
 
 

 

 

公益社団法人京都モデルフォレスト協会 平成３０年度事業報告 

 
 平成 30年度、次の 3点を重点事項として取り組みました。 

 １ モデルフォレスト運動が着実に広がる中で、森林づくりに参画する企業、団体、地    

  域組織等の横のつながりを強化し、取組の向上を目指すとともに、すそ野を拡大する 

こと。 
 
 ２ 次の世代の森林づくりを担う子どもたちが、森林や自然環境の中で体験・学習に、そ 

  の大切さを学ぶことができる活動を推進すること。 
 
 ３ 緑の募金や森林づくりへの寄付等の活動を通じて緑を大切にする心を育み、森林整  

  備、地域緑化、環境教育等の取組への支援を推進すること。  

 

１ モデルフォレスト運動の連携強化と拡大 
 

（１）府民参加のすそ野の拡大と啓発活動 
 
 

モデルフォレスト府民講座の開催 

森や木への親しみを感じ、大切さを伝えることによりモデルフォレスト運動への関心を

高めるため、一般を対象に講座を開催しました。 

 

講座名等 実施日 対 象 場 所 

親子木工教室 11月24日～25日 親子 京都パルスプラザ 

稲荷山の歴史と自然にふれる 31年2月23日 一般 伏見稲荷 

(写 真) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

森林づくり公開セミナーの開催による活動支援とＰＲ 

森林づくり活動に取り組む団体等の技術の向上、作業の安全確保を図り、活動の充実・

継続と、参加の輪を広げるため、「森づくり公開セミナー」を開催しました。 

日 程 実施場所 対象者 

6月30日（土） 里山ねっと・あやべ幸

喜山荘、綾部市内森林 

森林づくりの地域活動組織 

30.11.24 31.02.23 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）府民による身近な森林づくり活動への支援 

 国や京都府の補助事業や企業等からの寄付金を活用して、地域の森林づくり活動組織によ

る植樹や除間伐、歩道整備等を支援しました。   

 

林野庁「森林・山村多面的機能発揮対策」事業 

林野庁の「森林・山村多面的機能発揮対策」事業により、府内各地域の４１組織の森林

づくり活動組織が行う里山林等の整備や、森林環境教育等の取組を支援するとともに、参

加組織間の情報交換会や安全講習会を開催し、活動の充実に努めました。 
 

事 業 実施場所 総面積 支援対象 

森林保全活動 

  

京都市北区雲ヶ畑

出谷町など  

 

153ha 間伐等の里山保全、竹林

整備、作業道・獣害柵整

備、資器材の整備等 

※ 詳細は、１２ページ実施一覧参照 
 
 

京都府「府民参加型里山ふれあい事業」 

京都府豊かな森を育てる府民税を活用した「府民参加型里山ふれあい事業」により、府

内各地域の６３組織による荒廃した里山林の整備を支援し、地域活動の活発化に努めまし

た。 

実施個所 総面積 支援対象 

舞鶴市字富室など 16ha 倒木除去、放置竹林伐採等 

※ 詳細は、１３ページ実施一覧参照 
 

森林づくり基金による地域の森林づくりの取組支援 

モデルフォレスト運動に参画、賛同する企業等からの寄付金により地域の森林づくり活

動を支援するとともに、地域の森林づくり活動の充実に努めました。 
 

寄付者 交付額 事業実施地域 面積 

ＪＲ西日本株式会社 

(J-WESTポイント) 

1,997,000円 南山城村野殿、童仙房 8.2ha 

1,140,000円 綾部市安場町 4.7ha 

730,000円 京都市北区真弓 3.0ha 

合 計 3,867,000円  15.9ha 

 



 
 

 

 

（３）企業・団体による森林づくりと交流の推進と連携強化 

 

企業等による森林づくり活動の誘致 

企業等による森林づくり活動を希望されている地域の皆様の要望にお応えするため、企

業へのモデルフォレスト運動のPR、誘致活動を行いました。 

平成30年度は、新たに「公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金」（平成30年

7月3日）と「森林の利用保全に関する協定」を締結しました。これにより、府内での企

業等の参加による森林づくり活動は43団体（平成30年度末現在）となりました。 
 

企業・団体名 活動森林等 面積 

公益財団法人日新電機グループ社会貢献

基金（京都市右京区） 

「日新電機の森」 

（南丹市美山町中勘定） 

約3ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林づくりとCSR活動をテーマに企業等の交流・連携を推進するセミナーの開催 

森林づくりを通し社会貢献活動への関心を広め、活動に参画している企業間の情報交換等によ

り活動のレベルアップと連携推進を図るため、森林と SDGs をテーマに、第一線で活躍中の講師

を招き「CSR 活動公開セミナー」を開催するとともに、出席企業等との情報交換会を実施しまし

た。 
 

 

企業の森「オープンフォレスト」と企画・運営講座の開催 

  各企業の森林づくり活動の創意工夫を相互に学び、生物多様性保存の取組など活動のス

テップアップを支援するため、モデルフォレスト活動企画・運営講座を開催しました。 

行事名 実施日 会場 概 要 

CSR活動公開セミナー 

「SDGs時代のCSRと森林」 

9月11日 聖護院宗務

本所仏間 

講師：足立直樹氏 

（株）レスポンスアビリティ代表取締役 

事例報告：株式会社島津製作所、三共精

機株式会社 ※ 参加者約70名 

行事名 実施日 会場 概 要 

「企業が取り組む初めての生物

多様性を考える in森林」 

10月25日 日新電機の

森 (南丹市

美山町） 

講師：土田真奈見氏 

電機・電子 4 団体環境戦略連絡会生物多

様性ワーキンググループ主査 



 
 

 

 

 

（４）森林ボランティアの養成、支援 

森林整備体験教室等の開催 

 府民の森林の果たす様々な役割への関心を高め、森林づくり活動への参加に繋げるため、市町

村、ボランティア団体等の取組との連携を図りながら、間伐等の森林整備講座を開催しました。 

行事名 実施日 会場 

森林整備ボランティア養成講座 平成30年8月～（全４回） 精華町 
 
 

森の人材バンクの活用 

森林インストラクターなど様々な資格や技術を有する方々を登録した「森の人材バン

ク」を活用し、森林ボランティア団体や学校、企業等の希望に応じて指導者を紹介しま

した。 

また、企業、学校、団体等の要望に応じて、森林づくりへの理解を深めるための環境学

習講座等を支援しました。 

 

（５）普及啓発や情報発信 

イベント等を通したモデルフォレスト運動のPR 

  STIHLの森京都での体験イベントをはじめ様々な会場でイベントを開催し、モデルフ 

 ォレスト運動を幅広くＰＲしました。 

主な行事名 実施日 会 場 

「京の七夕」放置竹林整備活動 6月23日 大山崎町観音寺境内竹林 

「Club J-WESTの森」イベント 
6月2日 

STIHLの森 京都 
10月21日 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 参加者20名 

30.10.21 

30.10.21 



 
 

 

 

紙面、インターネット等による情報発信 

協会ホームページや協会広報誌「以森伝心」、フェイスブック、メールニュース等を活用し、協

会や森林づくり団体等が行う森林づくり活動等について情報発信し、モデルフォレスト運動への

府民参加のすそ野の拡大に努めました。 
 

森林吸収量認証制度を活用した普及啓発 

森林吸収量の認証機関として、企業等の森林整備活動や森林づくりへの寄付等による取

組を森林吸収量認証等により評価・PRし、企業やNPOの参加を促進しました。 

認証団体 認証CO2-t吸収量 

三洋化成工業(株) 11.94 

長岡京市 47.98 

(株)島津製作所 0.39 

KDDI(株)関西総支社 1.32 

(株)SCREENホールディングス 8.47 

計 70.10 
 

国際的なネットワークを活用した取組の展開 

英文ニュースを発行し、国際モデルフォレストネットワーク(IMFN)の一員として、京

都の取組を世界に向けて情報発信しました。 

 

（６）公的森林等の管理支援 

府有林の管理支援 

京都府から府有林管理の検査補助業務を受託し、公有林の多面的機能の充実を支援しま

した。 
 

洛西散策の森の管理支援 

府民の森とのふれあいの場所である「洛西散策の森」（京都市西京区）の管理を京都

府から受託し、府民に開かれた森林環境の整備に努めました。 

 

２ 次代を担うこどもたちの森づくり体験・学習の推進 
  

 森林環境学習等を通じた次代を担う子どもたちの育成 
  

こどもたちへの森林環境教育の推進 

  幼稚園などでの出前授業を実施し、森の大切さをわかりやすく伝えるとともに、森林観

察や工作など体験講座を実施しました。 

実施日 出前授業先 場  所 

平成３０年５月１１日 京都市立京極小学校 京都市上京区 

     ５月２８日 北野幼稚園  〃 左京区 

     ６月 ５日 京都市立安朱小学校  〃 山科区 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
    

企業等からの寄付による「こども森づくり体験・学習」 

  企業等からの寄付により「こども森づくり体験・学習」を開催し、森林づくり活動の 

見学・体験や、森林インストラクターによる森林教室などを通して、こどもたちの森林 

や環境への理解を深めました。 
  

実施日 会  場 概  要 

平成30年4月14日 鞍馬山国有林 参加者40人 

国際ソロプチミスト京都寄付事業 

     5月19日 法然院裏山 参加者34人 

キョーラク百年の森基金事業 

     11月3日～4日 南丹市美山町  参加者51人 

キョーラク百年の森基金事業 

平成31年3月21日 STIHLの森京都 参加者185人 
キョーラク百年の森基金事業、京都府と協力、
山キッズ体験交流学習会と同時開催 

 

 

 

 

 

 
 

平成３１年１月 ８日 府立嵯峨野高校 京都市右京区 

１月１０日  嵯峨幼稚園  〃 右京区 

     １月１６日 葉室幼稚園   〃 西京区 

     １月２３日  京都市立第三錦林小学校  〃 左京区 

     ２月１５日 京都市立金閣小学校  〃 右京区 

30.5.11 30.5.28 30.6.5 

30.4.14 30.5.19 30.11.4 

31.1.10 31.1.8 31.1.16 



 
 

 

 

 

こどもたちの交流の場づくり 

  府内各地で活動する緑の少年団と森林づくりに取り組む企業・団体等のこどもたちの交 

 流を目指した「京都山キッズ応援協定」に基づき、京都府と協力して交流イベントを開催 

 しました。（キョーラク百年の森基金事業と同時開催） 

行事名 実施日 会場 

山キッズ体験交流学習会 平成31年3月21日 STIHLの森京都 

 

ポスターコンクールを通じた自然を大切にする心の育成 

府内小中高等学校等を対象に、緑化運動ポスターコンクールを実施するとともに、広報

等を通して府民への緑化運動の啓発に努めました。 
 

    緑化運動ポスター：参加校152校 参加者数4,098人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

３ 緑の募金活動等を通じた啓発の推進 
募金活動を通じて森林をはじめとする緑の重要性等を啓発するとともに、森林づくりや森

林と触れあう取組への支援等を推進しました。 

（1）緑の募金活動 

 各種行事・イベントへの出展や関係団体と連携した街頭啓発活動、モデルフォレスト

運動参画企業や地方公共団体と連携した募金を進めるとともに、協力いただいた募金の活

用状況をホームページや印刷物等で積極的にPRして募金活動を推進しました。 
 

国土緑化推進機構の募金強化期間 募金目標額 平成３０年度実績額 

春期募金 ３月１日から５月３１日 １３，０００千円 １１，０４３千円 

秋期募金 ９月１日から１０月３１日  ４，０００千円 ４，２１５千円 

計  １７，０００千円 １５，２５８千円 

                       ※ 募金実績（平成30年1月1日～平成30年12月31日） 

 

＜緑化運動ポスター最優秀賞＞ ＜モデルフォレスト協会理事長賞＞ 



 
 

 

 

（2）緑の募金啓発活動 

  地域での取組を紹介し、緑の募金の取り組みをPRするチラシ、リーフレットの作成等 

により、緑化思想の普及啓発に努めました。 

  また、PR資材として、緑の羽根や種子等を購入したほか、府内産材を活用した木製品 

 により、森林保全の重要性をあわせて呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）緑の募金による事業 
 

緑化推進 

  ア 学校・地域緑化・森林環境学習推進 

次代を担う児童・生徒に、森林や緑の大切さを理解してもらうことを目的に、学校

緑化・森林環境学習実施経費を助成しました。 

 

地 域 実 施 校 

京都・乙訓地域 京都市立大宮小学校、京都市立朱雀第一小学校、京都市立祥豊小学

校、京都市立嵐山小学校、京都市花園小学校、京都市高雄小学校、

向日市立西ノ岡中学校、向日市立第３向陽小学校 

山城地域 宇治市立南部小学校、宇治市立西小倉中学校、木津川市立相楽小学

校、木津川市立上狛小学校 

南丹地域 亀岡市立東輝中学校 

中丹地域 綾部市立志賀小学校 

丹後地域 宮津市立府中小学校、京丹後市立いさなご小学校 

                                       16校 

 

 

 



 
 

 

 

イ 緑の少年団等の育成・活動支援 

緑の少年団活動を支援するため、緑の少年団が行う学習活動・野外活動・奉仕活 

動に係る経費を助成しました。 

地 域 実 施 校 

京都・乙訓地区 京都府弓削緑の少年団、ガールスカウト京都緑の少年団 

山城地区 
こうのす緑の少年団、ボーイスカウト田辺第１団緑の少年団、木津

川市ガールスカウト緑の少年団 

南丹地区 ガールスカウト第５７団緑の少年団、京丹波町立和知小学校緑の少

年団、美山緑の少年団 

中丹地区 

福知山市立細見小学校緑の少年団、福知山市立菟原小学校緑の少年

団、福知山市立美河小学校緑の少年団、美鈴緑の少年団、ガールス

カウト福知山緑の少年団、有仁小学校緑の少年団、夜久野学園みど

りの少年団 

丹後地区 京丹後長岡緑の少年団 

 

地域での取組支援 

地域の募金協力団体が、各地域で森林整備や植樹等を通じて緑化思想の普及啓発を図

る取組を支援するとともに、担当者会議等により相互の情報交換や積極的な交流を進め

ました。                                                   
                                                                     （千円） 

募金協力団体 交付額 主な取組 

京都・乙訓緑化推進委員会 １，０１３ 

ボーイスカウト、ガールスカウトの森林整備活
動支援、地域緑化、学校緑化、啓発活動・募金

等 

山城モデルフォレスト推
進協議会 １，０９７ 

森林ボランティア団体活動支援、愛鳥モデル
校・ボースカウト、ガールスカウトへの活動助
成、森林整備・緑化推進啓発等 

亀岡市都市緑花協会 ８６５ 
苗木・プランター配布、花づくりコンクール、

緑の少年団活動資材の助成等 

南丹・京丹波林業振興会 ４２７ 地域緑化推進、緑化樹の苗木配布、募金活動等 

福知山緑化推進委員会 １，１８３ 
森林ボランティア団体活動支援、自治会等への

緑化樹配布、福知山地方植樹祭等 

舞鶴市森づくり推進委員会  １，４１８ 

森林整備活動、地域緑化、学校緑化、緑の少年
団、ボーイスカウト・ガールスカウト育成活動
助成、緑化啓発等 

綾部緑化推進委員会 ４０４ 苗木配布、緑の少年団活動助成、緑化啓発等 

与謝地方林業振興会 ３９８ 地域の植樹活動支援、緑化啓発等 

丹後地方林業振興会 １９１ 苗木配布、地域緑化推進等 

計９団体   



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 総会等の開催                         

 

実施日 会議名 

平成30年5月 第1回理事会 

      6月12日 平成30年度定時総会 

     同  上 記念講演会「新素材セルロースナノファイバーの現状と課題」 

平成31年3月27日 第2回理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綾部 

亀岡 南丹 

舞鶴 
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平成３０年度森林・山村多面的機能発揮対策交付金実施一覧 

 
  

活動組織名
活動
市町村

里山
林保
全

侵入
竹除
去

森林
資源
利用

森林
機能
強化

教育・
研修
活動

資機
材・施
設整備

1 雲ヶ畑コモンズ・結い林業組合 京都市 ○ ○

2 森なかま 京都市　南丹市 ○

3 みどりの会伏見桃山 京都市 ○ ○

4 自然住宅情報ひろば 京都市 ○ ○

5 塔財産管理会 京都市 〇

6 特定非営利活動法人　ビオトープネットワーク京都 京都市・宇治市 ○ ○ ○

7 京都府公立大学法人 京都市　南丹市 ○ ○ ○ ○ ○

8 特定非営利活動法人　森守協力隊 京都市 ○

9 久保川と天王山の森を守る会 大山崎町 ○ ○

10 宇治きこりの会 宇治市 ○

11 特定非営利活動法人　加茂女 木津川市 ○ ○

12 特定非営利活動法人　京都発・竹・流域環境ネット鹿背山地区　 木津川市 ○ ○

13 鹿背山元気プロジェクト 木津川市 ○ ○ ○ ○

14 森なかま三山木竹会 京田辺市 ○

15 フォレスト南山城 南山城村 ○ ○ ○

16 特定非営利活動法人　八幡たけくらぶ 八幡市 ○

17 和束の森探検隊 和束町 ○ ○

18 亀岡里山クラブ 亀岡市 ○ ○ ○

19 篠町「町つくり推進会」長尾山部会 亀岡市 ○ ○

20 菅坂生産森林組合 舞鶴市 ○

21 今田地区活動組織 舞鶴市 ○ ○ ○ ○

22 池姫竹炭組合 舞鶴市 ○ ○

23 久田美里山の会 舞鶴市 ○

24 常地区里山を明るくする会 舞鶴市 ○ ○

25 西方寺の森保全の会 舞鶴市 ○ ○ 〇

26 京丹後木の駅実行委員会 京丹後市 ○

27 京丹後長岡緑の少年団 京丹後市 ○ ○ ○

28 上宮津地域会議 宮津市 ○ ○ ○

29 特定非営利活動法人　地球デザインスクール 宮津市 ○ ○ ○

30 炭山里山の会 宇治市 ○ ○

31 鹿背山倶楽部 木津川市 ○

32 三俣生産森林組合 福知山市 ○ ○ ○

33 特定非営利活動法人　間伐材研究所 綾部市 ○ ○ ○

34 フォレスト丹波 綾部市 ○ ○

35 まいづる竹林整備・竹活用ネットワーク協議会 舞鶴市 ○

36 宮津世屋エコツーリズムガイドの会 宮津市 ○ ○

37 グリーンフォレスト洛北会 京都市 ○ ○ ○

38 京北自伐グループ 京都市 ○ ○

39 よさの三四の森の会 与謝野町 ○ ○

40 京丹波町獣害対策室 京丹波町 ○ ○ ○

41 丹後森と暮らす会 与謝野町 ○ ○

41 団体



 
 

 

 

 

  
活動組織名 市町村 実施内容

1 堂ノ上里山を守る会 京丹波町 台風被害・雪害竹林伐採・間伐、風倒木処理搬出、枯木・不良木伐採

2 下町自治会 福知山市 竹・雑木伐採、高木枝落とし・集積

3 旭町三俣山組合 亀岡市 風倒木の処理・運搬・集積、路面の整正
4 森林・環境ネットワーク 南丹市 放棄林地の整備　間伐・笹及び雑木伐採
5 龍献寺　 京丹後市 放置竹林の伐採
6 中立区 京丹後市 放置竹林の伐採
7 六神社 京丹後市 放置竹林の伐採
8 口司区 南丹市 天然林の伐採・整理
9 法積寺　護持会 南丹市 天然林の伐採・集積
10 曽我谷区 南丹市 竹・ヒノキ・雑木の伐採及び整理
11 長江寺 舞鶴市 放置竹林・雑木の伐採
12 栗揚自治会7組最寄 綾部市 竹林等の整理伐
13 須波伎自治会　横掾最寄 綾部市 竹林等の整理伐
14 七百石自治会 綾部市 灌木類の伐採及び地拵え
15 広瀬林業組合 綾部市 作業道の補修
16 上延野山組合 綾部市 作業歩道の整備
17 河原町区 南丹市 風倒木の処理・搬出、天然林の除間伐
18 口小倉資産管理委員会 福知山市 竹・灌木の伐採
19 鳥羽区自治会 南丹市 山裾法面整備・不要木伐採・整理、倒木危険木伐採
20 小原区 舞鶴市 放置竹林の伐採、風倒木の処理・搬出
21 旭西町内会 舞鶴市 放置竹林の伐採、作業歩道の復旧
22 加津良自治会 舞鶴市 雑木の伐採
23 花木自治会 舞鶴市 竹及び雑木の伐採
24 奥野部2組 福知山市 放置竹林の伐採・集積

25 奥野部3組 福知山市 竹・灌木の伐採
26 安心な溝尻中町をつくる会 舞鶴市 危険木の伐採
27 鞍岡の森を守る会 精華町 風倒木の処理・搬出、倒木の危険性の高い樹木の伐採等
28 登尾自治会 舞鶴市 山道作設、放置雑木の伐採・整備、環境整備等
29 壱分シイノ坪小垣耕作組合 京丹後市 竹林・灌木・笹伐採整理
30 平田区 京丹後市 除間伐
31 和田野区 京丹後市 放置竹林の伐採
32 井辺区 京丹後市 放置竹林の伐採
33 下和田区 京丹後市 放置竹林の伐採
34 内記区 京丹後市 放置竹林の伐採
35 門垣5組 福知山市 雑木等の伐採

36 門垣自治会 福知山市 雑木・笹刈り
37 奥野部農区 福知山市 放置竹林の伐採・集積
38 七百石自治会大町最寄　 綾部市 雑木・桧等の整理伐
39 大島町西自治会 綾部市 灌木・竹・桧等の整理伐
40 綾部八幡宮 綾部市 灌木類・桧等の整理伐
41 黒田区 南丹市 天然林の除間伐
42 埴生区 南丹市 竹林の伐採・整理
43 武内神社総代会 精華町 立ち枯れ樹木の伐採、風倒木の処理・搬出
44 南条岩ヶ谷山を守る会 亀岡市 放置樹木の伐採、倒木の処理・搬出、作業搬入路の作設、下刈り

45 大谷口エコークラブ 亀岡市 風倒木の処理・搬出、作業歩道の作設
46 日吉神社 福知山市 放置竹林の伐採
47 田野町山林組合 綾部市 灌木類・桧等の整理伐
48 岩間自治会森林部 福知山市 間伐木の搬出、雑木の伐採、作業道の造成
49 慈眼寺 綾部市 灌木類・竹等の整理伐
50 長谷区財産管理委員会 南丹市 風倒危険木の伐採処理
51 観音寺区 南丹市 風倒木の処理・搬出
52 鳥羽区財産管理組合 南丹市 山裾法面整備、クヌギ更新地整備、不要木伐採・処理
53 東光寺　月耀会 福知山市 竹及び雑木伐採・集積
54 父活プロジェクト 京都市 放置竹林の伐採、風倒木の処理・搬出、作業歩道の作設
55 上延町自治会6組最寄 綾部市 竹・灌木等の整理伐
56 和束の森探検隊 和束町 作業林道の作設
57 菟原中営農組合 福知山市 放置竹林の伐採
58 堀越自治会 福知山市 竹林枯竹伐採、灌木等刈払い、倒木・支障木伐採
59 池田自治会 福知山市 作業歩道の作設
60 田野山田自治会 福知山市 里山林、雑木灌木等伐採・刈り払い・集積
61 一品神社氏子会 福知山市 放置竹林の立竹木伐採
62 神吉元上財産区 南丹市 危険木の伐採、風倒木の処理、歩道の整備
63 小寺自治会 宮津市 侵入竹林の伐採と倒木の伐採、歩道の整備

６３組織

平成３０年度府民参加型里山ふれあい事業実施一覧 



 
 

 

 

協会によるイベント等の取組 

4月 14日（土） 

20日（金） 

国際ソロプチミスト京都協賛「森づくり・体験学習」(貴船、鞍馬) 

第１回府民参加型モデルフォレスト運動推進委員会 

5月 7日（月） 

11日（金） 

19日（土） 

28日（月） 

緑化運動ポスター募集開始 

「森の出前授業」（京都市立京極小学校） 

キョーラク百年の森基金事業「子ども森づくり・体験学習会」(大文字山) 

「森の出前授業」（北野幼稚園） 

6月 2日（土） 

5日（火） 

15日（金） 

21日（木） 

23日（土） 

30日（土） 

第 9回 Club J-WESTの森 森づくりイベント（南丹市） 

「森の出前授業」（京都市立安朱小学校） 

ローソン「城山台小学校環境緑化モデル事業」完成記念式典 

緑化運動ポスター審査会 

『京の七夕』放置竹林整備活動行事 

森林づくり活動組織の現地講習・見学会 

7月 3日（火） 

 

20日（金） 

公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金との「森林の利用保全に関

する協定」調印式 

第 1回森林づくり基金運営委員会 

8月 4日（土） 

25日（土） 

京都トヨペット「夏休み森の MIRAI教室」協力（南丹市） 

森林整備ボランティア講座第 1回（精華町） 

9月 1日（土） 

11日（火） 

23日（日） 

緑化運動ポスターコンクールの表彰式開催（府立植物園） 

公開セミナー「SDGs時代の CSRと森林」開催（聖護院） 

森林整備ボランティア講座第 2回（精華町） 

10月 7日（日） 

21日（日） 

25日（木） 

30日（火） 

森林整備ボランティア講座第 3回（精華町） 

第 10回 Club J-WESTの森 森づくりイベント（南丹市） 

企業の森オープンフォレスト＆企画運営講座（日新電機の森） 

ローソン「しんざん小学校環境緑化モデル事業」完成記念式典 

11月 3日(土)～4(日) 

10日（土） 

14日（水） 

15日（木） 

24 日(土)～25 日(日) 

28日（水） 

キョーラク百年の森基金事業「子ども森づくり・体験学習会」(南丹市） 

森林整備ボランティア講座第 4回（精華町） 

「森林・山村多面的機能発揮対策事業」説明会開催（京都市） 

       〃               （福知山市） 

親子木工教室（京都パルスプラザ） 

「緑の募金協力団体会議」（京都市） 

12月 15日（土） 森林づくり体験（三井住友海上への活動支援）（宇治市） 

1月 8日（火） 

10日（木） 

16日（水） 

23日（水） 

「森の出前授業」（府立嵯峨野高校） 

「森の出前授業」（嵯峨幼稚園） 

「森の出前授業」（葉室幼稚園） 

「森の出前授業」（京都市立第三錦林小学校） 

2月 6日（水） 

15日（金） 

20日（水） 

23日（土） 

28日（木） 

緑の募金運営協議会（京都市） 

「森の出前授業」（京都市立金閣小学校） 

ローソン「同志社国際学院初等部環境緑化モデル事業」完成記念式典 

府民公開講座「伏見稲荷山の歴史と森、自然にふれる」（伏見稲荷） 

平和の緑づくり事業 完成記念式典（つくし保育園） 

3月 5日（火） 

21日（木） 

平和の緑づくり事業 完成記念式典（太秦保育園） 

キョーラク百年の森基金事業「子ども森づくり・体験学習会」（南丹市） 

  



 
 

 

 

「企業の森」等における社員や府民参加による森林づくり活動、イベント等  

4月 6日（金） 

7日（土） 

12日（木） 

14日（土） 

21日（土） 

〃 

〃 

26日（木） 

28日（土） 

三洋化成工業株式会社（和束町） 

株式会社島津製作所（南丹市） 

株式会社マツシマホールディングス（長岡京市） 

京都生活協同組合（亀岡市） 

グンゼ株式会社（綾部市） 

エスペック株式会社（福知山市） 

株式会社村田製作所（亀岡市） 

株式会社マツシマホールディングス（長岡京市） 

ＫＤＤＩ株式会社（大山崎町） 

5月 2日（火） 

12日（土） 

〃 

19日（土） 

〃 

20日（日） 

〃 

25日（金） 

26日（土） 

〃 

〃 

〃 

29日（火） 

株式会社島津製作所（南丹市） 

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス（亀岡市） 

ワタキューセイモア株式会社（井手町） 

京セラ株式会社（京田辺市） 

京都乙訓ロータリークラブ（長岡京市） 

株式会社スリーエス（福知山市） 

株式会社京都銀行（京都市） 

オムロン株式会社京都事業所（京都市） 

グンゼ株式会社（綾部市） 

株式会社ドコモＣＳ関西（宇治市） 

株式会社村田製作所（亀岡市） 

株式会社京都銀行（京都市内） 

株式会社マツシマホールディングス（長岡京市） 

6月 2日（土） 

3日（日） 

11日（月） 

14日（木） 

16日（土） 

〃 

23日（土） 

西日本旅客鉄道株式会社（南丹市） 

モリカワグループ（南丹市） 

日本きものシステム協同組合（南丹市） 

株式会社マツシマホールディングス（長岡京市） 

株式会社京都銀行（京都市） 

日東精工株式会社（綾部市） 

株式会社虎屋京都工場（南丹市） 

7月 14日（土） 

21日（土） 

三共精機株式会社（南丹市） 

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス（亀岡市） 

8月 4日（土） エスペック株式会社（福知山市） 

9月 1日（土）   

2日（日） 

15日（土） 

三洋化成工業株式会社（和束町） 

公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金（南丹市） 

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス（亀岡市） 

10月 13日（土） 

〃 

  19日（金） 

20日（土） 

株式会社ドコモＣＳ関西（宇治市） 

ワタキューセイモア株式会社（井手町） 

株式会社平和堂（和束町） 

グンゼ株式会社（綾部市） 



 
 

 

 

〃 

〃 

21日（日） 

〃 

25日（木） 

27日（土） 

28日（日） 

〃 

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社（宇治田原町） 

三共精機株式会社（南丹市） 

株式会社スリーエス（福知山市） 

西日本旅客鉄道株式会社（南丹市） 

株式会社平和堂（和束町） 

株式会社村田製作所（亀岡市） 

高砂熱学工業株式会社大阪支社（南丹市） 

公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金（南丹市） 

11月 3 日（土）～4 日（日） 

3日（土） 

8日（木） 

10日（土） 

〃 

〃 

〃 

11日（日） 

15日（木） 

17日（土） 

〃 

〃 

25日（日） 

29日（木） 

キョーラク株式会社（南丹市） 

グンゼ株式会社（綾部市） 

オムロン株式会社京都事業所（京都市） 

ＫＤＤＩ株式会社（大山崎町） 

（一社）京都府トラック協会（京都市） 

京都乙訓ロータリークラブ（長岡京市） 

株式会社京都銀行（京都市） 

京都生活協同組合（亀岡市） 

オムロン株式会社京都事業所（京都市） 

エスペック株式会社（福知山市） 

京セラ株式会社（京田辺市） 

株式会社村田製作所（亀岡市） 

楽天株式会社（南丹市） 

オムロン株式会社京都事業所（京都市） 

12月 1日（土） 

2日（日） 

8日（土） 

オムロン株式会社京阪奈イノベーションセンタ（井手町） 

株式会社京都銀行（京都市） 

三洋化成工業株式会社（和束町） 

1月 19日（土） エスペック株式会社（福知山市） 

2月 23日（土） 株式会社虎屋京都工場（南丹市） 

3月 3日（日） 

9日（土） 

10日（日） 

21日（木） 

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス（亀岡市） 

三共精機株式会社（南丹市） 

サントリーホールディングス株式会社（大山崎町） 

キョーラク株式会社（南丹市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


