
平成１９年度林野庁補助事業「森づくりコミッション中央研修」

－ 地域の森づくり活動を活性化させる「中間支援組織」づくりや、

地域特性を踏まえた戦略的な「企業の森づくり」の推進方策を学ぶ －

国民参加の森林づくりコーディネーター養成研修会

第１３回『グリーンカレッジ』 開催要項

【開催日程】 平成19年12月14～17日（金～月）

【開催場所】 東京都千代田区・江東区

（「農林水産省 講堂」及び東京都社会教育施設・東京文化スポーツ館「BumB」）

◆参加対象 ～こんな方に、おススメです～

① 都道府県緑化推進部署（企業の森づくり・森林ボランティア支援等）のスタッフ

② 都道府県緑化推進委員会や、都道府県の森づくり支援センター等のスタッフ

③ 企業やＮＰＯ・学校等による森づくり活動のサポートを行うＮＰＯのスタッフ

④ 今後、企業やＮＰＯ・学校等による森づくり活動のサポートを行いたいと考えている非営利団体のスタッフ

◆研修内容 ～こんなプログラムをご用意いたします～

① 「森づくりコミッション」等の中間支援組織づくりに関する内容

（中間支援組織の理論等の講義から、先進的な地域の事例紹介、NPO等の実践者とのワークショップまで）

② 「企業の森づくり」の推進方策に関する内容

（「企業の森づくり」の理論等の講義から、行政等による先進事例紹介、企業担当者とのワークショップまで）

③ 地域特性を生かした戦略的な「企業の森づくり」推進のビジョン・プランづくり

（地域特性の客観化とポジショニングを踏まえた、戦略的なビジョン・プランづくりまで）

主催：社団法人国土緑化推進機構 企画・運営：特定非営利活動法人森づくりフォーラム

○ 近年、地球温暖化防止や生物多様性保全などの地球規模の環境問題が顕在化する中で、森林に対する

社会の期待は国際的に高まりつつあります。また、「森林セラピー」といった心や身体の健康づくり

として、或いは「森のようちえん」といった子どもの自然体験や環境教育等のフィールドとして、森

林に対する新たな利活用の期待も高まりと拡がりをみせています。

○ その中、わが国の森林を豊かな状態で次世代に引き継いでいくためにも、これまで関わりのない新た

な企業や学校、ＮＰＯ等の多様な主体の森づくり活動への参加を促進することが期待されています。

○ そこで、新たな主体の参加を促進するために、活動フィールドや森林ＮＰＯ団体等を紹介・斡旋した

り、森づくりの作業技術や活動ノウハウを助言・指導したり、企画立案をサポートする中間支援的な

役割を担う「森づくりコミッション」が、全国各地で設立されることが期待されています。

○ そこで、本研修会では、多様な主体間が連携・協働することで、地域における中間支援機能を構

築・拡充する方策や、特に近年企業の社会的責任（ＣＳＲ）としての取り組みが広がっている「企業

の森づくり」を促進する方策について、専門家による講義や、先進地における事例紹介、そして参加

者間のワークショップを通して、地域毎の推進方策を習得する研修会を開催します。 

《開催趣旨》 

※ 本研修の初日の一部は、『森づくりコミッション 説明会』との同時開催となります。（説明会の詳細は問合せ先までご請求下さい）。 



 

 
 

 実 施 概 要  

◆開催期間  平成 19 年 12 月 14 日(金) 13 時から 12 月 17 日(月) 15 時まで ［３泊４日］ 

◆開催場所   「農林水産省 講堂」（東京都千代田区霞が関 1-2-1）                【14 日（金）】 

「ＢｕｍＢ 東京文化スポーツ館」（東京都江東区夢の島3-2）      【15～17日（土～月）】 

◆募集人数  20名（応募者多数の場合は、選考とさせていただきます） 

◆参 加 費  25,000円（宿泊費・食費等の実費として） 

◆交 通 費  民間非営利団体からの参加者は、居住地の県庁所在地の最寄りＪＲ駅・空港より東京

までの交通費を補助します。（公務ではなく休暇を用いて参加する公務員も含む） 

◆申込方法  以下の必要書類を、下記申込先まで、郵送またはE-mailにてご提出ください。 

①参加申込書（別途様式：必要に応じてホームページよりダウンロードして下さい） 

②自己紹介文 

［内 容］「所属組織における中間支援的な取組の現状と課題を踏まえた、所属組

織における本人の役割の現状と今後の展望」 

［文字数］1,200字程度（最大1,600字以内：パソコンで40文字×40行以内） 

◆申込締切  平成 19 年 11 月 22 日（木） 必着 

◆決定通知  ご本人へ、11月28日(水)までにご連絡いたします。 

 
 

 主な講師と内容  
■講義①「計画性・安全性・地域性を配慮した、持続可能な企業・市民の森づくり」 

講師：宮林 茂幸（東京農業大学森林総合科学科・教授） 

■講義②「多様なセクターの“強み”を生かした中間支援組織づくり 

～中間支援組織・コーディネーターに求められる役割・機能と連携・協働型組織づくり～」 

講師：川北 秀人（人と組織と地球のための国際研究所・代表） 

■講義③「企業のCSRとCSRにおける“企業の森づくり”」 

講義④「“企業の森づくり”の多様なプログラム・メニュー」 

講師：近藤 修一（S.P.ファーム・代表）、(社)国土緑化推進機構 

■事例発表①「行政等による多様な“中間支援機能”発揮に係る推進体制・内容」 

事例紹介：和歌山県、高知県、長野県、東京都、京都モデルフォレスト協会 ほか 

■事例発表②「多様な主体が参加した森づくり中間支援組織」 

事例紹介：(財)オイスカ、ちば里山センター ほか 

■事例発表③「“企業”の視点からの『企業の森づくり』の実施目的・内容」 

事例紹介：(株)ローソン、サントリー(株)、東京電力(株) 

※ ワークショップ・ファシリテーター ： 宮本 英樹（(NPO)ねおす・専務理事） 

 

 お申込先 ・ お問合せ先  

［①都道府県・都道府県緑化推進委員会関係の方］（都道府県緑化推進委員会を経由してお申込下さい） 

社団法人国土緑化推進機構 情報・普及部 ［担当：立石・木俣］ 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-5  砂防会館内 
TEL：03-3262-8437 FAX：03-3264-3974 E-mail：comis@green.or.jp http://www.moridukuri.jp 

［②一般の方］ 

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム ［担当：石井・永井］ 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-3 斉藤ビル 3 階 
TEL：03-3868-9535 FAX：03-3868-9536 E-mail：offce-gc@moridukuri.jp http://www.moridukuri.jp



【スケジュール】 

《１日目》 
［12月14日（金）］ 

《２日目》 
（12月15日（土）） 

《３日目》 
12月16日（日） 

《４日目》 
12月17日（月） 

主要テーマ：『概論』 『中間支援組織づくり』 『企業の森づくり』 『地域性ある企画づくり』 

朝食 朝食 朝食 

ふりかえり ふりかえり 【ワークショップ①】 

「自己紹介、課題の共有

化・研修目的の明確化」 【講義③】 

「企業の CSR と CSR にお

ける“企業の森づくり”」 

【ワークショップ⑥】 

「地域資源の洗い出しと地

域特性の客観化」 

【ワークショップ④】 

「ＣＳＲとしての“森づくり活

動”のポジショニング」 

【講義⑤】 

「機能的・発展的な“戦略づ

くり”の視点・留意点」 

 

 

【講義②】 

「多様なセクターの“強み”

を生かした中間支援組織

づくり ～中間支援組織・

コーディネーターに求められ

る役割・機能と連携・協働型

組織づくり～」 

［人と組織と地球のための国

際研究所・代表 川北秀人］ 

【講義④】 

「“企業の森づくり”の多様

なプログラム・メニュー」 

[S.P.ファーム・代表 近藤修一

／国土緑化推進機構] 

【ワークショップ⑦】 

「企業ニーズと地域特性の

シナジー効果を生かした

「企業の森づくり」推進の

ビジョン・プランづくり」 

昼食 昼食 昼食 昼食 

【開講式・オリエンテーション】 （午前の続き） 

 

【相談会】（適宜） 【基調報告】 

「森づくりコミッション」とは 

［林野庁・国土緑推］ 【報告会】 

「地域特性ある『企業の森

づくり』・ふりかえり」 

【閉会式】 

【講義①】 

「計画性・安全性・地域性を

配慮した、持続可能な 

企業・市民の森づくり」 

［東京農業大学森林総合 

科学科・教授 宮林茂幸］ 

【事例発表②】 

「多様な主体が参加した 

森づくり中間支援組織」 

○ＮＰＯ実施型 

［（財）オイスカ ほか］ 

○サポートセンター設置型 

［ちば里山センター ほか］ 
 
※ その他、研修参加団体のう

ち、特色ある取組をしている

事例を紹介予定です。 

【事例発表③】 

「“企業”の視点からの 

『企業の森づくり』の 

実施目的・内容」 

○地域・社会貢献タイプ 

［（株）ローソン］ 

○環境・社会貢献タイプ 

［サントリー（株）］ 

○持続可能な地域づくりタイプ 

［東京電力（株）］ 

【事例発表①】 

「行政等による多様な 

“中間支援機能”発揮に 

係る推進体制・内容」 

○企業の森づくり 

［和歌山県・高知県・長野

県・東京都］ 

○中間支援組織づくり 

［京都府ﾓﾃﾞﾙﾌｫﾚｽﾄ協会 

ほか］ 

 

【ワークショップ③】 

「地域における 

中間支援機能・組織の 

現状とその拡充・強化策」 

《ワークショップ内容》 

� 地域資源の整理 

� 使命・目的の整理 

� 推進体制の拡充・強化 

� 支援機能の拡充・強化 

［（NPO）ねおす・専務理事 

 宮本英樹］ 

【ワークショップ⑤】 

「ステークホルダーに 

とって付加価値の高い 

「企業の森づくり」活動の 

あり方」 

《ワークショップ内容》 

�対消費者 

�対従業員 

� 対株主・社会 

［（NPO）ねおす・専務理事 

 宮本英樹］ 

夕食 夕食 
懇親会 

情報交換会 情報交換会 

移動・入浴・就寝 入浴・就寝 入浴・就寝 

 



＜国民参加の森林づくりコーディネーター養成研修会＞ 

「第13回グリーンカレッジ」参加申込書  

ふりがな  

氏 名  

性 

別 

男
・
女 

種 別 

① 都道府県 職員 

② 地方緑推等 職員 

③ 一般・その他 

所 属  役職名  

線 
住 所 

〒 

 
最寄駅 

駅 

電 話  ＦＡＸ  

E-mail  生年月日 １９   年   月   日生 

主な活動

歴(※) 

 

 

 

その他 
 

 

※「国民参加の森林づくり」活動（森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・企業の森づくり等）等に係る主な活動歴・業務歴等についてご記入下さい。 


