
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請施設等の代表者）

みえ森林教育ステーション整備支援事業申請書

　みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第３条第１項の規定に基づき、実施計画書（様
式第２号）を添えて申請します。

（様式第１号）

　　年　　月　　日

　三重県知事　あて



（様式第２号）

申請施設

の現況

【過去に実施した森林教育の取組（実績があれば記入）】

申請箇所
現　況

希望する 希望しない

希望する 希望しない

希望する 希望しない

希望する

資　材

施設の管理

木製タイル

木製玩具

希望する木製玩具等 （合計　　万円　税込み）

木製遊具・玩具の設置状況
県産材を使用した遊具又は玩具を常設しています
か。

している していない

書籍・絵本の設置状況
森林や木材に関する書籍や絵本を１０冊以上常設
していますか。

している していない

県産材の積み木

森林教育空間の広さは、４㎡以上あり床は木製で
すか。

はい いいえ

管理人等が常駐している施設ですか。
はい いいえ

森林教育空間が確保されていますか。
されている されていない

森林教育空間
（主に未就学児や児童、保護者
等の複数名が日常的に利用でき
る空間）

森林教育空間を設置する施設は建築基準や消防法等の法令を遵守し、適切に管理された安全な
施設であることを施設管理者として保証します。

E-mail

代表者氏名

施　設
管理者

みえ森林教育ステーション整備支援事業　実施計画書

施設等の名称（公開）

所在地（公開）

開館時間

休館日・定休日（公開）

施設の問い合わせ先

ＨＰアドレス（公開）

利用者数（月平均）

施　設
概　要

管理者の名称

現地責任者氏名

住所

電話

FAX

〒

絵本 希望する 希望しない

電話、ＦＡＸ、E-mail、ＵＲＬ等

　　　　　　人

【現在設置中の木製遊具・玩具等】

※三重県産の製品であれば、その旨記載してください。

【スタッフの体制】

〒

チェック欄



申請施設
の現況

【森林教育空間の設置予定場所の写真（施設全体・設置個所）】



（様式第２号）

申請施設

の現況

森林教育空間を設置する施設は建築基準や消防法等の法令を遵守し、適切に管理された安全な施
設であることを施設管理者として保証します。

チェック欄

【現在設置中の木製遊具・玩具等】

※三重県産の製品であれば、その旨記載してください。

・特に設置していない。

【スタッフの体制】

・施設スタッフは全６名でうち５名は非常勤職員、常に３名は現場で利用者の対応を行っている。
・スタッフは約３年で入れ替わるが、仕事の引継ぎは実施している。

【過去に実施した森林教育の取組（実績があれば記入）】

・令和元年度は、松ぼっくりやどんぐりを使った工作を行った。
・定期的に施設内外で植物や虫の観察会を行っている。

希望する

資　材

県産材の積み木 希望する 希望しない

木製タイル 希望する 希望しない

木製玩具 希望する 希望しない

希望する木製玩具等 （合計　　万円　税込み）

森や木に関する絵本 希望する 希望しない

管理人等が常駐している施設ですか。
はい いいえ

森林教育空間の広さは、４㎡以上あり床は木製で
すか。

はい いいえ

森林や木材に関する書籍や絵本を１０冊以上常設
していますか。

している していない

059-123-5678

E-mail mienoshinrin@abcde.ne.jp

申請箇所
現　況

木製遊具・玩具の設置状況
県産材を使用した遊具又は玩具を常設しています
か。

している していない

書籍・絵本の設置状況

森林教育空間

森林教育空間が確保されていますか。
されている されていない

FAX 059-123-4567

施設の管理

施　設
管理者

管理者の名称 三重県○○法人

代表者氏名 森林　□□

現地責任者氏名 三重　○○○

住所 〒51X－1234

津市白山町二本木○○○

電話

みえ森林教育ステーション整備支援事業　実施計画書

施　設
概　要

施設等の名称（公開） みえの森こども館

所在地（公開） 〒○○○－□□□□

三重県津市◇◇町△△番地

開館時間 9：00～17：00

休館日・定休日（公開） 毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

施設の問い合わせ先
ＨＰアドレス（公開）

電話 059-123-5678、ＦＡＸ 059-123-4567
（URL）https：//www.abcdefg.hij.mie.lg.jp/
（E-mail）abcde@hijklmn.com

利用者数（月平均） 3,000人

mailto:mienoshinrin@abcde.ne.jp


施設全体 設置予定場所の周辺

設置予定場所

申請施設
の現況

【森林教育空間の設置予定場所の写真（施設全体・設置個所）】

写真 写真



　　年　　月　　日

１　承認施設

　　　住　所　：

　　　施設名　：

　（記載例）

　（３）木製玩具等（※希望し承認されたものを具体的に記載する）

　（４）森や木に関する絵本　１０冊程度

　※希望の資材は、別途発送します。

　（２）木製タイル　５㎡程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県知事　 　　　　　　　印

みえ森林教育ステーション整備支援事業申請承認通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった、みえ森林教育ステーション整備支援事業申請書及
び実施計画書について、みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第３条第２項の規定に基
づき、下記のとおり承認します。

記

２　希望する資材等

　（１）県産材の積み木　１セット

（様式第３号）

林　研　第　　　　　号

　（対象施設等の代表者）　様



　このことについて、みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第３条第４項の規定に基づ
き、実施計画書に記載した設置予定箇所に提供された資材の設置が完了しましたので下記のとおり
報告します。

記

１　設置完了写真

みえ森林教育ステーション整備支援事業森林教育空間設置完了報告書

（様式第４号）

　　年　　月　　日

　三重県知事　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請施設等の代表者）



みえ森林教育ステーション整備支援事業森林教育空間確認通知書

（様式第５号）

林　研　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　（申請施設等の代表者）　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県知事　　　　　　　　印

　　　　　年　　月　　日付けで提出のあった、みえ森林教育ステーション整備支援事業森林教育
空間の設置完了を確認したので、みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第３条第５項の
規定に基づき通知します。



（様式第６号）

　　年　　月　　日

　三重県知事　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（認定施設の代表者）

みえ森林教育ステーション整備支援事業実施報告書

　このことについて、みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第５条第４項の規定に基づ
き、実施報告書（様式第６－２号）を添えて申請します。



施設名

認定日 　　　　年　　月　　日

施設責任者：氏名

E-mail

実施期間（１年間） 　　　　年　　月　～　　　年　　月

利用者数（１年間） 森林教育空間　　　　　　　　約　　　人

施設全体　　　　　　　　　　約　　　人

【担当者コメント】

【利用者の声】

利用状況

（様式第６－２号）

みえ森林教育ステーション整備支援事業　実施状況

施設概要

【森林教育空間の利用状況】※写真も添付してください。
（この用紙に収まらない場合は、別紙にしていただいて構いません。）



（様式第６－２号） 【記入例】

施設名 みえの森こども館

認定日 　　　○年　○月○○日

施設責任者：氏名 三重　○○○

E-mail mienomokuzai@abcdefg.com

実施期間（１年間） 　　　○年　○月　～　　　　○年　○月

利用者数（１年間） 森林教育空間　　　　　　　 　　約○○○人

施設全体　　　　　　　　　　約〇,○○○人

みえ森林教育ステーション整備支援事業　実施状況

施設概要

利用状況

【森林教育空間の利用状況】※写真も添付してください。
・積み木や木製かるたを施設内に設置し、訪れた子どもたちに体験してもらいました。
・保護者に対し、森林のはたらきパネルの説明を行い、アンケートを実施しました。
・毎週月曜日に、絵本の読み聞かせを行いました。

　
               積み木で遊ぶ利用者　　　　　　　　　絵本読み聞かせの様子

【担当者コメント】
・積み木とけん玉が人気で、保護者と子どもが一緒に遊ぶ様子が見られました。
　積み木は樹種によって、色や重さ、温かさが違うのを手で触れて感じてもらい、興味
　持ってもらいました。
・絵本の読み聞かせを行ったところ、子どもたちはとても興味深そうに聞いていました。
・もっと○○なツールがあれば、森林教育を行いやすいと感じました。

【利用者の声】
・木のかるたで遊ぶのが楽しかった。気のいいにおいがした。
・絵本を読んで森林の大切さがわかった。
・パネルを見て、木を使うことが大切だと気づいた。
・○○があれば、子どもにとっていいと思った。

写 真 写 真

mailto:mienomokuzai@abcdefg.com


（様式第７号）

　　年　　月　　日

　三重県知事　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（認定施設の代表者）

みえ森林教育ステーション整備支援事業変更届出書

　　　　　年　　月　　日付け林研第　　　号で確認通知を受けたみえ森林教育ステーション
整備支援事業の実施計画書について、みえ森林教育ステーション整備支援事業実施要領第６条
第１項の規定に基づき、下記のとおり内容の変更を届け出ます。

記

１　変更内容

変更前 変更後


