
平成23年度みどり環境公募事業実績表【地域別】

村山

↓

1 山形市子ども育成連合会 山形市 (1)

山形市子供育成連合会リーダー研修会

第5回森づくり体験教室

山形市少年自然の家内での子供を対象にした間

伐、キノコ植菌、植樹を実施

206,000

2 東海大学山形高等学校 山形市 (1)

森はすべての源「森林環境といのちの

学習」

山形市蔵王上野等の森林ボランティア団体活動箇

所で、キノコ植菌、機械安全講習、除伐、下刈り等

体験研修を通じて人間成長を促す

500,000

3 NPO環境と食農研究会 山形市 (1) 今日から出来る！自然環境出前教室

小学生が今日からでも実行できる身近な話題をもと

に、自然環境学習を行うとともに、マイ箸作りを行う

150,000

4

地元の無垢材にこだわりの家づくり研

究会

山形市 (1) 「家づくりバスツアー」

森林の育成から家が出来るまでの森林学習会の開

催

95,000

5 蔵王緑の騎士団 上山市 (2)

森林環境整備及び森林環境教育の実

践

蔵王の生産森林組合林等で森林整備を行うと共

に、青少年を対象に森林環境教育を実施する

280,000

6 成沢グリーンフィールド協力隊 山形市 (3) 里山林の保全とその利活用事業

西蔵王にある灌漑用水池(二つ沼）周辺森林を拠点

として,下刈り等の育林作業、ヤマブキの植栽、小学

生を対象としたキノコ植菌体験等の環境教育を実施

574,000

7 社団法人　山形県トラック協会 山形市 (3) 「山形県トラックの森」造成事業

やまがた絆の森（山形県トラックの森）で、「植樹」

「育林」「森林を利用した自然観察会や森林体験」を

実施する

380,000

8 東北芸術工科大学森づくりの会 山形市 (3) 身近な森づくり

山形市上桜田地内の民有林で、学生や地域住民を

対象にしたスギの間伐作業を通じて環境保全活動

について考える

事業廃止

9 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 山形市 (3)

生命の源である、安心・安全な水を育む

水源の森づくり事業

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

100,000

10 蔦の木川原に集う会 山形市 (3) 里山作りと自然学校

山形市上東山地内の会員所有地での植林、下刈

り、不良木伐採を行い里山の機能回復を図る

151,000

11 谷柏山の景観を整備する会 山形市 (3) 谷柏山の景観整備事業

山形市谷柏の会員所有地内で、荒廃した里山の

「植樹」「下刈り」等の森づくり活動を行う

385,000

12 シェルター倶楽部 山形市 (3)

やまがた絆の森にて「里山の保全活動」

と「豊かな森づくり活動」

やまがた絆の森（シェルター絆の森）地内における

植栽、下刈り等の森林整備

363,000

13 津金沢・熊野堂の景観を美しくする会 山形市 (3) 「津金沢の大杉」周辺の里山整備事業

山形市津金沢の大杉（県指定天然記念物）の周辺

会員所有地に散策路の整備、サクラ等の植栽によ

る景観整備を行い、森林観察会を開催する

212,000

14 ぐるっと花笠の森【山形】 山形市 (3) ぐるっと花笠の森【山形】

やまがた絆の森（ぐるっと花笠の森【山形】）地内

で、下刈りや植栽等の森づくり活動を行う。

29,538

15 城下町再生志士隊 上山市 (4)

かみのやま　城下町から里山へアプ

ローチプロジェクト

上山市西山のブロック塀を県産木材で板塀化し、里

山へのアプローチとなるように仕組む

522,000

16 上山市金瓶地区会（地縁団体） 上山市 (3)

金瓶地区会所有林の保全管理と利活用

による健全な山づくり

山形市蔵王上野地内の地区会所有山林で間伐、枝

打ち等の森林整備を行うと共に、伐採木を活用しキ

ノコの栽培を体験する

114,325

17 企業の森づくり　天童・「不思議の森」 天童市 (3) 企業の森づくり　天童・「不思議の森」

天童市貫津地内の財団法人林業公社林内で森林

整備（伐採、間伐、下刈り、枝打ち）のボランティアを

実施する

277,000

18

天童市絆の森林田麦野地域運営委員

会

天童市 (3) 「天童市絆の森林」保全事業

天童市が造成している「天童市絆の森林」地内で古

木保全（笠松、オオヤマザクラ）活動を中心に、下刈

りや自然学習会を開催する

112,280

19 作谷沢林業クラブ 山辺町 (3)

まいたけ・きのこ栽培　巣箱の製作と設

置（野鳥の観察）

山辺町北作地内の慶松寺裏山で、地区外の人との

交流を図るためキノコ栽培技術の研修や巣箱を設

置しての野鳥観察を行う

175,144

20

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) 女性参加の体験型自然環境学習事業

西川町大井沢を始め、県内各地のフィールドで女性

を対象に自然環境の多様性の大切さを学ぶ体験活

動を実施

150,000

21 常盤楯山を整備する会 朝日町 (3)

豊かな里山と歴史的遺産を後世に残そ

う

朝日町常盤地内の私有林で、森林や遊歩道の整

備、花木の植栽により地域振興・活性化を図る

350,000

22 山形県森林インストラクター会 村山市 (1) 森の昆虫調査

山形県県民の森地内で、親子を対象に生物の観察

会を行うと共に、これまでの調査による生息種を取り

まとめる

75,523

23 村山ファミリー劇場 村山市 (1) ファミリーで森づくり事業

村山市樽石観察センターや河島山地内で自然観察

会や花炭作り等を通して、森林や自然環境について

学習する

173,471

24 楯山愛好会 村山市 (2) 国蝶「オオムラサキ」保全事業

村山市楯岡の楯山で、森林学習やオオムラサキの

生息保全活動を行う

300,000

25 西原壮年会 東根市 (3) 健全な里山づくりと森林学習

東根市関山にある会所有の杉林の下刈り、枝打ち

と伐採のための研修会を開催する

115,000

26 翁山を愛する会 尾花沢市 (1) 翁山自然学習事業

御所山県立自然公園内の翁山へ至る案内板を設置

し、自然環境学習を実施する

150,000

27 清流と山菜の里ほその村 尾花沢市 (3) ほその村桜公園整備事業

尾花沢市細野地区の会員所有地に都市と農村の

交流拠点となる桜公園に整備するための桜の植栽

287,000

28 北村山建設総合組合 大石田町 (1) 県産間伐材ｸﾗﾌﾄ体験学習会事業

尾花沢ふれあいまつり会場及び大石田町そばまつ

り会場において、間伐材製品製作・ｸﾗﾌﾄ教室等を実

施し、県産間伐材の有効活用と自然や山林につい

て学ぶ

561,000

27事業

6,788,281

団体名 所在地

項

目

事業名 事業概要

　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NO.

村山計 28事業
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団体名 所在地

項

目

事業名 事業概要

　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NO.

最上

↓

29 新庄里山の恵み利活用研究会 新庄市 (1) 新庄里山の恵みプロジェクト きのこ植菌体験、栗・桜植樹、環境学習会の実施 383,198

30 指首野川水辺の環境推進協議会 新庄市 (2) 指首野川は地域の宝 指首野川源流の森林下草刈り・枝打ち、水質調査 225,000

31 パリス保育園 新庄市 (3)

「冒険

ボウケン

の森

モリ

を作

ツク

ろう」

パリス保育園所有の「みらいの森」での親子での植

樹体験、林自然環境学習

227,000

32

特定非営利活動法人バイオマスもが

みの会

新庄市 (3)

「地域・みどり・子供たち」を未来へ「つな

ぐ」豊かな森づくり事業

やまがた絆の森における下刈りや除伐、植樹、きの

こ植菌、炭焼き体験、木チップ遊歩道整備

400,000

33 道草ぶんこう運営委員会 金山町 (2)

道草ぶんこうの森と水に親しむ里山づく

り事業

里山の自然観察・調査、森の仕組みと生物多様性

の学習会、間伐材を活用したビオトープの整備、森

林の下刈り体験

239,000

34 遊学の森案内人会 金山町 (3)

みんなで支えよう古き良き里山の再生・

保全活動～みんなが森の応援団～

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

400,000

35 山形ゼロックス株式会社 山形市 (3)

山形タカラモノプロジェクト～企業の絆を

山形のチカラに～

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

355,000

36 金山薪倶楽部 金山町 (3) 森エネルギーを使おう！

薪等の利活用の普及を呼びかけるチラシ等の作成

配布、里山の整備を実施し薪となる木材の搬出、薪

の良さをＰＲするイベント等の開催

250,000

37 株式会社　荘内銀行 鶴岡市 (3)

荘銀かねやま絆の森における森づくり活

動と林産物体験

絆の森でのきのこ植菌作業による林産物体験と環

境教育を目的とした講座の開催など

341,000

38 大堀保育所保護者会 最上町 (1)

地域と連携した幼児のための森のプ

レーパーク（冒険遊び場）づくり

親子での木製遊具製作。保護者による森のプレー

パークづくり（木製遊具の設置や森林整備（下刈り、

枝打ち、倒木の伐採）など）

211,112

39 東法田元気な村づくり協議会 最上町 (1)

伝えよう！豊かな自然と環境を未来へ

２０１１

広葉樹植栽や森林・自然環境学習の開催 190,000

40 NPO団体　山と川の学校 最上町 (3) 子ども体験の森「森の遊園地」整備事業

親子で「子ども体験の森」での森林環境整備を実施

し、地域の子供たちが森づくり、環境教育、食育体

験などを実施

210,000

41 緑を愛する会 最上町 (3) 奥羽山・芭蕉の森づくり事業

奥羽山での森林整備（間伐、枝打ち、植林等）。炭

焼き窯補修、芭蕉炭のブランド化に向けた実践研究

など

330,000

42 城山の杜を整備する会 最上町 (3) 戦国歴史の森づくり

本城・十日町地区の住民が中心となって、戦国大名

「小国日向守光基」の居城跡といわれている「お城

山」周辺の森林整備、郷土歴史の学習会を実施す

る

330,000

43 西堀町内会 舟形町 (1) 里山の学習と探索 森の案内人等による里山学習会の実施 160,000

44 ブナの実２１ 舟形町 (2) 自然環境の保全活動事業

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

350,000

45 田舎体験塾つのかわの里 戸沢村 (3) 角川またぎの里再生プラン

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

266,757

46 甑山探究会 真室川町 (1)

母子鬼山「塩根川学校の森」森づくり事

業

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

402,850

47 真室川町野々村地区会 真室川町 (1) 野々村ため池森林・自然環境教室

散策道周辺の間伐等森林整備、山の恵み体験（間

伐材を利用した木工教室の開催等）

137,050

48 ふるさと山の会 真室川町 (3) 花いっぱいの森作り

除間伐等里山整備、広葉樹植栽、森林木材学習会

の開催

425,000

49 岩木自治会 鮭川村 (1) 谷地不動尊環境学習事業

谷地不動尊周辺における自然観察学習会、ビオ

トープづくり、下草刈り、木製プランター作成など

150,000

50 だがしや楽校・だがしや倶楽部 鶴岡市 (1) だがしや楽校・森のワークショップ編

森の生態･森の環境・森と人とのかかわりのワーク

ショップの開催、古老から森の育成や森の恵みの学

びと実践

150,000

51 NPO法人ネイチャーアカデミーもがみ 鮭川村 (2)

最上地方における絶滅危惧昆虫類の保

全と森林整備

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

事業廃止

52 羽根沢温泉地域活性化検討委員会 鮭川村 (3) 羽根沢温泉地域森づくり活動事業

ホタルの棲息地整備、スキー場跡地への樹木の植

栽及び森林整備

371,000

23事業

6,503,967

最上計 24事業
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団体名 所在地

項

目

事業名 事業概要

　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NO.

置賜

↓

53 小野川温泉観光協議会 米沢市 (1) 小野川温泉環境保全学習事業

米沢市小野川温泉周辺の桜の病害防除・除伐、草

木塔の作成・設置、リバーチャレンジ（川遊び）、自

然観察会、桜と紅葉の植樹祭。

345,000

54 ネイチャーフロント米沢 米沢市 (2)

吾妻連峰弥兵衛平を中心とする西吾妻

地域の荒廃した湿原の植生回復・保全

活動

吾妻連峰弥兵衛平の人為的荒廃地の環境保全活

動と湿原の観察学習、吾妻連峰に関する講座。

308,000

55 梓山区会（地縁団体） 米沢市 (2) 梓山ほんわかのもり創造事業

米沢市梓山周辺の森林を活用するための総合計画

の策定、植生調査、森林保全活動、キノコ植菌体験

活動。

145,778

56 里山愛好会 米沢市 (3) 癒しの森作り事業

米沢市斜平山周辺の登山道整備、コースマップ作

成、親子による自然体験学習、炭焼き体験学習、ブ

ナ苗育成及び植樹活動

313,000

57 南原地域づくり推進委員会 米沢市 (3) おらだの森づくり

米沢市南原地区周辺森林の下刈り等森林整備、ネ

イチャーゲーム・自然散策会、きのこ等の里山の恵

み学習

147,000

58

山形県鮨商生活衛生同業組合米沢支

部

米沢市 (3)

「海の幸を育むやまに緑を」最上川をつ

なぐ森づくり

飯豊町の「源流の森」内において、同組合で植栽し

た箇所の下刈り及び補植

184,000

59 龍樹の里づくり推進委員会 南陽市 (1)

龍樹山を基点とする遊歩道等・周辺森

林環境の整備

南陽市梨郷（龍樹山）周辺での遊歩道の支障木処

理や除草、小学生対象の森林教室

225,000

60 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市 (1)

水林の歴史と吉野川源流部の自然体験

教室

南陽市小滝水林周辺での自然体験学習活動 204,458

61

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)

林道の役割を知り、森の現状を見つめ、

桜回廊を創る

置賜東部線の林道の役割と管理研修・植樹活動、

南陽市吉野公園での大森林祭活動（自然環境学

習・木工クラフト教室等）

353,000

62 新田生産森林組合 南陽市 (3) 中ノ森山桜植樹事業 南陽市新田中ノ森山での植栽地整備及び桜の植樹 218,000

63 金山振興協議会 南陽市 (3) 金山地区緑化事業

南陽市金山南沢周辺の元畑地に植樹準備及び植

樹活動

190,000

64 赤湯の山を楽しむ会 南陽市 (3) 金沢山周辺景観整備事業

南陽市金沢周辺森林の散策道整備及び桜・コブシ

の植樹

284,000

65 国土防災技術株式会社 山形市 (3) 南陽：「草木の森」機能強化事業

南陽市宮内内の「草木の森」での前年度植栽地の

下刈り、土壌改良及び植樹活動

322,000

66 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市 (3) 地域緑化のための植樹事業

南陽市吉野公園周辺及び小滝で下刈り、桜・紅葉

の植樹活動

467,000

67 NDソフトウェア株式会社 南陽市 (3) NDソフト・こもれびの郷プロジェクト

南陽市ハイジアパーク隣接地において、森林講座

学習を行い、森林施行計画策定、森林整備及び林

内道作成

345,000

68 慶海山緑を守る会 南陽市 (3) 慶海山等の景観整備事業

南陽市宮内慶海山周辺の森林整備、病害虫の防

除、キノコの植菌体験

257,000

69 株式会社いきかえりの宿 瀧波 南陽市 (3) 白竜銀河の森づくり事業

南陽市十分一山及び鳥帽子山周辺の森林整備、環

境ツアー、ワークショップの開催

341,000

70 梨郷さくらの里山をつくる会 南陽市 (3) 梨郷さくらの里山づくり事業 南陽市梨郷の里山の植樹活動、下刈り及び除伐 230,000

71 安久津八幡山を守る会 高畠町 (3)

里山・松林の環境保全と森づくり体験事

業

高畠町安久津八幡山周辺の下刈り等の林内整備

及び松林保全

183,000

72 豪士山の会 高畠町 (3) 高畠のブナ林の保全活動

高畠町上和田の豪士山周辺の遊歩道整備、ブナ林

での植樹活動、自然体験学習会

291,000

73

二井宿地区子ども会育成会連絡協議

会

高畠町 (1) 二井宿自然宿

高畠町二井宿周辺で同団体が植栽した箇所の下

刈、スギ起こし、炭焼き等自然体験活動

391,000

74 まほろばの里の森を育む会 高畠町 (3) まほろばの里の森づくり活動

高畠町駅近くにある森林での、ケナフ播種、林地整

備、間伐作業及び残材のチップ化

94,000

75 高安若者OB会 高畠町 (3) 高安地区里山の豊かな森づくり活動

高畠町高安地区の史跡周辺での森林整備活動及

び史跡散策活動

127,000

76 西山の史跡を見守る会 長井市 (1)

置賜葉山の自然を守り、豊かさを五感で

学ぶ体験学習活動

長井市葉山周辺森林での自然観察学習会、山道や

周辺森林の下刈等の環境保全活動

事業廃止

77 古代の丘縄文の森を守る会 長井市 (3) 自然と人をつなぐ憩いの森づくり事業

長井市草岡にある古代の丘付近にある荒廃地で同

団体が植樹した箇所の下刈り及び植樹活動

422,000

78 白兎区 長井市 (3) 葉山森林公園整備・活用事業

長井市白兎地区葉山森林公園内の除伐、枝打ち、

遊歩道刈払、自然観察会

200,000

79

おぐにエネルギーの地産地消を考える

会

小国町 (1)

木質バイオマスエネルギーの普及啓発

事業

小国町内で木質バイオマスエネルギーシンポジウ

ムの開催、木質バイオマスエネルギーツアーの開催

199,701

80 特定非営利活動法人あゆかい 白鷹町 (1)

鮎貝松ヶ丘教育の森の保全管理、自然

環境体験学習事業

白鷹町鮎貝小学校に隣接林地での遊歩道整備、遊

具整備、自然体験学習

351,000

81 あたご山愛護会 白鷹町 (2) 『おれだのあたご山』整備事業

白鷹町荒砥愛宕山公園の剪定、下草刈、愛宕山周

辺の管理道路の下刈り

151,000

82 畔藤地区緑化整備推進協議会 白鷹町 (3) 新しい森づくり 白鷹町畔藤地区鷹戸屋周辺での杉植樹、下刈り 133,000

83 羽黒の森を守る会 白鷹町 (3)

住民参加による荒廃里山の樹種変更並

びに山口森の学校（第３回）による里山

体験事業

白鷹町羽黒周辺森林のナラ枯れ木の伐採、植樹活

動、下刈り、植菌体験

201,000

84 手ノ子地区協議会 飯豊町 (3) 八幡山桜の森整備事業

飯豊町手ノ子八幡山周辺で原野化した土地に桜を

植栽するための計画、植樹及び整備

285,000

85 JA山形おきたま飯豊地区青年部 飯豊町 (3)

農家が森へ入る！～源流の町で環境保

全活動～

飯豊町「源流の森」での森林整備活動及び環境学

習会

事業廃止

31事業

7,907,937

置賜計 33事業
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団体名 所在地

項

目

事業名 事業概要

　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NO.

庄内

↓

86 三瀬孟宗竹利活用研究会 鶴岡市 (1) 森歩き・竹炭づくり体験学習 竹炭を通した森林学習と遊歩道整備 200,858

87 環境教育工房ＬｉｎX 鶴岡市 (1) 森林資源を活用した環境教育の実践

未就学児と保護者対象の森林に親しむプログラム

「プチ森のようちえん、森カフェ」の開催と大人対象

の森林資源の活用プログラム「森のごっつお」の開

催

324,000

88 田川地区自治振興会 鶴岡市 (1) 三俣山体験事業

三俣山登山道の整備と子供たち対象の森林環境学

習の開催

163,394

89 特定非営利活動法人  森と水 鶴岡市 (1) 森林文化体験事業

六十里越街道における、夏休み子供対象トレッキン

グと四季を通じた一般向けのトレッキングの開催

121,661

90 金峰倶楽部 鶴岡市 (3)

金峰少年自然の家周辺の里山（雑木

林）整備

里山林の整備と子どもを対象とした巣箱つくり、きの

こ植菌体験

98,959

91 木野俣自治会 鶴岡市 (3)

豊かな森づくり活動（山の恵み・樹の恵

み体験）

福栄小児童を対象としたきのこ植菌体験、下刈り体

験、木工体験の実施

256,000

92

花咲く里山温海木野俣地区整備委員

会

鶴岡市 (3) 温海木野俣地区花咲く里山整備事業

温海地域の幹線沿いに広葉樹の植栽を行い、地域

の交流と活性化を図る

354,000

93 藤倉山ブナ林保存会 鶴岡市 (3) 藤倉山登山道・林道整備と水源の保全 藤倉山の登山道整備と親子キノコ栽培体験の開催 157,000

94 関川自治会 鶴岡市 (3) しなの木の森づくり事業

しな織の原料確保のためのオオバボダイジュの森

の下刈りと取り木栽培の実践研修

123,685

95 大山公園再生協議会 鶴岡市 (3) 戻そう大山公園再生事業

地域住民による荒廃スギ林の間伐と小学生と協働

による間伐木を活用したチップ歩道の整備

248,000

96 西郷砂防林維持管理協議会 鶴岡市 (3) 西郷砂防林維持管理事業

クロマツ林内のニセアカシアの伐採と西郷小学校の

クロマツ体験学習支援

479,000

97 豊浦地区高齢者農林業支援協議会 鶴岡市 (3)

豊かな森づくり活動と健康を増強する遊

歩道作りと管理事業

三瀬地区で遊歩道の整備と三瀬小児童と歩く会の

開催及び栽培漁業ｾﾝﾀｰ周辺のクロマツ植栽木の

管理作業

110,000

98 地緑団体　松ヶ岡開墾場 鶴岡市 (3)

美しい里山を継承するための自然環境

の保全活動

経塚山周辺の松を守る活動とスギ林内に侵入した

竹の伐採。子供対象の鳥の巣箱作り、ホタルの観

察などの森林・自然環境学習の開催

358,000

99 小波渡自治会 鶴岡市 (4)

県産木材を使用したゴミステーション整

備事業

県産間伐材を使用したゴミステーション２基の公共

的な箇所への設置

89,000

100 暮坪自治会 鶴岡市 (4) 地元産材を使用した案内看板の作成

地元産スギ材を使用した名勝「立岩」の掲示板と

「暮坪ガイドマップ」看板の設置

150,000

101 馬場町五日町線まちづくり協議会 鶴岡市 (4)

景観と調和するごみステーション作製及

び設置事業

馬場町五日町線周辺における県産間伐材を活用し

たゴミステーションの作製・設置

55,000

102

社会福祉法人　西荒瀬協会

西荒瀬保育園

酒田市 (1)

保育園児の森林環境教育「みどりの保

育園」推進事業

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

300,000

103 万里の松原に親しむ会 酒田市 (1) 子ども達を対象とした森林学習活動

酒田一中、泉小、松陵小の生徒を対象とした砂丘

林の森林整備体験学習の支援

279,720

104 中野俣を元気にする会 酒田市 (1) 実践！中野俣里山塾

里山のスギ林の間伐と南平田小児童を対象とした

森林学習会や体験活動の実施

153,500

105 プロジェクト外山 酒田市 (1) 森林に親しむ初歩講座

酒田市外山・山寺地区にて子ども対象のキャンプと

大人対象のチェンソー講座の実施

227,000

106 イヌワシの森倶楽部 酒田市 (1) やまからうみネイチャーフィーリング

八幡地区を主な会場として、特別支援学校生徒、未

就学児、小学生対象の森林体験活動、鷹匠との交

流会の開催。夏休み子供自然学校の開催

368,000

107

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) 庄内海岸松原再生計画実践事業

東北公益文科大学生と協働による酒田市浜中の酒

田森林ボランティアｵｰﾅｰ林整備活動、一般対象の

海岸林学習会、第7回クロマツシンポジウムの開催

400,000

108 鳥海やわたインタープリター協会 酒田市 (1)

鳥海山麓自然たっぷり・思いっきり満喫

塾Ⅱ

八森自然公園等における自然観察会、夏休み子供

自然学校、鳥海山麓里山ﾌｫｰﾗﾑの開催

195,389

109

山形県鮨商生活衛生同業組合　酒田

支部

酒田市 (3) 「海の幸を育む山に緑を」

遊佐町吹浦にて吹浦小児童親子とクロマツの植栽

と下刈り作業の実施

125,600

110 特定非営利活動法人　ひらた里山の会 酒田市 (3) 悠々の杜周辺の里山整備と保全活動

「ひらた悠久の杜」周辺にて竹林の整備と竹材利

用。親子体験キャンプ、木工体験、スギ林の整備活

動

214,000

111 (財）狩川自彊会　今岡支部 庄内町 (3) 松木沢の自然をま森隊

松木沢の山道の整備と子供会、幼稚園児対象のき

のこ栽培、カブトムシ観察等の森林体験活動の実施

105,000

112 ｢この本だいすきの会｣鶴岡支部 三川町 (1) 森のこだま図書館

親子対象の森林自然観察会と大人対象の大山下

池観察会の実施。また森林・自然環境に関するブッ

クリストの作成

230,000

113 砂丘地砂防林環境整備推進協議会 遊佐町 (3) 砂丘地砂防林環境整備事業

吹浦から藤崎までのクロマツ砂丘林の整備活動と

小・中学生のクロマツ林整備体験活動の支援

260,000

114

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) 鳥海水源の森トラスト

鳥海山麓の採石場周辺のスギ林で湧水の保全を目

的とした下刈り・間伐などの森づくり活動

事業辞退

28事業

6,146,766

109事業

27,346,951

庄内計 29事業

合計 114事業
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