
順番 期日 地域 行事名 実施場所 実施主体 活　　動　　内　　容 人　数

1 6/5 置賜 やまがた森の感謝祭

飯豊町

山形県源流の森

やまがた森の感謝祭2010実行委員会 式典、森づくり活動、各種体験活動 1200

2 6/12 庄内 光ヶ丘松林整備ボランティア 万里の松原 酒田市、庄内総合支庁 刈払い、除伐 280

3 6/14 庄内 クロマツ林を守る活動

酒田

北港緑地公園

酒田市立第一中学校、酒田市立第五中学校 枝打ち、残材の集積 218

4 6/19 庄内 「JTの森鶴岡」春の森林保全活動

鶴岡市

いこいの村周辺マツ林

鶴岡市、JT、出羽庄内森林組合 除伐・刈払い・残材運搬 191

5 7/3 庄内 油戸魚の森づくり活動

鶴岡市

油戸

魚の森づくりの会、鶴岡市 下刈り 99

6 7/19 村山 天童市絆の森林・森林ボランティア

天童市

絆の森林

天童市絆の森林田麦野地域運営委員会・天童市 下刈り、笠松の消毒、自然学習会 46

7 7/24 村山 森の昆虫調査 県民の森 山形県森林インストラクター会

森の池沼に棲む昆虫観察を通じて

環境と生物の関係を考える。

13

8 7/25 村山 身近な森づくり

山形市

（悠創の丘近隣森林）

東北芸術工科大学森づくりの会 スギ林の間伐、材の搬出。薪割り体験等 29

9 8/1 村山 自然観察会

山形市

下東山

蔦の木川原に集う会 森林散策、自然環境学習 80

10 7/26 村山 第３回山形県緑の少年団交流研修大会 ZAOたいらぐら みどりの少年団連盟 トレッキング、下刈、星空観察会 100

11 8/1 置賜 大森山森林公園「夏休み森の体験広場」 大森山森林公園 米沢市 チェンソーアート見学、森林環境学習等 35

12 8/5 置賜 少年団交流研修会 飯豊町山形県源流の森 置賜総合支庁森林整備課

プロジェクトアドベンチャー、地元産材を

使った木製椅子作り

68

13 8/5 村山 緑の少年団村山地域交流研修会 県民の森

山形県みどりの少年団連盟・村山地域林業振興

協議会

森林散策及びエコバック作り 303

14 8/21 置賜 キヤノンMJグループ未来の森づくり

飯豊町

山形県源流の森

キヤノンMJグループ、飯豊町、山形県 植樹箇所の下刈、植栽地の整備 60

15 9/12 最上 緑の少年団最上地区交流研修会

山形県

遊学の森

最上総合支庁森林整備課 木工、押し花、活け花、自然観察体験 58

16 9/25 村山 村山市緑の少年団交流会

村山市

山の内

村山市緑の少年団運営協議会

スギの枝打ちによる林業体験と木工クラ

フト

56

17 9/26 村山 森林環境学習会 大江町 エコトーンやまがた、光林会

森の手入れと林産物活用のワークショッ

プ

19

18 10/2 村山 村山地域森の感謝祭 西川町 村山地域森の感謝祭実行委員会 記念式典、森づくり活動（植栽）クラフト 280

19 10/2 置賜 やまがた絆の森　南陽イオンの森植樹

南陽市

十分一山

イオン環境財団・南陽市・県 十分一山の沿道に桜の木300本植樹 400

20 10/7 村山 森林環境・自然環境学習

山形市立

蔵王第二小学校学校林

山形市 森林散策・ネイチャーゲーム 48

21 10/7 村山
森はすべての源「森林環境学習といのちの学習」

山形市

西蔵王

東海大学山形高等学校 下刈り・除伐 13

22 10/8 庄内

地域ふれあい講座

遊佐中学校砂防林体験学習

遊佐町

十里塚国有林

庄内総合支庁 刈払い、除伐 200

23 10/16 庄内

やまがた絆の森　ぐるっと花笠の

森【鶴岡】

鶴岡市羽黒町

月山やすらぎの森

山形銀行、鶴岡信用金庫、鶴岡市

スギの枝打ち、遊歩道へのチップ敷き均

し

121

24 10/16 庄内 庄内森とみどりのフェスティバル

鶴岡市

羽黒町月山やすらぎの森

小真木原運動公園

庄内森とみどりのフェスティバル実行委員会

森林整備体験（自然観察、植樹）、

木工教室

650

25 10/17 村山 「トラックの森」づくり事業

山辺町

「トラックの森」

山形県トラック協会 植樹会 410

26 10/18 庄内 上田保育園、園児と鷹使いの交流会

酒田市

上田地区コミュニティセン

ター体育館

イヌワシの森倶楽部

上田保育園児と鷹使いの交流をとおし

て、森や生き物との関わりを考えてもらう

115

27 10/23 村山 ぐるっと花笠の森【山形】森づくり 県民の森 山形銀行・山形信用金庫 下刈り・除伐 49

28 10/24 庄内 庄内森とみどりのフェスティバル

酒田市

浜中保安林

東北公益文科大学

庄内森とみどりのフェスティバル実行委員会

森林整備体験（クロマツ除伐、きのこ植

菌）、木工教室

210

29 10/26 村山 企業の森（不思議の森）

天童市

貫津

企業の森づくり　天童「不思議の森」 スギ林の下刈り、間伐、間伐材の利用 44

30 10/28 置賜 ウンノハウス企業の森づくり

飯豊町

山形県源流の森

ウンノハウス スギの植栽（600本） 123

31 10/30 置賜 ぐるっと花笠の森【米沢】森づくり

米沢市

八幡原緑地稲荷山

山形銀行・米沢信用金庫・米沢市・山形県 稲荷山の松枯れ後地に植樹400本 87

32 10/30 最上 最上地域森の感謝祭

舟形若あゆ温泉

「あゆっ子村」

舟形町・最上地域林業振興協議会 植樹・木工・ナラ枯れ学習 250

33 11/6 庄内 砂防林を育てよう

酒田市

宮野浦

酒田市、庄内総合支庁 クロマツ林の枝打ち 119

34 11/17 置賜 三沢東部小学校学校林活動

三沢東部小学校

学校林

三沢東部小学校

スギ間伐を行うための間伐木の選定、体

育館を建築するための材料となる樹木選

定、成長を見守る樹木選定

85

35 12/5 庄内 西山地区内森林整備ボランティア

遊佐町

藤崎・菅里地内

砂丘地砂防林環境整備推進協議会、遊佐町 クロマツ林の枝打ち、除伐 109

計 6,168

平成22年度未来につなぐ森づくりリレー実績表


