
順番 期日 地域 行事名 実施場所 実施主体 主　　な　　活　　動　　内　　容

参加

人数

1 6/6 村山 やまがた森の感謝祭

山形市

西蔵王公園

やまがた森の感謝祭2009実行委員会 式典、森づくり活動、各種体験活動 1000

2 7/4 庄内 魚の森づくり事業

鶴岡市

油戸

鶴岡市 下刈作業、橋の架け替え 100

3 7/6 庄内 地域ふれあい講座「森林整備について」

酒田市

新林国有林

庄内総合支庁 講話（森林整備）、枝打ち 127

4 7/18 最上 ギフチョウ属保全区の下刈り 山月立地区 鮭川村自然保護委員会 下刈り、除伐 31

5 7/20 村山 「天童市絆の森林」保全事業 天童市 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 森林整備（下刈り）、自然学習会（講演） 50

6 7/25 村山 身近な森づくり 山形市 東北芸術工科大学森づくりの会 間伐 22

7 7/26 村山 森の昆虫調査 山形市 山形県森林インストラクター会 昆虫観察及びスライドショー、ゲーム等 24

8 7/29･30 置賜 第2回山形県緑の少年団交流研修大会

飯豊町

源流の森等

置賜総合支庁

山形県みどり推進機構

少年団交流研修大会（おきたまｸﾞﾘｰﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ

ﾘｰ)

134

9 8/4 村山 村山地域交流研修会 山形市 村山地域林業振興協議会 森林学習、クラフト 186

10 8/7 村山 村山地域交流研修会 河北町 村山地域林業振興協議会 森林学習、クラフト 80

11 8/8 最上
みんなで支えよう古き良き里山の再生・保全活動

金山町

遊学の森周辺

遊学の森案内人会 チェンソーアート技術講習会 2

12 8/22 村山 第２回森のようちえん 山辺町 村山総合支庁 森林散策 71

13 9/9 村山 森林環境・自然環境学習（蔵王二小） 山形市 山形市 森林オリエンテーション 51

14 9/12 置賜 おきたま癒しの森体験事業 川西町 置賜総合支庁森林整備課 おきたま癒しの森ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ体験会 14

15 9/13 最上 最上地域緑の少年団交流研修会

金山町

遊学の森周辺

森林整備課 木工クラフト 45

16 9/14 村山 自然環境の施設整備事業 上山市 上山市 歩道整備（チップ敷き） 25

17 9/20 置賜 源流の森　森林の文化祭 飯豊町  指定管理者(山形県みどり推進機構) 森林の文化祭 1,847

18 9/26 村山 第2回市緑の少年団交流会 村山市 村山市緑の少年団運営協議会

自然散策やクラフトを通して団員同士の

交流を深める

84

19 9/26 置賜 平成21年度おきたま森の感謝祭 南陽市  置賜総合支庁南陽市 おきたま森の感謝祭(植栽) 345

20 9/27 村山
生命の源である安心・安全な水を育む森づくり事業

山辺町 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 植栽 19

21 9/29 村山 東海大学山形高等学校　森林整備体験 山形市 東海大学山形高校 アカマツ林の除伐作業 16

22 10/1 置賜 県民誰もが森と親しむ自然環境学習 飯豊町  置賜総合支庁福祉課 森林、リラックス体験　2回目 50

23 10/4 村山 山形県トラック協会　植樹会 山辺町 山形県トラック協会 広葉樹の植栽 402

24 10/10 村山 美しい里山協働整備事業 大山町 大江町

松くい虫被害の学習と松くい虫被害木

チップを遊歩道へ敷設

50

25 10/10 庄内 地域ふれあい講座「森林整備について」

酒田市

大浜地区県有

林

庄内総合支庁 講話（庄内砂丘林）、除伐、つる切り 18

26 10/14 庄内 森林教室

酒田市

小林

庄内海浜美化ボランティア

登山道周辺の竹林切り出し作業、森の話、

里山学習

42

27 10/18 庄内 植樹祭

鶴岡市

木野俣

花咲く里山温海木野俣地区整備委員会 ボランティア植樹 100

28 10/22 置賜 企業の森協定締結式 飯豊町  ｳﾝﾉﾊｳｽ山形県 協定締結　森林整備(植樹) 134

29 10/23･24 置賜

南陽・「草木の森」づくり事業

企業の森づくり活動

南陽市 国土防災技術株式会社 森林整備活動、意見交換会、活動事例発表 45

30 10/23 庄内 地域ふれあい講座「森林整備について」 加藤周一スギ林 庄内総合支庁

講話（地球温暖化と森林）、下草刈り、植樹活

動

47

31 10/24 置賜 森づくりの現地で語ろう（企業の森づくり）

南陽市

草木の森

やまがた公益の森づくり支援センター・県

作業体験（草木の森）と事例発表・意見交換会

（企業の森づくりとＣＳＲ・地域との関わり）

46

32 10/25 村山 秋の感謝祭 山形市 成沢グリーンフィールド協力隊 チップ敷均し、自然観察、きのこ狩り 60

33 10/31 最上 平成21年度「最上地域森の感謝祭」

戸沢村

ぽんぽ館広場

戸沢村・最上地域林業振興協議会 植樹・施肥・木工クラフト 200

34 12/3 最上 かむてん子どもサミット

新庄市

新庄市民プラザ

指首野川水辺の環境推進協議会

環境教育を実践している市内小中学校の

実践発表及び環境についての講演

230

計 5,697

平成21年度未来につなぐ森づくりリレー実績表


