みを作ります。 

・事業者には体験入学者の数に合わせた活動支援助成を行います。 

・経験実績を積んだ人材については，実績情報をファーム内に公開し，協力企業や NPO のリクルー

ト対象とします。 

・「木育コーディネーター」「森と木の熟練者」という新たな職種を設定し，講座を履修した人には「木

育師範」の履修証書を発行します。講座開設や認定・登録は，民間事業者等が受託・実施します。 

・履修者は，各方面からの木育に関する要請に対し，派遣される人材となります。（地域づくりアド

バイザー制度の拡充か） 

・企業・学校等の木育推奨などのしくみは発展形として必要性に応じて検討する 

■期待される効果 

・アウトドア関係への従事希望者の教育・文化的な知識，運営能力等の底上げ 

・余暇を活用した高齢者等の生きがい創出 

・社会問題となりつつある無業者の意欲活性 

・講座開設経費等の節減 
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（参考）こんな問い合せが来ました。どんな担い手育成が必要でしょう？ 

 

Ｑ．木育コーディネーターってなんですか？ 

Ａ．木に関する知識や，木を使った子育て支援のノウハウなどを習得しており，要請に応じて派遣さ

れ，指導を行います。例えば，市民サークルなどで母親木育学級などを企画された場合に，指導

要員としてご紹介いたします。              木育コーディネーター修習・認定 

 

Ｑ．我が町の低・未利用施設を活用したい。その際，施設の管理運営を住民の方々に担ってもらいた

いのですが，参考になる事例はないでしょうか？ 

Ａ．ある町では，公民館を利用して「森と木のボランティア」を結成，運営しています。高齢者の方々

は日曜大工道具などを結構お持ちなのでミニ工房となっています。ちなみに道では，定期的に木

育ボランティア研修を行っています。こちらもご利用ください。    木育ボランティア研修 

 

Ｑ．山のことを知り尽くし，木の性質や加工の技術を熟知した人材が，この世から消えつつある。こ

ういう先人の知恵や知識を引き継ぐことをやってみてはどうか？ 

Ａ．全くそのとおりだと思います。早速，取組を検討します。        森と木の熟練者養成 

 

Ｑ．木育の情報交換をしたいのですが，誰が何をやっているか情報を集めていますか？ 

Ａ．毎年，地域の情報を寄せてもらって更新しています。相手先の意向によりますが，木育ファミリ

ーとしても登録していただいています。木に関する緊急事態，人材の相互交流も活発です。 

木育ファミリーネットワーク形成 

 

Ｑ．我が校（小中学校など）の職員を対象に木育の研修会をやりたいのですが，お願いできますか。 

Ａ．分かりました。教材，カリキュラムを事前にお送りします。カリキュラムは土曜日の午前 10 時

～午後 2 時までとなります。そちらの学校では，学校林を所有していますか？昼食は飯ごうで食

べますので，ラフな格好でお願いしますね。           木育ＮＰＯ等の育成・派遣  

 

Ｑ．新聞で「木造がいい」という話を伺いました。うちの幼稚園も内装，備品，外部空間と木造りに

衣替えしていきたいのですが，どこに問い合せたらよいのですか？ 

Ａ．木育整備の相談事務局があるのをご存じですか？ご相談をされて，もし具体的なお話まで進みま

したら，お客様ご希望の登録企業数社から整備プレゼンテーションが受けられます。その際は条

件シートにご記入ください。      木育相談窓口の開設に透明性を確保する企業提案制度 

 

Ｑ．うちの企業では，社会貢献として木育に協力したいのですが，どんなプロジェクトがありますか？ 

また，当社はＣＳＲ（企業の社会的責任）報告書を作っているのですが，そちらでも当社の取組

を世の中に宣伝してもらえませんか？ 

Ａ．ありがとうございます。木育の具体的な取組項目をご紹介します。また事務局では，毎年地域プ

ロジェクトを選定しております。これに協力企業も募っておりますので，是非ご協力ください。 

  あと，宣伝についてですが，木育モデル企業として，各種媒体に取組を紹介します。 

木育モデル企業の積極ＰＲ 
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③木育の担い手づくり 
道産木材を積極的に使う事は，森を健全な状態に導き，また地域の雇用にも大きなメリッ

トを生みます。しかし，耐久性や安全性・コストに疑問をもつ消費者も少なくありません。 

大きな需要は組織的な消費者（企業や行政）ですが，一般家庭や消費者など個人レベルま

で木材需要が浸透しなければ本来の森の姿を維持する事は難しいと考えられます。木のおも

ちゃ・家具などの製品や住宅の道産材利用拡大を目指すためには更に一歩踏み込み，木に囲

まれたライフスタイルの提案と地材地消のススメや家具・おもちゃのデザイン公募，木を使

った新たな製品の紹介，提案を行うことが必要だと考えます。 

 

イ）木育スローライフのススメ 
■施策の対象・・・・一般消費者・事業者と木材・建築に関わる企業・団体 

■対象物・・・・・・住宅・家具・建材・備品・おもちゃなど生活や事業活動に関わるもの 

■施策の考え方 

木育全体の実現のために木育スタイルの具体的な生活イメージの浸透を図り，道産材の利用拡大と

木工技術の継承・地域雇用と消費喚起を，広く道民に促します。 

■施策の内容 

・木育ライフスタイルの幅広い浸透と実現のために必要な環境などの安全性や耐久性・住み心地など

の生活イメージ，環境面での情報提供，家具・備品・おもちゃなど遊びの道具の提案を公募します。 

・木育ライフスタイルのハード・ソフトのモデルとしてふさわしい提案については実行可能なものを

抽出・公開し組織的な需要と個人消費レベルの消費喚起を供給側と需要側双方から図りながら実現

の可能性を探ります。 

・取組として既に一部行われている「おもちゃ」「家具」は新商品開発と普及促進を図るモデルを検

討します。 

・国・道・自治体からの助成金・補助金等で費用負担の支援を行います。 

・協力企業を募り，継続性を図ります。 

■木育スローライフの効果とイメージ 

・道産材を積極的に使う事により北海道の森を健全な状態に導くことができます。 

・地域の雇用にも大きなメリットを生みます。しかし，一方では耐久性や安全性に疑問をもつ消費者

も多く，安全性・利便性・環境上のコストパフォーマンスを検討する必要があります。 

・木のおもちゃ・家具などの製品や住宅建材の道産材利用拡大を目指すためには更に一歩踏み込み，

木に囲まれたライフスタイルも含めた提案と，地材地消のススメや家具・おもちゃのデザインアワ

ード，木を使った新たな製品の紹介，などの提案が必要です。 

■参考事例 

・函館市三育小学校はエネルギーと環境の教材として 

端材やチップ樹皮を固めた燃料（ペレット）を燃や 

す大型ストーブを導入。 

・京都の市民団体が、遊びながら森林の資源のことが 

市民団体「薪く炭くＫＹＯＴＯ」

により作成された「森林バイオマ

スすごろく」 

よくわかる「森林バイオマスすごろく」を作成 
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例 1）「住宅設計コンテスト～ライフスタイルの提案募集」 

快適で便利な生活はいつのまにか木を追いやり，優れた木に関する技術力やそれらの生活文化が急

速に失われようとしています。住宅に道産材を使う事による「木育住宅設計コンテスト」を，木の

特性や木質，その住宅に住む家族の安全性や住宅の耐久性・住みやすさの検討をライフスタイルの

提案とともに行います。例えば「木質ペレット」注）ストーブや家具などの提案も含むことを条件

とし，ストーブの安全性や焼却灰の処理・室内環境・利便性・環境側面・デザイン（ユニバーサル

デザイン）など木に囲まれた生活シーンのイメージを設計とともに公募します。 

 

 

 

 

 

 

 

例 2）木育おもちゃ・家具 

それぞれの地域材の特性を生かしたおもちゃ・家具のデザインコンテストを行います。これに参

加する事により子供や大人の五感が刺激されるような，「うれしい」「たのしい」が実感できる物・

場の提供を行います。主体は道・自治体・関連団体とし，応募作品の中から製造や試作を希望する

企業を公募し作品展や展示会をそれぞれの自治体・関連団体等で行うものとします。 

 

○木育デザインアワード 

地材地消を具体化するためのデザインコンテスト。 

おもちゃ・家具のデザイン募集を行い，企業・行政協働のもと製品化

をします。巡回展示や売場など既存施設を含む木育拠点の整備を施策

の主体と図りプランから利用・購入までの場を作ります。 

家具についてはユニバーサルデザイン・環境・安全性を，おもちゃに 

ついては独創性や安全性を考慮し評価するのが望ましい。 

 

募集対象が広く，個人から団体まで木育の目指すところを周知できる，

親からおもちゃ世代まで木への愛着を育成できる，木工技術の継承環

境・福祉分野の取り組みを融合できるなどの効果が見込めます。 

 

 

 

フォレストモアにっぽん事務局

住宅名：  安ら木の家 （北海道）

 

KEM 工房「ニワトリの器」

 

おといねっぷ美術工芸高校 

の制作作品 

注） 木質ペレット燃料は，おが屑や鉋屑などの製材廃材や林地残材・古紙といった木質系の副産物や廃棄物

を粉砕・圧縮し成型した固形燃料のことです。長さは 1～2cm，直径は 6，8，10，12mm が一般的で，

大 25mm まで製造することができます。家庭での利用に対しては，6mm のものが 良の燃焼状態を実

現できるとしてスウェーデンで推奨されています。木材の成分であるリグニンを熱で融解し固着させること

で成形しますので，バインダー（接合剤）の添加は一切必要ありません。（インターネットより引用） 

＜類似参考事例＞木の国日本の家デザインコンペ２００４ 
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ロ）新しい道具の開発・普及～木質ペレットストーブ 

木質ペレット燃料は木質バイオマスエネルギーであり，二酸化炭素を固定化した木材をエネルギー

として使用するため，化石燃料と比較しても温室ガス効果は少ないとされています。また，安定し

た暖房とやすらぎを与えてくれ，循環型資源としても北海道の森林環境に配慮できます。また緊急

時の代替エネルギーのライフラインとしても効果的です。平常時のゆとりある生活と代替エネルギ

ーへの対応策としての「木質ペレットストーブ」の普及拡大の可能性を探ります。 

■施策の対象・・・自治体（危機管理・災害）・個人・グループ・団体 

■施策の考え方 

ペレットストーブの普及拡大を図る事により間伐材等木材の有効利用を図るため自治体・森林組合・

自治組織・企業との検討をおこないます。（北海道木質バイオマス資源活用促進協議会で現在進行中） 
■施策の内容 

・木育ライフスタイルの実現を図るため，ペレットストーブの環境面から見た優位性，安全性・緊急

時への対応などの視点から政策主体が協議を行い，公共施設・学校・個人住宅への導入の可能性を

シミュレーションする。 

・単に導入を勧めるのではなく「ペレットストーブクッキング」やライフラインがストップしたとき

の有効性等のアイデアを募集もしくは検討を行い，生活シーンで活躍するメニューを提供する。 

・北海道型ペレットストーブの企業・行政協働による開発・普及を進める。 

■期待される効果 

・地球温暖化の防止に有効なエネルギーである 

・エネルギー安全保障の向上に寄与する 

・林産廃棄物等の未利用資源の有効な利用方法である 

・備蓄が可能であり緊急時には有効である  
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ハ）地材地消の協働推進 

■施策の対象 

 地材地消のススメとその具体的な施策の方向性を企業・行政・ＮＰＯ等と共同で提案します。 

■施策の考え方 

・各種施策で提案されている木材利用のアイデアを，地域材の利用につなげる働きかけをします。 

・地域材の利用と技術・性能基準・市場マーケティング等を官民協働で調査・検討し情報共有します。 

・行政・企業・ＮＰＯの共同運営による木育センターを設置し情報の発信拠点とします。 

・同センターによる木育の普及・活動支援動を環境・福祉分野との協働のうえ行います。 

・企業・自治体に対し道産材の利用拡大と販売・製造・購入を強く訴えかけます。 

■施策の内容 

・地材地消の推進に必要な技術・製品基準・提案力・コスト対策等を官民の協働で総合的にプロデュ

ースし，自治体・企業の施設整備への納入を図ります。 

・製品開発・技術開発等は林産試験場が支援をおこなう。 

・製品の開発・試作等に関わる事業に対しては交付金等の負担を行う。 

・自治体の施設整備・建設にあたっては地域材の利用，地元雇用等考慮したものに対し交付金等の負

担を行う。 

■類似参考事例等 

・道産間伐材の製紙原料としての利用と製品化（木材利用促進協議会） 

・木・金属混合による道産材利用のオフィス家具・スクールデスクの製造販売 

・庁舎・公共施設への利用（留辺蘂町図書・山口県宇部空港ラウンジ～きらら） 

・おもちゃ修理工房 

・環境サポートセンター 

（道産木材使用テーブル）      （山口宇部空港ラウンジ～きらら）    （道産間伐材マーク） 

■課題 

・森林環境整備は大きな環境問題であるにもかかわらず都市部においては認識が薄い 

・道外企業の受注による資金の流出 

・既存のナショナルブランドとの競争力，北海道ブランドの差別化 

・需要の求める量産体制・性能・強度等の基準のクリア 

・整備コスト増等への対応策 

■期待される効果 

・環境・子育てなどの分野との協働が図れます。 

・地域経済を刺激し地域雇用・木工技術の継承が図れます。 

・道内企業の育成につながります。 
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Ⅱ 「北海道木育（もくいく）フォーラム」の開催概要 
 
（１）フォーラムのしおり 

 
 
 

 

北北海海道道「「木木育育
もくいく

」」フフォォーーララムム
～～木木ととふふれれああいい、、木木にに学学びび、、木木とと生生ききるる、、ここれれかかららのの木木育育

もくいく

～～  
 

日時：２００５年３月１９日（土）１３：３０～１６：００ 

場所：ＫＫＲホテル札幌 5 階「丹頂」 

主催：北海道 

 

 

NPO 法人北海道子育て支援ワーカーズ「おもちゃフォーラム２００４」 
『木の砂場』で遊ぶ子どもたち 
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フォーラム開催の目的 

「木育
もくいく

」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』取組です。それは、子どもの頃から木を身近に使うことを通じて、人と、木や森

との関わりを考えられる豊かな心を育むことです。 

 

 

 

 

 

「木育
もくいく

」は、昨年から道民の方々と北海道がともに考えてきた新しい言葉であり、考

え方です。フォーラムは、この「木育
もくいく

」を広くお知らせするとともに、私たちと木や森

林、環境との関わりを見つめ直すきっかけとしていただくために開催するものです。 

 
 

本日のプログラム  

 

 

 
13：30  主催者挨拶 

 

13：35  基調講演 

「自然が育む豊かな感性～自分のセンス・オブ・ワンダーを見つけよう～」

上遠 恵子 氏（レイチェル・カーソン日本協会理事長） 

 

14：25  木育推進プロジェクトチームからの報告 

辻井 達一 氏（木育推進プロジェクトリーダー・（財）北海道環境財団理事長） 

 

14：40  休憩 

 

14：50  パネルディスカッション 

「木とふれあい、木に学び、木と生きる、これからの木育
もくいく

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔パネリスト〕  

煙山 泰子 氏（ＫＥＭ工房主宰）  
宮本 英樹 氏（北海道自然体験学校ＮＥＯＳ（ＮＰＯ法人ねおす）専務理事） 

 
濵田 暁生 氏（（株）ＣＩＳ計画研究所代表取締役） 

〔コーディネーター〕 

辻井 達一 氏（木育推進プロジェクトリーダー・（財）北海道環境財団理事長） 

 

 

 
 

16：00  閉会  
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講師のご紹介  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上遠 恵子（かみとお・けいこ） 氏  〔エッセイスト、レイチェル・カーソン日本協会理事長〕 
1929 年生まれ。昆虫学者の父・田園育ちの母のもと、自然大好き人間に成長。多摩川の河原が今も変わら
ず大切なフィールドです。 
１９62 年『沈黙の春』原本と出会い、70 年 F．グレアム『サイレント スプリングのゆくえ』共訳、74
年 P．ブルックス『生命の棲み家』（後に『レイチェル・カーソン』と改題、新潮社）を訳出以来、カーソ
ン研究をライフワークとされています。また、99 年にはグループ現代の長編記録映画『センス・オブ・ワ
ンダー』の制作に参加、朗読者として出演もされています。 
 著書：『レイチェル・カーソンの世界へ』（かもがわ出版） 
 共著：『生命の樹の下で』（子安美知子氏との共著）（海拓社） 
 訳書：R．カーソン『海辺』（平河出版・平凡社ライブラリー）、『センス・オブ・ワンダー』（新潮社）、『潮

風の下で』（宝島文庫）、C．スコールズ『平和へ』（岩崎書店）など。 

 

コーディネーター・パネリストのご紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻井 達一（つじい・たついち） 氏 
〔（財）北海道環境財団理事長〕 

〔木育推進プロジェクトリーダー〕 

1931 年生まれ。東京で生まれ育った後、北海道

へ。北海道大学農学部附属植物園長、同大農学部教

授、北星学園大学教授を経て、97 年より（財）北

海道環境財団理事長。日本国際湿地保全連合会長、

北海道遺産構想推進協議会会長など、公職多数。 

曰く、「自然を守るなどと大げさに考えなくてもいい

んですよ。みんなが普通にできることが一番肝心」。

著書：『湿原―成長する大地』（中央公論社） 

『北海道の湿原と植物』（北海道大学図書刊行会）

 ほか

煙山 泰子（けむりやま・やすこ） 氏 
〔ＫＥＭ工房主宰〕 
〔木育推進プロジェクトメンバー〕 
19５５年生まれ。札幌で生まれ、育つ。木工デザ

イナーとして『子供たちとかつて子供だった人への

贈りもの』をテーマに、北海道の木と子供にこだわ

って活動。遊具や生活日用品は網走郡津別町で製造

され、20 年以上にわたり『 ＫＥＭ 』製品として親

しまれています。 近は、石狩市民図書館、帯広新

図書館（建設中）、幌南学園幼稚園、遊戯施設等、子

供スペースのデザインに力を入れるとともに、昨年

の台風１８号で倒れた北大・ポプラ並木の再生と、

倒れたポプラの活用のプロジェクトに参画。 
 

宮本 英樹（みやもと・ひでき） 氏 
〔北海道自然体験学校 NEOS（NPO 法人ねおす）専務理事〕 
〔木育プロジェクトメンバー〕 

1969 年生まれ。置戸町で自然と第一次産業に囲

まれて育った後、学生時代を関東で過ごし、北海道

の新聞社に入社。しかし、地域と自然と教育の観点

から持続可能な社会を目指してＮＥＯＳでの活動

を開始。今までに黒松内町、登別市、弟子屈町など

の地域コーディネートを手がけてきました。現在、

生涯学習や体験学習、エコツアーのコーディネー

ト、ネイチャーセンターの企画・運営、ガイドの養

成など幅広く活躍中。モットーは「過去を再評価し、

未来を再構築する。」 
共著：『日本型環境教育の提案』（小学館） 

『北海道ネイチャーツアーガイド』（山と渓谷社） 

濵田 暁生（はまだ・あきお） 氏 
〔（株）ＣＩＳ計画研究所代表取締役〕 
19４３年生まれ。九州の田舎で育ち、幼少期は野

山での遊びに没頭。このところの仕事が森林と関わ

ることが多く、思いがけないところで、｢山猿体験｣

で身につけた自然観が活きています。68 年、北海道

大学大学院工学研究科修士課程修了（建築計画専

攻）。東海大学札幌校舎工学部建築学科講師経て、

70 年（株）アトリエブンク設立。89 年（株）シー・

アイ・エス計画研究所設立、現在、同社代表取締役。

北海道美しい景観のくにづくりアドバイザー、地域

づくりアドバイザー、森林づくり審議会委員をはじ

め、景観・まちづくりに関するアドバイザー・委員

など公職多数。 
 共著：「成熟都市のシステムデザイン」（（社）北方圏センター） 
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（２）フォーラムの開催状況 
①参加人数 

・事前申し込み数  170 名（託児申し込みのあった子ども除く） 
・参加者数  166 名（うち、事前申し込み者 137 名、当日申込者 29 名） 

 ・託児数       14 名 
②アンケート 
 ・配布数  166 票 
 ・回収数   57 票（回収率 34.3％） 

・回答者の内訳 
イ）性別 男性 23 名  
     女性 32 名 
     不明 2 名 
ロ）年齢  

 男性 女性 計 
10 歳代 1 名 0 名 1 名 
20 歳代 1 名 12 名 13 名 
30 歳代 5 名 9 名 14 名 
40 歳代 6 名 2 名 8 名 
50 歳代 3 名 4 名 7 名 
60 歳代 6 名 5 名 11 名 

70 歳代以上 1 名 0 名 1 名 
空白 2 名 0 名 2 名 
合計 25 名 32 名 57 名 

 
③会場の様子 
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平成 17 年 3 月 20 日（日）北海道新聞（朝刊） 

平成 17 年 3 月 12 日（土）北海道新聞（朝刊） 
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Ⅲ 木育推進プロジェクトチーム設置要綱 

 

 

平成１６年度協働型政策検討システム推進事業 
 

子どもの頃から木材を使うことで森林と環境を考える心を育てる『木育』のススメ 
プロジェクトチーム設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 多様化する道民ニーズへ的確に対応するため、道民と行政の連携・協力による政策形成の仕組

みを確立・定着させていく取組みとして、循環資源である木材を子供の頃から使うことで森林と環境

を考える心を育てる「木
もく

育
いく

」について政策検討及びその成果を取りまとめる「木
もく

育
いく

推進プロジェクト

チーム」（以下、「プロジェクトチーム」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 プロジェクトチームは、前条の趣旨に則り、次の事項について所掌する。 

（１）検討テーマの背景、現状、課題に関する事項 

（２）検討テーマの理念や目標、対応方針に関する事項 

（３）検討テーマを推進するための施策や取組に関する事項 

（４）実現化に向けた体制や進め方に関する事項 

（５）検討プロセスの検証等に関する事項 

 

（構 成） 

第３条 プロジェクトチームはメンバー１５名以内で構成することとし、メンバーはテーマに造詣の深

い有識者や実務家、公募による道民及び道・市町村の職員、庁内関係部課職員のうちから知事が委嘱

する。 

２ メンバーの委嘱期間は、委嘱の日から平成１７年３月３１日までとする。 

 

（プロジェクトチームの運営等） 

第４条 プロジェクトチームにはリーダーを置き、リーダーは知事が委嘱する有識者とする。 

２ チームリーダーは、プロジェクト会議の運営上必要があるときは、専門家等の有識者の意見を聞く

ことができる。 

３ チームリーダーは、政策検討の結果を取りまとめ、知事に報告を行う。 

４ プロジェクト会議は、事務局が招集する。 

 

（事務局） 

第５条 事務局は、知事政策部参事及び水産林務部木材振興課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成１６年７月２７日施行する。 
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（参考）協働型政策検討システム推進事業の流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■テーマの公募・選定 

■プロジェクトチーム（検討委員会）メンバーの公募・選定 

■協働による政策形成（プロジェクトチームの開催） 

■協働による施策の試行的展開 

■協働による取組みの検証（プロジェクトチームの開催等） 

政策検討報告書（中間）とりまとめ 

・道民からのテーマ公募・選定 

・道民メンバーの公募 
・民間有識者（コーディネーター）の選定 
・道、市町村職員の募集、依頼 

9 月 

10 月 

11 月 

1 月 

2 月 

設立主旨の確認、年間スケジュールの検討、検討テーマに関する現状など 

課題整理、対応方策（案）の検討など 

施策メニューの検討・整理など 

実現化に向けた役割やしくみ、課題の整理など 

検証指標の検討、全体とりまとめ 

電子会議
室の開設 

シンポジ
ウムなど
の開催 

政策検討報告書（最終）とりまとめ 

・政策形成プロセスの公開性、創造性 
・検討施策の妥当性、客観性 

など 

〈
１
カ
年
目
〉 

〈
２
カ
年
目
〉 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
■電子メール sogo.seisaku1@pref.hokkaido.jp     

北海道木育（もくいく）推進プロジェクト事務局 

■電話 ０１１－２３１－４１１１（代表電話） 

北海道知事政策部参事（政策企画） 内線２１－１８３ 

北海道水産林務部木材振興課（林産振興グループ） 内線２８－４６７

■FAX ０１１－２３２－６３１３（知事政策部） 

【お問い合せ先】 

 

mailto:sogo.seisaku1@pref.hokkaido.jp

