
◎平成３０年度秋田県水と緑の森づくり推進事業（ソフト）実績

(No.1)

番号 市町村名

1 鹿角市

2 鹿角市

3 鹿角市

4 鹿角市

5 鹿角市

6 鹿角市

7 鹿角市

8 鹿角市

9 大館市

10 大館市

11 大館市

12 大館市

13 大館市

14 大館市

15 大館市

16 大館市

17 大館市

18 大館市

19 大館市

20 北秋田市

21 北秋田市

22 北秋田市

23 北秋田市

24 北秋田市

25 八峰町

26 能代市

27 能代市

28 能代市

29 能代市

30 能代市

31 秋田市

32 秋田市

33 秋田市

34 秋田市

35 秋田市

36 秋田市

実施主体 活動内容 参加者数（人）

花輪小 セラピー体験、木育　２回／年 80

花輪北小 自然観察会　１回／年 19

平元小 自然観察会、木育　2回／年 59

十和田小 自然観察会　１回／年 34

末広小 セラピー体験　１回／年 22

大湯小 自然観察会　２回／年 47

尾去沢小 セラピー体験 １回／年 23

わかば保育園 自然観察会、森林環境学習　２回／年 36

桂城小 森林環境学習　１回／年 40

城西小 森林環境学習、木育　２回／年 96

有浦小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 77

長木小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 19

上川沿小 自然観察　１回／年 26

西館小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 24

早口小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 20

山瀬小 自然観察会、森林環境学習　１回／年 22

田代中学校 森林環境学習　１回／年 116

大館ホテヤこども園 植菌体験、木育　２回／年 300

大館ホテヤ第二こども園 植菌体験、木育　２回／年 50

鷹巣東小 自然観察会、森林体験活動、木育　４回／年 44

鷹巣中央小 自然観察会　２回／年 63

鷹巣南小 自然観察会、木育　２回／年 61

阿仁合小学校 自然観察会　３回／年 60

あきたリフレッシュ学園 植菌体験　１回／年 10

八森小 自然観察会、植樹活動　１回／年 74

轟保育園 自然観察会　１回／年 22

市立鶴形小 自然観察会、森林環境学習　２回／年 40

富根地区協議会 育樹、植菌活動　２回／年 82

能代支援学校PTA 植樹活動　　１回／年 115

常盤中学校 森林環境学習　１回／年 23

秋田北中 森林環境学習　１回／年 274

広面小 自然観察会、森林環境学習　３回／年 261

戸島小 自然観察会、森林環境学習　３回／年 115

勝平保育園 自然観察会　４回／年 115

日新保育園 自然観察会　２回／年 90

こうほく風の遊育舎 自然観察会、木育　１０回／年 331



(No.2)

番号 市町村名

37 秋田市

38 秋田市

39 秋田市

40 秋田市

41 秋田市

42 秋田市

43 由利本荘市

44 大仙市

45 大仙市

46 大仙市

47 横手市

48 横手市

49 横手市

50 横手市

51 横手市

52 湯沢市

53 羽後町

54 東成瀬村

合計

 

実施主体 活動内容 参加者数

こども園あきた風の遊育舎 自然観察会　１０回／年 355

学童保育あきた風の遊育舎 自然観察会　４回／年 80

ひがし保育園 自然観察会、森林環境学習、木育　６回／年 200

こまどり幼稚園・保育園 自然観察会、木工体験　２回／年 230

秋田幼稚園 自然観察会、木育　１３回／年 197

Akitaコドモの森 自然観察会　５回／年 121

由利本荘保育会 自然観察会、木育　２回／年 63

中仙小 自然観察会、森林環境学習、木育　８回／年 213

ちっちゃいもの倶楽部 森林環境学習、間伐、木工体験　３回／年 51

豊成中 木工体験　２回／年 51

十文字第二小 木工体験　３回／年 52

醍醐小 木工体験　１回／年 54

睦合小 木工体験　３回／年 46

山内小 森林環境学習、木育体験　６回／年 143

横手南中 自然観察会、森林環境学習、林業体験　１回／年 30

山田小 自然観察会、木工体験　１回／年 26

羽後町土地改良区 自然観察会、木工体験　２回／年 60

東成瀬村 ブナ植樹活動、自然観察会　１回／年 12

4,874

横手市南中学校

 ・森林学習交流館（プラザ

クリプトン）の学習の森に
て、林業体験型プログラ
ムを実施（写真は、秋田林
業大学校で、高性能林業
機械見学）

日新保育園（秋田市）

 ・秋田市下浜地区「健康

の森」にて、森林散策や自
然の中で伸び伸びと遊ん
だ。

県内小・中学校教員を対象に、８月９日に森林学
習交流館 （プラザクリプトン）にて、基礎知識の習

得を目的として実施

 ・参加者２２名

屋外講習「樹高のはかり方」

保育士を対象に、幼稚園等おける自然体験型
活動や木育活動を実践できる指導者を養成

 ・６名（木育インストラクター養成講座 ３名）

　　　　（木育体験プログラム講座　　　 ２名）

　　　　（森のようちえん指導者養成　   １名）

森林ボランティア指導
者として、森の案内人
の育成研修を３月に２
回開催　　　

木育インストラクター養成講座（東京）


