
平成22年度みどり環境公募事業実績表【地域別】

↓村山 1 社団法人 山形県トラック協会 山形市 (3)
トラックの森での植栽・育樹活動及び自然観察会や各種
森林体験

500,000

2 成沢グリーンフィールド協力隊 山形市 (3)
植栽・下刈等の育林作業と小学生を対象とした、自然環
境・体験学習

509,000

3 山形県森林インストラクター会 村山市 (1)
森林や池沼等に生息する生物の観察、調査などの森林
体験学習

71,623

4 東北芸術工科大学森づくりの会 山形市 (3)
大学生によるスギ林の間伐作業及び間伐材利用方法の
検討

78,000

5 東海大学山形高等学校 山形市 (1)
高校生による森林整備体験活動（キノコ植菌、下刈り、
間伐）と小学校との植樹等を通した交流

530,000

6 山形市子ども会育成連合会 山形市 (1)
山形市少年自然の家で子ども会による森林教室（間伐
体験・植菌・植樹）の開催

188,659

7 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 山形市 (3)
県民の森（喫茶飲食の森）での喫茶飲食業者による植
栽・下刈り活動

207,000

8 蔦の木川原に集う会 山形市 (3)
地区の荒廃した森林、散策路の下刈り、自然環境学習
会の開催

152,875

9 山形市飯田町内会 山形市 (4)
県産材使用のゴミステーションを地域活動の一環として
製作

245,000

10 土坂町内会 山形市 (1)
地域住民による森林整備活動と子供達との自然環境学
習会の開催

80,000

11 蔵王緑の騎士団 上山市 (3)
森林環境保全のための森林整備活動および森林環境教
育の実践

280,000

12 企業の森づくり 天童・「不思議の森」 天童市 (3)
天童市内の企業による「不思議の森」の森林整備、間伐
材の有効利用

265,000

13 津山の自然を守る会 天童市 (3)
じゃがらもがら街道に植栽した桜の育成及び桜と自然の
写生会の実施

141,488

14 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 天童市 (3)
市、地域住民、緑の少年団との協働で行う遊歩道整備と
古木の（笠松・大山桜）保全活動

130,861

15 楯山愛好会 村山市 (2)
国蝶「オオムラサキ」の生息環境の保全活動と地元小学
生の森林体験

199,000

16 山形酸性雨ネットワーク 鶴岡市 (1)
県立自然博物園ブナ林における森林体験学習会の開催
と酸性雨モニタリング調査

119,000

17
女性のための生き物ネットワーク エコトー
ンやまがた

西川町 (1)
女性・子どもによる自然観察等の環境学習、湿地保全や
希少生物保全活動の実施

244,000

18 高田集落 朝日町 (1)
ブナ林の間伐、散策路整備とホタルの里づくり・観賞会
の開催

173,700

19 西船渡区 朝日町 (3)
地区内、山の神周辺の森林を整備し、森林公園として整
備

189,000

20 常盤楯山を整備する会 朝日町 (3)
支障木の伐採、ブナと桜の植栽活動と子供たちを対象と
した学習会の開催

398,000

21 大江山岳会 大江町 (1)
倒木除去、刈払いなど登山道の整備・修復と自然環境学
習の実施

91,619

22 シェルター倶楽部 山形市 (1)
「やまがた絆の森」における企業の森づくり活動（下刈
り、植林等の環境整備）

311,000

23 腕白森林部 山形市 (3) 放棄森林の整備活動と森林の恵みの活用教室の開催 事業廃止

24 北村山建設総合組合
尾花沢市
大石田町
東根市

(1) 県産間伐材を活用したクラフト教室等の開催 166,000

25 特定非営利活動法人ベテスダ 村山市 (4)
間伐材チップを使用した遊歩道の設置及びあずま屋の
建設

320,000

26 地元の無垢材にこだわりの家づくり研究会 山形市 (1) 森林・林業学習と杉の伐採体験バスツアー 94,000

27 企業組合ＴＯＭＯＩＫＩ夢プラン 山形市 (3) 間伐の実施、樹木の植栽活動及びきのこ栽培 193,000

28 上山市金瓶地区会（地縁団体） 上山市 (3)
地区住民による森林整備活動と子供達への学習会の実
施

172,261

29 谷柏山の景観を整備する会 山形市 (3) 地区住民による森林整備活動及び景観整備 214,288

30 特定非営利活動法人NPOひがしね 東根市 (3) 荒廃した森林を整備しサルと人との緩衝地帯の整備 45,880

31 城下町再生志士隊 上山市 (4) 無機質なブロック塀を城下町らしく県産木材で板塀化 239,000

32 NPO環境と食農研究会 山形市 (4)
県産間伐材によるマイ箸作りを中心とした環境教室の開
催

290,253

33 中沢ビレッジクラブ 村山市 (3)
間伐、下刈り等の森林整備活動、きのこの植菌体験の
実施

事業廃止

6,839,507
31事業

 注）項目は、（１）森林・自然環境学習 （２）自然環境の保全活動 （３）豊かな
森づくり活動 （４）森林資源の利活用

村山計

  補助対象額（千円）

33事業

事業概要 事業NO. 団体名 所在地
項
目



平成22年度みどり環境公募事業実績表【地域別】
 注）項目は、（１）森林・自然環境学習 （２）自然環境の保全活動 （３）豊かな
森づくり活動 （４）森林資源の利活用

  補助対象額（千円）事業概要 事業NO. 団体名 所在地
項
目

↓最上 34 遊学の森 案内人会 金山町 (3)
地域住民などと連携した、親水の森及び水源の森整備、
貴重生物の保護活動

405,185

35 角川里の自然環境学校 戸沢村 (3)
中・高・大学生の教育体験旅行やグリーンツーリズムで
入村する一般の方を対象とする森林整備等の里山保全
活動

213,271

36 羽根沢温泉地域活性化検討委員会 鮭川村 (3) スキー場跡地への樹木の植栽及び森林整備 581,000

37 甑山探求会 真室川町 (1)
希少生物保護のための木道整備、地元中学生等を対象
とした自然環境学習

409,000

38 親林倶楽部森の案内人 金山町 (3) 里山への広葉樹植栽、保育、歩道設置、展望台設置 190,000

39 指首野川水辺の環境推進協議会 新庄市 (2) 指首野川源流の森林下草刈り・枝打ち、水質調査 174,000

40
特定非営利活動法人ネイチャーアカデミー
もがみ

鮭川村 (2)
絶滅危惧昆虫類の保全を目的とした苗木栽培、下刈り、
除間伐、学習会の開催

442,000

41 パリス保育園 新庄市 (1) 「みらいの森」における森林自然環境学習 239,000

42 西堀町内会 舟形町 (1) 森の案内人による里山学習会の実施 114,000

43 ふるさと山の会 真室川町 (3)
除間伐等里山整備、広葉樹植栽、森林木材学習会の開
催

476,000

44 学校法人金山学園めばえ幼稚園 金山町 (1)
親子による森づくり（下刈り、枝打ち、散策路整備）、大型
木製遊具づくり

275,000

45 新庄里山の恵み利活用研究会 新庄市 (1)
間伐等の里山整備、環境学習会の実施、里山の恵み料
理講習会

375,186

46 真室川町野々村地区会 真室川町 (1) ため池周辺の里山整備、山の恵み体験 160,555

47 東法田元気な村づくり協議会 最上町 (1) 広葉樹植栽や森林・自然環境学習の開催 162,000

48 大堀保育所保護者会 最上町 (1)
幼児のための遊歩道等整備。ベンチ、ウッドデッキの整
備

156,216

49 山形ゼロックス株式会社 山形市 (3)
絆の森での植林、間伐・下刈りなどを通した森林環境教
育と地域間交流の実践

477,000

50 ブナの実２１ 舟形町 (2)
小中学生、一般を対象にした森づくり及び環境保全学
習。希少生物保護のための木道整備

580,000

51 P・L・P-遊び工房プロジェクト- 新庄市 (1) エコロジーガーデン周辺散策、親子環境学習活動 85,000

52 緑を愛する会 最上町 (3)
奥羽山の森林再生。炭焼き窯製作・補修、炭焼き体験学
習会の開催

448,000

53 NPO団体 山と川の学校 最上町 (1) 親子による森づくり、林業体験、石窯料理講習会の開催 110,000

54 特定非営利活動法人バイオマスもがみの会 新庄市 (3) やまがた絆の森における親子による植樹活動 521,000

6,593,413
21事業

最上計 21事業
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森づくり活動 （４）森林資源の利活用

  補助対象額（千円）事業概要 事業NO. 団体名 所在地
項
目

↓置賜 55 小野川温泉観光協議会 米沢市 (1)
大樽川の水辺昆虫・植物観察、森と川の役割の講演、川
遊び体験をしながらの観察

186,183

56 ネイチャーフロント米沢 米沢市 (2)
吾妻連峰弥兵衛平の荒廃地の保全活動と湿原の観察
学習講座の開催

337,000

57
特定非営利活動法人さわやかネットワーク
協会

米沢市 (3)
松くいやナラ枯れなどで自然環境が悪化した堂森山の整
備

342,000

58 南原地域づくり推進委員会 米沢市 (3)
荒廃したブナ坂山公園、おらだの森の森林整備と自然学
習

147,000

59 特定非営利活動法人なでらの森 米沢市 (3)
会員、心身障害者、地域住民による森の観察会、ワイル
ドクッキング、下刈、除伐、観察会の開催

357,000

60 里山愛好会 米沢市 (3)
愛宕山・斜平山周辺の散策路整備、自然体験学習、炭
焼き体験、親子植林、道標・植物名標識設置

226,000

61 古代の丘縄文の森を守る会 長井市 (3)
荒廃した採草地跡地への市民ボランティアによる整備
（伐根、下刈り、植林等）

495,000

62 白兎区 長井市 (3)
白兎区所有山林の除伐、枝打ち、自然観察会、遊歩道
の刈払い、湿地園の保全活動

228,000

63 里山八ヶ森の自然を親しむ会 長井市 (3)
里山八ヶ森の松の保全、いやしの森の整備、希少動植
物の保護育成と児童を対象とする体験学習

366,000

64
特定非営利活動法人美しいやまがた森林
活動支援センター

南陽市 (1)
森林環境を守る多様なボランティア団体の連携による、
桜の植栽管理研修、森林トレッキング、森の暮らしと遊び
体験の実施

490,000

65 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市 (1)
水林地区の歴史を通して森林資源の大切さを伝えるた
め、支障木等の除去、自然環境学習や体験教室の開催

181,000

66 龍樹の里づくり推進委員会 南陽市 (1)
松枯れ倒木等の処理、龍樹山遊歩道と隣接峰の整備、
森林教室の開催

239,000

67 株式会社いきかえりの宿瀧波 南陽市 (1)
子供・親子・身体障害者・観光客・一般県民等を対象とし
た森づくり講座・環境ツアーの開催、倒木処理、下刈り等
の森林整備

379,485

68 慶海山緑を守る会 南陽市 (3)
慶海山の森林整備や病害虫の予防、子供たちとの植
樹、キノコの植菌、キノコの収穫体験の実施

240,000

69 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市 (3) 吉野公園、小滝ヶ丘等の雑草木除去と桜、紅葉の植樹 562,000

70 国土防災技術株式会社 南陽市 (3)
森林整備(枝払い、下刈、除伐)、歩道整備、施設保守、
地域交流・森林体験、環境教育の研究的実践

316,000

71 二井宿地区子ども会育成会連絡協議会 高畠町 (1)
子供たちによる森林体験学習、蛍とカジカ蛙の学習会と
保護活動、キャンプ場整備とキャンプ、炭焼き体験、桜植
栽地の整備

390,000

72 豪士山の会 高畠町 (3)
ブナ林保全活動（刈払い機、ﾁｪﾝｿｰによる観察道の補
修)、小学生などの自然環境学習、案内板設置

278,000

73 安久津八幡山を守る会 高畠町 (3)
安久津八幡山周辺を高畠第一中学校、地元の企業等の
協力のもと、下刈や植樹、植菌、薬剤散布を実施

300,000

74 高安若者OB会 高畠町 (3)
会員による高安地区犬の宮、猫の宮周辺の環境整備活
動、案内板の設置、町民を対象とした散策・観察会を実
施

155,000

75 まほろばの里の森を育む会 高畠町 (3)
ボランティアによる林地整備、間伐及び間伐研修会の開
催

93,000

76
NPO法人あゆかい(鮎貝松ヶ丘教育の森管
理会）

白鷹町 (1)
鮎貝教育の森及び里山道の補修、樹種の学習等自然体
験学習、焼き窯修理、キノコの植菌体験

289,000

77 畔藤地区緑化整備推進協議会 白鷹町 (3) 荒れ地への植栽、地域住民と児童との森林体験 292,000

78 あたご山愛護会 白鷹町 (3)
ボランティアによる愛宕山遊歩道の草刈り、樹木の手入
れ

140,000

79 羽黒の森を守る会 白鷹町 (3)
松枯れ対策防除、水質調査、炭焼体験、森の学校の開
催、植菌体験

197,000

80 山形県鮨商生活衛生同業組合米沢支部 米沢市 (3) 源流の森での広葉樹植栽地の下刈りと補植 101,891

7,327,559
26事業

置賜計 26事業
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  補助対象額（千円）事業概要 事業NO. 団体名 所在地
項
目

↓庄内 81 特定非営利活動法人  森と水 鶴岡市 (1)
森林保全の必要性を啓発するため、六十里越街道ﾄﾚｯｷ
ﾝｸﾞと里山での森林文化体験の実施

86,000

82 環境教育工房ＬｉｎX 鶴岡市 (1)
羽黒、朝日地域での森のようちえんの開催、tree+ing体
験、ムササビの観察会の実施

246,000

83 ナチュラルステップ鶴岡 鶴岡市 (1)
保育園児、小学生対象の自然環境教育「森のﾑｯﾚ教室」
の開催

140,000

84 三瀬グリーンツーリズム研究会 鶴岡市 (1) 地元小中学校と連携した環境学習活動 366,202

85 社会福祉法人 西荒瀬協会 西荒瀬保育園 酒田市 (1)
保育園児によるクロマツ林の草刈り、木工クラフト等の森
林環境教育

318,000

86 万里の松原に親しむ会 酒田市 (1) 小・中学生を対象とする植樹・育樹活動体験学習 528,220

87
特定非営利活動法人 庄内海岸のクロマツ
林をたたえる会

酒田市 (1)
一般県民を対象とした海岸林学習と森林整備活動、ｸﾛﾏ
ﾂｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催

405,000

88 中野俣を元気にする会 酒田市 (1)
小学生を対象としたキノコ栽培、間伐などの森林体験学
習

253,340

89 鳥海やわたインタープリター協会 酒田市 (1)
県民対象の自然観察会の開催や枝打ち、下草刈りの実
施

170,246

90 イヌワシの森倶楽部 酒田市 (1)
特別支援学校、保育園児童対象の自然環境学習と発表
会の開催

335,000

91
財団法人 遊佐町観光開発公社 四季の森
しらい自然館

遊佐町 (1)
牛渡川やその周辺で親子対象の自然環境学習、教職員
を対象とした指導者研修、環境セミナー開催

182,758

92 地緑団体 松ヶ岡開墾場 鶴岡市 (2)
経塚山への松の植栽と樹種プレート設置、山林に侵入し
た竹の伐採と竹炭つくり

228,000

93 希少動植物調査会 緑の玉手箱 酒田市 (2)
日向川、荒瀬川での希少動植物の保全活動、倒木、伐
採木の除去

114,000

94 NPO法人里の自然文化共育研究所 庄内町 (2)
年間を通した森林環境学習「森と水辺の子ども園」プロ
グラムの開催やスギの間伐と集材作業

事業廃止

95 西郷砂防林維持管理協議会 鶴岡市 (3) クロマツ砂防林の整備と小学生の枝打ち体験活動 458,000

96 花咲く里山温海木野俣地区整備委員会 鶴岡市 (3) 遊休地への広葉樹の植栽 419,000

97 木野俣自治会 鶴岡市 (3)
小学生児童を対象としたドングリ植樹、下刈り、キノコ栽
培などの森林体験活動

305,000

98 関川自治会 鶴岡市 (3)
しな織りの原材料であるｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ植栽地の下刈りと
取り木による苗木づくり

129,483

99 豊浦地区高齢者農林業支援協議会 鶴岡市 (3)
ｸﾛﾏﾂ植栽地の下刈りとスギの伐採木を活用した防風柵
の設置

169,713

100 あさひ・花と森の会 鶴岡市 (3)
地域住民による広葉樹植栽地の下刈りと耕作放棄地へ
の植栽、小学生親子を対象としたｳｵｰｸﾗﾘｰの実施

270,000

101
鶴岡市三瀬第一地区会｢藤倉山ブナ林保存
会｣

鶴岡市 (3) 藤倉山の登山道整備と小学生への森林学習 90,000

102 山形県鮨商生活衛生同業組合 酒田支部 酒田市 (3)
遊佐町吹浦の海岸クロマツ林での植栽及び下刈り作業
（吹浦小学校親子と協働）

104,617

103 (財）狩川自彊会 今岡支部 庄内町 (3)
遊歩道の整備と堆肥を用いたｶﾌﾞﾄﾑｼやキノコを活用した
里山の再生活動

196,000

104
特定非営利活動法人ゆざ環境協働組織鳥
海自然ネットワーク

遊佐町 (3) 鳥海山山麓のスギ林の整備と森林学習会の開催 118,785

105 砂丘地砂防林環境整備推進協議会 遊佐町 (3) 庄内海岸のｸﾛﾏﾂ砂丘林の下刈り、植林、枝打ち活動 250,000

106 山王森の緑を育てる会 酒田市 (4) 公園への間伐材で作成したベンチとテーブルの設置 225,000

6,108,364
25事業

26,868,843

103事業

庄内計

合計 106事業

26事業


