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「環境共生都市『ながの』
の実現」
を目指して！
2021年5月に
「SDGs未来都市※」の選定を受けた長野市は「2030年のあるべき姿（目指す将来像）」
として
「環境共生都市『なが
の』の実現」
を掲げています。
「SDGs未来都市ながのReport」では、その目的の実現に向かって共に活動を展開する企業や団体に
スポットを当て、各主体の様々な取り組みについて、市民の皆様に紹介し、パートナーシップによるまちづくりを推進していきます。
※
「SDGs未来都市」
とはSDGsの達成に向けた優れた取組を提案する都市として国
（内閣府）
が選定するもの。

長野市SDGs未来都市計画
【課題】
持続可能な森林マネジメントの確立
近年、
SDGsの観点から森林の持つ多面的機能があらためて注目されていますが、林業の長期低迷、林業従事者の高齢化
と担い手不足などにより、
間伐、
作業道など適切な森林管理が行き届かなくなっています。
また、森林所有者も高齢化し、
所有
者・境界不明土地の増加など森林を熟知する世代が減少しています。森林管理のための基本データを整備し、需要と供給を
一体的に考える持続可能な森林マネジメントを行う必要があります。

2030年のあるべき姿
【目標１】循環型社会の実現

【目指す将来像】

木質及び廃棄物系バイオマス資源を電力、肥料等に活用

環境共生都市
「ながの」
の実現

【目標２】豊かな自然環境の保全と持続可能な活用

自然の循環と経済の発展
を両立させる、長野らしい、
世界に誇る
「産業」
を、持続
可能な形で創造又は再構
築する。

質の高い森林環境の保全、官民一体の森林管理体制
【目標３】脱炭素社会の構築と地域経済への波及
バイオマス、太陽光、小水力など再生可能エネルギー導入

【目標４】連携強化と人づくりの推進
担い手育成、子ども達へSDGs視点での環境・森林教育

【目標５】SDGs 理解の促進と情報発信
環境を理念とした長野オリンピックの遺産を次世代へつなぐ

長野市SDGsオンライン講演

「SDGs実現のカギ ーウェルビーングー 誰もが自分らしく活躍できるために」
し ま
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か

島田 由香氏

長野市ホームページで公開

▶▶▶

期間

11月8日（月）～12月10日（金）

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/483105.html

profile
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 人事総務本部長
Team WAA! 主宰、YeeY Inc. 代表、
Delivering Happiness Japan チーフコーチサルタント、
Japan Positive Psychology Institute 代表、一般社
団法人dialogue 代表理事、米国NLP協会マスタープラクティショナー、
マインドフルネスNLP®トレーナー。ポジティブ心理学プラクティショナー。
1996年慶応義塾大学卒業 2002年米国ニューヨーク州コロンビア大学大学院にて組織心理学修士取得。2014年より現職。学生時代からモチ
ベーションに関心を持ち、
キャリアは一貫して人・組織にかかわる。高校三年生の息子を持つ一児の母親。日本の人事部
「HRアワード2016」個人の
部・最優秀賞、
「国際女性デー｜HAPPY WOMAN AWARD 2019 for SDGs」
受賞。

長野市
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長野森林組合
設立

2001年2月1日

代表者

代表理事組合長 村石 正郎

住所

〒380-0915
長野市大字稲葉字上千田沖134番地2

長野森林組合は長野市に本所を置き、9市町村（長野市、須坂
市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川
村）
の5支所2事業所により管内を所轄しています。
組合員の委託による森林の手入れを中心に、国県市町村有林
を含めた地域の森林整備、造林から高性能林業機械の導入に
よる搬出間伐事業などを行っています。
また、間伐材を利用した木材加工
（住宅用材、
ログハウス、土木

TEL

026-217-8822

FAX

026-219-2930

用材）ペレット燃料販売、利用事業、山菜等の食品加工事業な

mail

nagano-sinkumi@an.wakwak.com

ど、森林資源の利活用にも取り組んでおり、循環型社会の形成

HP

http://park23.wakwak.com/~nagano-sinkumi/

や地球温暖化防止にも貢献しています。

もんぜんかいろう

◀︎長野駅門前回廊
高さ約18ｍ、幅 約140ｍ
おおびさし

の大庇の下を構成する木
製ルーバーとそれを支え
る12本の柱には、長野市
内各所から搬出したスギ
材が使用されています。

事業内容 ❶
森林づくり

木材加工

植林や下刈り、枝打ち、間伐など、森林を作り、守る活動を進めて

土木用材、
ログハウス、住宅用構造材・造作材などのほか、
ペレッ

います。
また、2012年から、間伐等の森林整備を効率的・効果的

トストーブ用燃料も販売しています。

に実施することを目的とした
「森林経営計画」の作成に取り組ん
でおり、林業の活性化、
健全な森林整備に力を入れています。
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事業内容 ❷
支障木の伐採・樹木の手入れ

各種建物の設計・施工

食品加工

屋敷木、道路・墓地支障木等の処理や公

一級建築士事務所として、長野市産木材

森の恵み“きのこ”を使った「味付けえの

園管理、街路樹の手入れなどを行ってい

を使った公共施設や一般住宅などの設

き」など、旬を生かした加工食品の生産

ます。

計・施工を承っています。

を行っています。
（鬼無里事業所）

長野市産の木材を使ってSDGsに貢献！

長野森林組合の製品をご紹介します

スギスリット＋マグネット
大掛かりな工事も不要！
貼るだけで癒しの空間を
作り出すことができます。
●二酸化窒素やホルムアルデヒドなど
を吸収し、
空気を浄化

表面

●湿度を調整し、
カビ・ダニ・ウイルス
の増殖を抑える
●杉から発散される成分で免疫力
アップ＆リラックス

裏面

ながのペレット
長野県内の唐松等の間伐材から

施工例

木材を
使用した内窓

できているペレット。

建物の断熱性能と室内

CO2の排出を抑制し、

の遮音性能を向上させ、

地球温暖化防止に

結露も軽減。設置工事

貢献します。

も短期間で完了します。

木製学校用間仕切
子供たちの学びに合わせて自
由なレイアウトが可能です。木
のぬくもりあふれる空間が子供
の心に癒しを届けます。
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里地里山は、人と自然が共生することで

特定非営利活動法人
信州フォレストワーク
（SFW）

維持され、地域の食や伝統行事などの
文化も伝えられてきました。近年はその
関わりが薄れ、森林や農地の管理が行

き届かないことによる荒廃が進行してい

設立

TEL.FAX 026-285-2573

2002年12月17日

理事長

中島 佐代子

住所

〒
 381-2246 長野市丹波島1-725-5

携帯
HP

ます。信州フォレストワークは、
このかけ

090-2658-2044

がえのない里地里山を守り、人との関係

http://www.sfw.or.jp/

を深め、健全な森林づくりを推進する、

お問い合わせ ホームページのメールフォームより

さまざまな活動を展開しています。

主な活動
森林整備事業

間伐材の活用

森林環境教育

荒 廃した 森 林を再 生・保 全するため、

森林整備で間伐した木材を有効活用し

森では樹木や草花、小鳥や昆虫など、
たく

森林ボランティアによる森林整備活動

ています。製材した板や丸太で作った素

さんの動植物に出会うことができます。緑

を行っています。森林の持つ多面的機能

朴なベンチは自然の風景に溶け込み、
里

に親しみながらさまざまな体験をすること

を充分に発揮できる健全な森林づくりを

山の景観と共に、ほっと一息できる場所

は、児童の原体験となって健全育成に役

めざしています。

を提供してくれます。

立つことでしょう。

ほかにもこんな活動をしています。
● 学校林の整備・環境教育

● 森林体験教室の実施

● 棚田での米作りで景観保全

●「立屋の桜」
「番所の桜」
の保全

● 活動拠点
「森もり館」
の手づくり

● ツリーハウスづくり

● 民間企業による森林の里親事業

● 緑の少年団地区交流集会の運営
定期的に発行される会報誌▶︎

信州フォレストワークは手入れが行き届かない民有林の整備を目的に設立されました。木が伸びて枝が広がっていくように、

代表者
からの
メッセージ

20年かけて徐々に活動の幅を広げ、里山や森林に関わるさまざまな活動を行うようになりました。
“100年の森林づくり”と言われるように、木は長い年月をかけて育てていくものです。木を植え、育て、伐って使い、
また植えて育て
ていくという循環を実践することにより、SDGsに取り組んでいきたいと考えています。私たちの活動が市民の皆さんに広がり、活
動を通して里山を保全していくとともに、SDGsに対する意識の高まりにつながっていくことを願っています。

あなたの近くの
「SDGs活動」
大募集！

SDGsの推進活動を
展開する企業や事業所、 お問い
合わせ
学校などを
募集しています！

長野市企画政策部 企画課
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
Tel：026-224-5010 Fax：026-224-5103
●長野市ホームページ内 長野市企画政策部 企画課の
「お問い合わせはこちらから
（Ｅメールアドレス kikaku@city.nagano.lg.jp）」
でも受け付けております。

