
実施日 地域 行事名・イベント名・事業名等 実施場所 実施主体 活動内容 人数（人）

1 5月17日 村山 天童「不思議の森」 「天童不思議の森」（天童市） 天童「不思議の森」 間伐体験 37

2 5月21日 村山 笑顔いっぱいの森ひがしね 堂ノ前公園（東根市） アイジー工業（株） 下刈り 35

3 6月4日 庄内 やまがた森の感謝祭2016
遊楽里・西浜キャンプ場周辺町有林（遊佐
町）

やまがた森の感謝祭実行委員会 式典、植樹、各種体験 1,181

4 6月5日 村山 みはらしの丘未来の森づくり みはらしの丘未来の森（山形市） 岡崎医療株式会社 下刈り 49

5 6月7日 村山 松の生長量調査 冨本小学校地内（村山市） 冨本小学校後援会 松の生長量調査 79

6月10日 最上 最上地域森の感謝祭 まむろ川温泉「梅里苑」周辺（真室川町） 最上地域森の感謝祭実行委員会 式典、植樹、各種体験 300

6 6月11日 村山 にしかわ絆の森（日東ベスト） にしかわ絆の森（西川町） 日東ベスト株式会社 植樹 51

7 6月21日 庄内 黒森小学校森林整備（地域ふれあい講座） 黒森小学習林（酒田市） 黒森小、庄内総合支庁 つる切り、除伐 12

8 6月22日 庄内 十坂小学校森林整備（地域ふれあい講座） 坂野辺新田（酒田市） 十坂小、庄内総合支庁 下刈り 49

9 6月24日 庄内 やまがた絆の森「神の宿る森はぐろ」 手向生産森林組合・鶴岡市（鶴岡市） 田川建設会館、庄内総合支庁 下刈り 22

10 6月25日 庄内 光ケ丘環境整備ボランティア 光ケ丘（酒田市） 庄内総合支庁・酒田市 下刈り 260

11 6月25日 村山 シェルター絆の森 シェルター絆の森（山辺町） （株）シェルター 下刈り 43

12 6月28日 庄内 十坂小学校森林整備（地域ふれあい講座） 坂野辺新田（酒田市） 十坂小、庄内総合支庁 枝打ち 49

13 7月2日 庄内 油戸魚の森 油戸（鶴岡市） 鶴岡市 下刈り、植栽 72

14 7月4日 庄内 庄内総合高校森林整備（地域ふれあい講座） 宮海（酒田市） 庄内高校、庄内総合支庁 枝打ち，除伐，下刈り 22

15 7月10日 村山 ガールスカウト山形県連盟 ガールスカウトの森（山形市） ガールスカウト山形県連盟 下刈り 75

16 7月13日 庄内 天魄山森林自然教室 温和の森（鶴岡市） 鶴岡市 枝打ち 44

17 7月13日 庄内 酒田一中森林整備ボランティア 宮海（酒田市） 酒田一中、庄内総合支庁 枝打ち、つる切り 137

18 7月18日 村山 「天童市絆の森林」保全事業 天童市絆の森林（天童市） 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 下刈り 50

19 9月14日 庄内 ホンダカーズ山形環境創造プロジェクト ケヤキの森（鶴岡市） ホンダカーズ山形 下刈り、枝打ち、除伐 30

20 9月17日 置賜 おきたま森の感謝祭２０１６ 高畠町大字安久津 おきたま森の感謝祭実行委員会 式典、植樹、各種体験 350

21 9月24日 庄内 光ケ丘環境整備ボランティア 光ケ丘（酒田市） 酒田市 下刈り、除伐 90

22 9月24日 村山 村山地域森の感謝祭 大山自然公園（大江町） 村山地域林業振興協議会 式典 300

23 9月25日 村山 モンテディオ山形　未来の森 天童高原（天童市） ㈱モンテディオ山形、やまがた公益の森づくり支援センター 木工体験、森のホームステイ 42

24 9月25日 置賜 イオンの森植樹祭 源流の森（飯豊町） イオングループ、県 式典、植樹、保育 120

25 10月1日 置賜 ぐるっと花笠の森【米沢】森づくり活動 ぐるっと花笠の森【米沢】米沢市万世町 ㈱山形銀行、米沢信用金庫、米沢市 式典、森づくり活動、クラフト体験 106

26 10月6日 庄内 浜中小学校森林整備（地域ふれあい講座） 浜中（酒田市） 浜中小、庄内総合支庁 枝打ち 14

27 10月7日 庄内 遊佐中学校森林整備（地域ふれあい講座） 西盾（遊佐町） 遊佐中、庄内総合支庁、遊佐町 枝打ち 200

28 10月8日 庄内 ぐるっと花笠の森【鶴岡】 月山やすらぎの森（鶴岡市） ㈱山形銀行、鶴岡信用金庫、鶴岡市 木工クラフト 81

29 10月12日 庄内 泉小学校森林整備（地域ふれあい講座） 酒田市大浜（酒田市） 泉小、庄内総合支庁 枝打ち 76

30 10月15日 庄内 西郷小学校森林整備（地域ふれあい講座） 鶴岡市茨新田（鶴岡市） 西郷小、庄内総合支庁 枝打ち 52

31 10月15日 村山 森林のエネルギー見学会＆間伐体験会 山形市八森（山形市） やまがた公益の森づくり支援センター、ＮＰＯ環境ネットやまがた 間伐体験 38

32 10月16日 村山 トラックの森植樹会 山形県トラックの森（山辺町） 山形県トラック協会 式典、植樹 482

33 10月25日 庄内 鶴岡市湯野浜小学校森林整備（地域ふれあい講座） 鶴岡市湯野浜（鶴岡市） 湯野浜小、庄内総合支庁 枝打ち 23

34 10月27日 庄内 鶴岡工業高校森林整備（地域ふれあい講座） 鶴岡市茨新田（鶴岡市） 鶴岡工業高校、庄内総合支庁 除伐 45

35 10月28日 庄内 鶴岡工業高校森林整備（地域ふれあい講座） 加藤周一氏所有林（鶴岡市） 鶴岡工業高校、庄内総合支庁 下刈り、植栽 42

36 10月29日 村山 ぐるっと花笠の森【山形】 ぐるっと花笠の森【山形】山辺町 （株）山形銀行、山形信用金庫 下刈り 61

37 11月6日 村山 森林のエネルギー見学会＆間伐体験会 山形市八森（山形市） やまがた公益の森づくり支援センター、ＮＰＯ環境ネットやまがた 間伐体験 32

38 11月12日 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 枝打ち、除伐 230

39 11月18日 庄内 松陵小学校森林整備（地域ふれあい講座） 酒田市大浜（酒田市） 松陵小、庄内総合支庁 枝打ち 56

40 12月4日 庄内 西山地区松林整備ボランティア 遊佐町藤崎（遊佐町） 遊佐町、砂丘地砂防林環境整備推進協議会 枝打ち 70
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