
とっとり共生の森

鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220

電話0857-26-7335／FAX0857-26-8192／E-mail:moridukuri@pref.tottori.lg.jp

企業やＮＰＯなどの皆さんの環境貢献への取組みに、
山紫水明なる「とっとりの森林」をご提供します。

森林を守り育て環境貢献 □□□

Tottori  Prefecture

氷ノ山の樹氷 初夏の大山南壁

智頭の慶長杉船岡の竹林公園

雨上がりの鵜の池

大山桝水原の錦絵

出合いの森

日野川の源流

大山滝のブナ

中津の天然生林

里山（２１世紀の森）の夏 暮らしを守る防風林暮らしを守る防風林やっぱり山は気持ちいい



企業・県・市町村の三者で森林保全・管理協定を締結

企業の森林保全への取組みを鳥取県・市町村が支援いたします

体験型社員研修などの企画、研修施設、宿泊施設、講師の御紹介などを含めてサポートいたします。

新聞記事や鳥取県ホームページ等で皆様の取り組みを積極的にＰＲします。

協定森林の名称は、企業等の皆様に自由に御命名いただけます。

ほかにはこんなこと！

「とっとり共生の森」の仕組み

この取組みでは、県・地元市町村が連携し、森林所有者と企業等との架け橋となり、
地元との調整や企業等の森林保全に関する活動などを支援いたします。

企 業 等 森林所有者

林業事業体

無償提供

現地調査

・植栽、森林管理業務等

雇用の創出

交流・地域の活性化

植栽森林保全契約

環境貢献

企業イメージＵＰ

情報発信

・ CO2吸収、地球温暖化防止
（SDGs、脱炭素社会への貢献）

・環境教育

・レクリエーションの場

ニーズに応じた
活用方法を
提案します

・社会貢献活動に
協力したい森林所有者

土地無償貸付契約

一定期間

面積0.1ha以上

（管理を委託する場合）

県・市町村の
コーディネート



森林整備の実践

《例示》

・水源林の造成

・自然災害跡地の復旧

・海岸マツ林の保全再生 等

森林空間の利用

森 林 保 全 活 動 の 内 容

《例示》

・環境教育

・自然観察会の開催 等



森林におけ る作業のあれ こ れ

森林は、成長段階に合わせた適切な手入れによって森林の持つ多面的な
機能を発揮することができます。

植付け ＞＞＞＞

地ごしらえ ＞＞＞ 植え付けやその後の
保育作業がしやすく、
表土の流亡を防ぐた
め、支障となる灌木や、
雑草、ササ等を刈り払
い、集積整理する作
業です。

植栽地の気候や風土
にあった樹種（苗木）
を選びます。植え付け
間隔は、ha当たり
3,000本植えの場合で
縦横間隔は約1.8ｍで
す。

下刈り ＞＞＞＞ 植え付けた苗木の成
長が雑草や灌木に
よって妨げられないよ
う、雑草や灌木を刈り
取る作業。雑草の伸
びが早い夏に行いま
す。

雪起し ＞＞＞＞ 冠雪や雪圧によって
倒伏した幼齢木を、あ
さ縄で引き起こします。
樹高が、最大積雪深
の２．５倍程度になれ
ば雪起こしの必要は
なくなります。

つる切り ＞＞＞＞ 植栽木の成長を妨げ
るツル植物を根本か
ら切り、巻き付いたツ
ルを取り除く作業です。
放置すると若木が締
め上げられ、成長が
衰退してしまいます。

枝打ち ＞＞＞＞ 林内に光が入りやすい
ようにする、節の少ない
木材をつくるなどの目的
で、枝を切り落とす作業
です。初回の枝打ちは、
植林地の林冠が閉鎖し
て下枝が枯れ始める頃
に行います。

間 伐 ＞＞＞＞ 植栽木の成長によって
込みすぎた森林を程度
に間引いて、残した樹
木が健全に成長できる
ような空間をつくるため
に間伐を行います。

除 伐 ＞＞＞＞ 下刈作業が必要なく
なるほどに植栽木が
成長した段階で、植栽
木の成長を阻害する
自生木や植栽木でも
曲がったものなどを除
去する作業です。

楽しく安全に
作業を進めま
しょう！

森林の手入れには、ノコギリなどの刃物を使います。
ちょっとした油断が大きな事故ともなります。長袖、長
ズボンを基本に、動きやすい服装に心がけましょう！
（作業は森林組合への委託もできます）

森林作業 を行 う 服装は

あさ縄



森 林 で の 楽 し み も い ろ い ろ

地元の食材 きのこ鑑定会 森林教室

椎茸のもぎ取り タケノコ掘り

木の葉で標本

木の実を使って

親子で木工工作

自然観察会昆虫採取昆虫の鑑定

木で染める



「とっとり共生の森」参画企業の紹介

「とっとり共生の森」森林保全・管理協定を締結した企業等の皆さんが
森林保全活動を行う様子を、当日の集合写真で紹介します。

▲（株）山陰合同銀行 （智頭町）

▲（株）山陰合同銀行 （三朝町）

▲（公財）イオン環境財団 （鳥取市） ▲鳥取ガス（株） （鳥取市）▲（株）山陰合同銀行 （江府町）

▲コカ･コーラ ボトラーズジャパン(株）
（伯耆町）

▲サントリーホールディングス（株）
（江府町）

▲日本たばこ産業（株） （智頭町）

▲損害保険ジャパン(株)
SOMPOちきゅう倶楽部 （琴浦町）

▲（株）山陰合同銀行 （伯耆町）

▲全日本空輸(株) （鳥取市） ▲全日本空輸(株) （境港市） ▲キリンビール(株) （三朝町）

▲(株)ＮＴＴドコモ中国支社 （伯耆町）

▲西日本高速道路(株)
西日本高速道路ＳＨＤ(株) （南部町）

▲鳥取県生活協同組合 （倉吉市） ▲NIPPON EXPRESS

ホールディングス (株) （日南町）

▲ファミリーイナダ(株） （大山町）

▲（一社）鳥取県トラック協会 （鳥取市）

▲人形峠環境技術センター

安全等連絡協議会 (三朝町)
▲ＮＴＴ西日本鳥取支店 (八頭町)

▲楽天(株） （若桜町）

活動中

（R4.12.1現在）

協定期間満了
（活動終了）

▲（株）ニッスイ （琴浦町）▲ＮＴＴ西日本鳥取支店 (鳥取市)

▲（一社）鳥取県トラック協会
（伯耆町）

▲ニッポン高度紙工業（株）（伯耆町）



「とっとり共生の森」参画企業と協定森林

参画企業一覧

5

4

3

2

【 全日空 】

【 サントリー 】

【 日本たばこ 】

【山陰合銀】

7

8

【 イオン環境財団 】

9

【 NTTドコモ 】

鳥取市

八頭町

若桜町

智頭町
1

6

三朝町

岩美町

倉吉市

琴浦町
北栄町

大山町

米子市

境港市 8

江府町 1

日野町

11

【 NEXCO西日本グループ 】

12

【 鳥取県生協 】

13

【NIPPON EXPRESS 

ホールディングス】

14

15

【 トラック協会】

10

【ファミリー】

16

【人形峠環境技術センター安全等連絡協議会】

【 キリン 】

日吉津村 湯梨浜町

日南町

南部町

17
【 NTT西日本鳥取支店 】

【楽天】

18

1
1

【 鳥取ガス 】

【 コカ･コーラ ボトラーズ 】【 損保ジャパン 】

15

19

【日本水産】

【 山陰合銀 】
17

20
伯耆町

【 ニッポン高度紙工業】

※塗りつぶし箇所は活動終了（協定期間満了） （令和5年1月17日時点）

No. 企業・団体名 森林の所在 面積（ha） 協定締結日（期間）

智頭町駒帰 2.8 H18.8.28（１０年）、H28.8.28（５年）

江府町助澤・俣野 26.1 H18.8.28（１０年）

三朝町山田 2.0 H28.10.18（５年）、R3.10.18（５年）

伯耆町丸山（現在：0.8ha） 1.6 H29.7.6（５年）、R4.5.20（５年）

2 鳥取ガス（株） 鳥取市河内 5.5 H19.1.23（１０年）

3 （公財）イオン環境財団 鳥取市生山・香取 15.8 H19.3.30（５年）

4 コカ･コーラボトラーズジャパン（株） 伯耆町金屋谷 5.4 H19.6.4（１０年）、H29.6.4（１０年）

88.2 H19.6.26（３０年）

37.8 H22.8.9（３０年）

49.9 H28.7.2（３０年）

6 日本たばこ産業（株） 智頭町慶所 24.3 H19.8.22（５年）、H24.8.29（３年）

（株）損害保険ジャパン 琴浦町山川ほか H19.12.25（６年１０ヵ月）

損害保険ジャパン(株)

SOMPOちきゅう倶楽部
鳥取市伏野 1.0
境港市佐斐神町 1.4

キリンホールディングス(株) H20.3.5（５年）

キリンビール(株) H25.3.5（２年）

10 (株)NTTドコモ 中国支社 伯耆町坂長 2.8 H20.4.22（１０年）、H30.4.1（５年）

西日本高速道路(株)
西日本高速道路サービス・ホールディングス(株)

12 鳥取県生活協同組合 倉吉市富海 11.1 H21.2.13（１０年）、H31.2.13（５年）

13 NIPPON EXPRESS ホールディングス（株）
日南町神戸上
（現在：10.9ha）

38.9 H21.10.23（１年毎更新）

14 ファミリーイナダ(株) 大山町赤松 12.9 H21.12.24（１０年）

鳥取市若葉台 0.7 H23.7.8（５年）

伯耆町小野 1.1 H29.9.12（５年）、R4.9.12（５年）

16 人形峠環境技術センター安全等連絡協議会 三朝町木地山 1.0 H24.7.12（５年）、H29.7.12（５年）

八頭町船岡殿 0.7 H25.9.11（５年７ヵ月）

鳥取市福部町湯山 1.1 H30.10.9（５年）

18 楽天（株） 若桜町舂米ほか 60.5 H27.5.29（３年）

19 (株)ニッスイ 琴浦町山川 5.9 H30.10.30（５年）

20 ニッポン高度紙工業（株） 伯耆町小野 3.2 R4.11.1（５年）

21 （株）新日本海新聞社

22 日本海ケーブルネットワーク（株）

計 ２２企業・団体 ２７箇所 496.7

○これまで２２社、２７箇所、497haで実施（現在活動中は１３社、１３箇所、232ha）

5.1南部町鶴田

江府町御机

H26.10.17（５年）、R1.10.17（５年）

三朝町三朝 47.6

H20.1.24（５年）

H20.10.29（１０年）

琴浦町中村
（現在：11.3ha）

41.6

5 サントリーホールディングス（株）

1

17 西日本電信電話（株）鳥取支店

15 （一社）鳥取県トラック協会

8

9

11

全日本空輸（株）

7

（株）山陰合同銀行

鳥取市福部町湯山 0.7 R5.1.17（５年）

21
22

【 新日本海新聞社・NCN 】


