
平成27年度みどり環境公募事業（一般助成）実績表

村山
【31団体】

1 やまがたヤマネ研究会 山形市 (1)
巣箱人（すばこんちゅ）プロジェクト！山形県産材で
作った巣箱と野生動物を用いた自然環境体験学習

スギ間伐材の巣箱を作成し設置する体験を通じて、森林の現状を
学ぶ自然環境学習を行う。 246,000

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、下刈り等体験研修行う。 273,000

3 社会福祉法人慈風会　はらっぱ保育園 山形市 (1) 幼児を対象とした「森のほいくえん」推進事業
在園の幼児に加え地域の幼児、父母を対象にし、里山・自然に触
れる楽しさを親子で学び、その恵みをいただくことを楽しむ活動を行
う。

224,000

4 学校法人　山鳩学園　東原幼稚園 山形市 (1) "春の森たんけん"～親子で活動～
親子で自然体験を共有してもらい、環境への関心を深め、自然環
境保全への心や自然の恵みに感謝する心を養う。 192,000

5 山形大学附属幼稚園 山形市 (1)
幼児の「木育」を広げる事業
（『げん木っこプロジェクト』）

山形の里山の木材を活用した木工体験等の「木育」を通して幼児
の自然に対する感性や思考を育むととに、教材の開発を行う。 178,000

6 公益社団法人　山形県トラック協会 山形市 (3) 「山形県トラックの森」造成・整備事業
やまがた絆の森（山形県トラックの森）において、「植樹」「育林」「森
林を利用した自然観察会や森林体験」を行う。 390,000

7 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
地元小学校・高等学校とともに、自然環境に関する研修やきのこの
植菌体験などを行う。 382,000

8 特定非営利活動法人 知音 山形市 (3) やま。もり。おいしい交流パート３
八森地区の自然環境保全のため、荒廃した山林で、下刈、間伐、
きのこ栽培を行う。 152,000

9 蔦の木川原に集う会 山形市 (3) 里山作りと自然学校
山形市上東山地内で下刈り等の森林整備を行う。併せて、自然環
境学習会やきのこ栽培体験を行う。 140,655

10 岡崎医療株式会社 山形市 (3) みはらしの丘未来（おかざき）の森づくり
社員が森づくりの輪を広げ、地域の人々や子供たちと一緒の植樹す
ることで、環境保全の取り組むみを推進する。 250,000

11 山形グリーンライフ女性の会 山形市 (3) 女性の会の森林整備事業
自然にふれあい体験することにより知識を深め、地域社会における
森林・林業の必要性と重要性を普及啓発する。 100,000

12 山形市農業協同組合　親睦会 山形市 (3) ＪA山形市のんきな殿さま絆の森づくり
山形市小白川で地域と職員及びその家族による自然体験学習や
ボランティア活動等を行う。 159,000

13 ＬＣＳ（ルクス） 山形市 (4) ＹＡＭＡＭＯＲＩ　LABO（ヤマモリ ラボ）
山形の木で日常生活に使える木製品を新たに開発し、女性や若者
を中心に、体験を通じて県産材の魅力や面白さを伝える。 195,000

14 蔵王緑の騎士団 上山市 (2) 森林環境保全活動及び森林環境教育の実践
蔵王地区周辺で森林整備活動を行うとともに、青少年を対象に森
林環境教育を実施する。 170,000

15
天童市絆の森林田麦野地域
運営委員会

天童市 (2) 「天童市絆の森林」保全事業
「天童市絆の森林」地内で市天然記念物「笠松」の保全活動を行う
とともに、下刈りや自然学習会を開催する。 69,814

16
山口地域づくり委員会
水晶山に親しむ部会

天童市 (2) 水晶山の自然保護と自然環境学習
水晶山の貴重な植物や景観などの自然と山の歴史や遺跡等の調
査を行い、緑豊かな自然と歴史に親しめる里山に育てる。 135,000

17 天童・「不思議の森」 天童市 (3) 天童・「不思議の森」
天童市貫津地内のやまがた絆の森（天童・不思議の森）で間伐、下
刈り、枝打ちなどの森林ボランティア活動を行う。 267,478

18 公益社団法人　天童青年会議所 天童市 (3)
45年の歴史（思いで）を植樹
「みんなでＤＥ創る思いで広場」

これまで舞鶴山にもみじを植樹されてきた先輩の意思を受け継ぎ、
市民と共に植樹をし、憩える広場をつくる。 256,000

19 株式会社モンテディオ山形 天童市 (3) モンテディオ山形　未来の森
天童高原において植栽活動を通じて、県民、ファン・サポーターに
対し、自然保護の啓蒙活動を行うと同時に、地域住民の交流の場
作りをする。

200,000

20
特定非営利活動法人
スペース・アンド・タイム・クリエーション

寒河江市 (1) 第2回「資源が眠る里山」の森林整備と体験学習会
間伐等の森林整備をして里山が本来持っている機能回復を図りつ
つ、資源生産、野生動物の生息環境、水源涵養、環境学習を軸に
事業に取り組む。

242,000

21 日東ベスト株式会社 寒河江市 (3) 「にしかわ絆の森」森林保全活動
やまがた絆の森（にしかわ絆の森）で、地域の方々と下刈、植栽等
の森林保全活動に取り組む。 186,942

22 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
地区民に親しまれている楯山をさらに魅力ある里山として整備する
ため、地区民と協働で伐採、遊歩道等整備、植栽などを行う。 237,000

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
村山市河島山地内で、会員と一般の親子を対象にどんぐりの実生
を森に植える等の体験活動や自然観察を開催する。 159,121

24 山形県森林インストラクター会 村山市 (1)
「森と人をつなぐ集い」
～新たな森づくり活動を考える～

これまでの森づくり活動の軌跡を振り返り、今後のさらなる発展のた
めに講演や討論会を行うとともに、県民の森において実践的な森づ
くり体験を行う。

80,080

25 楯山愛好会 村山市 (2) 楯山の里山保全活動
村山市楯岡の「国蝶オオムラサキ」生息地楯山で、除伐を中心とし
た里山林の整備を行うとともに、自然観察会や、森林学習会を開催
する。

133,492

26 冨本小学校後援会 村山市 (3) 冨本小学校の「松の緑」を復活する事業
松食い虫の被害を受けた冨本小学校の象徴でもある松林の復活の
ため、後援会を始め、PTAや小学校など地域をあげて保全活動に
取り組む。

156,000

27 アイジー工業株式会社 東根市 (3) やまがた絆の森（笑顔いっぱいの森ひがしね）活動
東根市堂の前公園周辺にて森林整備や森林学習を行い、里山地
域の活性化及び森づくり活動に取り組む。 220,000

28 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
都市農村交流「緑のふるさと協力隊」や地域住民と協働で、尾花沢
市細野地区の交流拠点である森林公園に桜を植栽し整備する。 240,000

29 丹生里創会 尾花沢市 (3) 「福寿の森」整備事業
尾花沢市丹生地内の八幡神社周辺の里山において、なら枯れ等
の枯木の伐採、下刈り、遊歩道整備、花木の植樹等を実施し里山
の再生を図る。

211,000

30 三吉原樹木園の会 尾花沢市 (3) 三吉原樹木園森づくり活動 里山整備、桜の植樹及び小学生との共同のチップ敷きを行う。 221,000

31 北村山建設総合組合 大石田町 (4) 県産間伐材ｸﾗﾌﾄ体験学習会事業
間伐材の利用促進のため、間伐材を使ったｸﾗﾌﾄ教室等を開催し、
県産間伐材の有効活用と自然や山林の大切さについての底辺教
育を行う。

280,000

6,346,582

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

NO. 団　体　名 所在地 項目 事　業　名
実績額
（円）

村山地域　計



平成27年度みどり環境公募事業（一般助成）実績表

最上
【22団体】

32 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
小学生等を対象にしたきのこ植菌・収穫体験、植樹作業・環境学
習会を行う。 189,408

33 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
指首野川源流の下草刈り、水質調査、環境保全活動の発表会を
行う。 90,000

34 パリス保育園 新庄市 (1) 「森で遊び、森から学び伝え合う」
パリス保育園敷地に隣接する冒険の森で、親子を対象とした森林
自然環境学習やテーブル・イス・デッキ製作体験等を行う。 192,511

35 新庄信用金庫 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

やまがた絆の森で、チップ歩道整備、林内オリエンテーリング、きの
こ収穫、炭焼き用ホダ木提供、木工クラフト体験を行う。 200,000

36 川西町河川公園を愛する会 新庄市 (4) 県産間伐材を活用し、森の恵を学ぶ事業
間伐材を活用した掲示板付きごみステーションを地域住民とともに
製作する。加えて、地元中学校で自然環境学習会を行い、木製ベ
ンチ等を一緒に製作する。

342,586

37
はちべえの森　山林資源活用開発研究
所

新庄市 (3) 豊かな森づくり活動のプロローグ 2ndステージ
地域の里山の整備（植樹・下刈り・除伐・散策路整備等）を行い、子
供たちが遊び学べる活動を実施する。 320,000

38
遊び工房プロジェクト
（Play Laboratory Project　略称：PLP）

新庄市 (4)
日常に森の素材をとり（取り・採り・摂り）入れるプロ
ジェクト

テーマ助成で製作したツリーデッキの管理と利用を引き継ぎ、１階
空きスペースを木工スタジオとして活用を図り、様々な木工ワーク
ショップを開催する。

350,000

39 金沢共有財産管理会 新庄市 (2) 「里山の景観保全と資源利活用事業」
市街地に隣接している陣峰ライン（登山道）周辺の荒廃した山林を
市民の憩いの場とするため、下刈りなどの整備を行う。 247,000

40 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
手入れが放棄された区域（「親水の森」及び「水源の森」）の整備を
地域ボランティアと連携しながら行い、貴重生物の保護活動、チッ
プ材を利用した歩道の整備などを行う。

289,892

41 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、下刈り等の森林環境教育やキノコなどの収穫体験、県産
材ベンチの製作を行う。 265,000

42 株式会社　荘内銀行 鶴岡市 (3) 育林活動の実践と地域交流 絆の森で、下刈り、木製ベンチ製作、キノコ植菌作業などを行う。 282,000

43 NPO団体　山と川の学校 最上町 (1) ザ・山活
子供たちを対象に、森づくりや森の活用方法の体験学習と、地域に
ある貴重な生物の生息環境づくり活動を行う。 121,964

44 縄文里の会 舟形町 (2) 里山の自然保護活動事業
里地里山の保護・保全の重要性について専門知識を有する講師か
ら指導を受けながら、刈払い、歩道整備等の環境整備を実践する。 215,841

45 ブナの実２１ 舟形町 (2) 自然環境の保全活動
森林環境プログラムを作成し、持続可能な地域としての「里地里山
の再生」を目指す。 200,000

46 真室川町野々村地区会 真室川町 (3) 豊かな森づくり活動 ｉｎ 白鳥の里　野々村
散策道周辺の間伐等森林整備やきのこを活用した山の幸づくり教
室、間伐材による木工教室等を開催する。 64,000

47 ふるさと山の会 真室川町 (3) 花いっぱいの森を作ろう 除間伐等の里山整備、広葉樹植栽、森林学習会を開催する。 205,000

48 八敷代里山活用推進協議会 真室川町 (3)
八敷代「里山づくり楽校」プロジェクト
～森に学び、親しみ、感謝しながら森を未来につなげよう～

源治森山で森林環境教育や下刈り、歩道の整備など環境保全整
備を行う。併せて炭焼き研修を行う。 177,888

49 甑山探究会 真室川町 (1)
「塩根川学校の森」保育事業及び森のバイオマス利
活用事業

下刈り、除伐等の保育事業、歩道の補修、竹林の間伐整備とバイ
オマス利用としての竹炭づくりを行う。 29,728

50 四ヶ村森林活用協議会 大蔵村 (1) 森林文化創成事業
県立新庄神室産業高校と連携し、マイタケの原木栽培過程の学
習・実践を行う。 123,000

51 三友会 鮭川村 (1) 羽根沢温泉地域森づくり活動事業
ホタルの棲息地整備、スキー場跡地の保全活動、森林整備、森づ
くり研修を行う。 128,000

52 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
中学校及び大学生の教育体験旅行で森林体験学習を実施するた
めの森林整備と、ナラ枯れ被害木や老木の伐倒処理とその利用を
実践する。

161,233

53
ＮＰＯ法人森びとプロジェクト委員会
山形ファンクラブ

新庄市 (3) つのかわ里山の再生プロジェクト
荒廃里山林の整備（除伐、下刈り、炭散布による土壌改良、自生ド
ングリ苗を作っての植樹会）、自然観察会の開催を行う。 194,867

4,389,918

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

NO. 団　体　名 所在地
実績額
（円）

最上地域　計

項目 事　業　名



平成27年度みどり環境公募事業（一般助成）実績表

置賜
【28団体】

54 里山愛好会 米沢市 (3) 癒しの森作り事業
米沢市斜平山周辺での散策道や環境の整備（ブナの植栽及び植
栽地整備等）、ハイキングイベントなどを行う。 215,000

55 ささの里づくり推進協議会 米沢市 (4) ささの里づくり事業
地域の間伐材を活用した看板の作成・設置や散策道の整備活動を
行う。 174,000

56 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

吾妻連峰弥兵衛平周辺の登山道環境整備、希少植物調査や環
境学習・観察会などを行う。 211,000

57 梓山区会（地縁団体） 米沢市 (3) 梓山ほんわかのもり創造事業
米沢市梓山地区の森林で散策道整備・ベンチの設置、草木名札
設置、モミジ等の植樹、下刈り等の保全活動、きのこ植菌体験教室
を行う。

205,000

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
山形県「源流の森」で、以前植栽した広葉樹の下刈・枝打ち作業を
行う。 75,994

59 国土防災技術株式会社山形支店 山形市 (3) 南陽：「草木の森」機能強化事業
「やまがた絆の森協定」を結んだ南陽市宮内地内で、下刈、植栽、
土壌改良、除間伐に向けた現地調査等を行う。 229,000

60 龍樹の里づくり推進委員会 南陽市 (1)
龍樹山を起点とする遊歩道の整備及び周辺森林環
境の整備

南陽市龍樹山周辺で遊歩道整備、下刈を行う。また、小学校や地
域住民を対象に整備した場所で森林教室やトレッキングイベントを
開催する。

180,000

61 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
南陽市小滝等で、下刈、自然環境学習会、きのこ学習会、木工ク
ラフト教室などを行う。 280,000

62 赤湯の山を楽しむ会 南陽市 (3) 金沢山周辺景観整備事業 南陽市金沢山周辺で、散策道整備、下刈、桜植樹を行う。 199,000

63 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
南陽市荻・小滝周辺で、下刈、植樹活動、樹木観察会、植樹・間
伐体験会を行う。 257,000

64 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
南陽市上野にあるハイジアパーク周辺森林の下刈、除伐等を行
い、森林・冬山学習会やきのこ植菌イベントを開催する。 245,002

65 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で、下刈りなどの森林整備や薬剤塗布によ
る病害虫予防を行うとともに、地元の子供たちと植樹やキノコの収
穫・植菌体験活動を行う。

209,000

66 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
南陽市梨郷地内で、森林の下刈・除伐、桜の消毒・植樹等里山保
全活動を行う。 217,000

67 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で、下刈、植樹等里山保全活動を行うととも
に、一般町民を対象にしたきのこ栽培体験活動を行う。 134,000

68 豪士山の会 高畠町 (3) 高畠のブナ林保全活動
高畠町豪士山で散策道整備や下刈、案内板の設置をし、自然観
察学習会や植樹活動を行う。 201,100

69 NPO法人 玉庭いこいの里 川西町 (1)
玉庭地区自然学習林造成を通した地区活性化事
業

川西町玉庭向原高原で、自然学習林造成（下刈り、樹名板設置
等）を行い、自然環境学習会を開催する。 107,000

70 白兎区 長井市 (2) 葉山森林公園整備・活用事業
長井市白兎区葉山で、除伐・下刈り等の森林整備・保全活動を行
うとともに、到芳小学生や地区住民を対象にした自然学習会を開催
する。

107,803

71 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講演会やペレットストーブ
の展示会を行う 141,000

72 上大石沢地区会 小国町 (3) 吹雪と緑の里づくり事業
小国町大石沢周辺で下刈などの環境整備を行うとともに、山野草
や野生動物に関する自然学習会を開催する。 225,000

73 あたご山愛護会 白鷹町 (2) 『おれだのあたご山』整備事業 白鷹町愛宕山で、下刈りや樹木剪定等の環境整備活動を行う。 107,000

74 羽黒の森を守る会 白鷹町 (3) 羽黒の森の景観保全と里山体験学習
白鷹町山口区羽黒の森で、タムシバやこぶし植栽の植栽を行う。加
えて、地域の方を対象に森林散策会や植菌体験会を開催する。 172,000

75 いきいき深山郷づくり推進協議会 白鷹町 (1) いきいき深山郷づくり
白鷹町深山周辺で、地域住民と一緒に、きのこ植菌体験、木工ク
ラフト、案内看板の設置、下刈活動を行う。 163,537

76 手ノ子地区協議会 飯豊町 (3) 八幡山桜（はな）の森整備事業
飯豊町手ノ子で、ハナモモ植樹や下刈り等の山林再生のための整
備活動を行う。 220,000

77 新田チェリー会 飯豊町 (1) 子どもたちへ受け継ぐ里山再生
飯豊町中地内で、子どもたちを対象に自然環境学習やきのこの植
菌体験の実施、間伐材を活用したベンチ作成・薪づくり・焚火体験
等を行う。

232,000

78 東部地区活性化協議会 飯豊町 (2) 自然環境の保全活動
飯豊町清水沢周辺の下刈、伐採、植栽、案内看板の製作等の環
境整備を行う。 143,000

79 二井宿わくわくプロジェクト 高畠町 (3) 地域住民による里山保全事業
高畠町二井宿で、荒廃森林・遊歩道等の下草刈等、地域住民参
加型の環境整備を行う。 119,219

80
一般社団法人
米沢地区勤労者福祉協会

米沢市 (1) 米沢地区おやこ緑陰学級
米沢市万世町梓山の「米沢そんぴん村」で自然体験教室（森林散
策、木工クラフト等）を開催する。 100,000

81 白竜銀河の森づくりプロジェクトチーム 南陽市 (3) 白竜銀河の森づくりプロジェクト
南陽市赤湯十分一山の「白竜銀河の森」で森林・登山道整備や体
験型のワークショップを行う。 225,292

5,094,947

所在地 項目 事　業　名 事業概要
実績額
（円）

置賜地域　計

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

NO. 団　体　名



平成27年度みどり環境公募事業（一般助成）実績表

庄内
【26団体】

82 特定非営利活動法人　森と水 鶴岡市 (1)
森林文化体験
（森の恵を味わう六十里越街道トレッキング）

湯殿山｢六十里越街道｣での一般向けトレッキングイベントを開催し、
鶴岡市が誇るブナ林を体験する場を提供する。 192,000

83
由良地域協議会
「ゆらまちっく戦略会議」

鶴岡市 (3) 白山島　松と岩ゆり復活事業
白山島のマツ枯れ被害の防止と植栽及び岩ゆりの保全活動を行
う。 99,675

84 荒倉散策道愛護会 鶴岡市 (3)
荒倉散策道及び森林の環境整備・森林自然環境
学習

荒倉散策道の草刈り等の整備や貴重なイチョウ林と周辺の環境整
備及び上郷小学校児童への植栽等の環境学習を行う。 171,567

85 関川自治会 鶴岡市 (3) 「しなの木の森づくり」体験事業
しなの木の森づくり体験イベントを開催し、保育活動などの地域住民
による｢しなの木の森｣づくり活動を行う。 100,000

86 下本郷自治会 鶴岡市 (3) アルカディア豊かな森づくり
雪被害木除去と間伐による薪利用のほか、桜の植栽、日陰地への
試験植栽、森林生産体験学習を行う。 199,864

87 田川地区自治振興会 鶴岡市 (4) 間伐材を利用したテーブル、ベンチ製作及び設置
間伐材を利用したテーブル、ベンチを製作し、三ノ俣山トレッキング
コースへ設置する。 182,800

88 三瀬孟宗竹利活用研究会 鶴岡市 (1) 森歩き　炭づくり体験学習
子どもと一般県民を対象に、林内散策・竹炭づくり体験による森林
学習と散策道整備を行う。 142,000

89 山五十川玉杉保護会 鶴岡市 (3)
山五十川日本一の玉杉保全活動と周辺散策道の
保全管理

玉杉の保全活動(施肥等)や竹の除伐、緑の少年団学びの森整備
など周辺環境の保全、及び玉杉モニュメント周辺の整備を行う。 116,000

90 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駆除と西郷小学校や鶴岡工業高校
等が行うクロマツ体験等で学習支援を行う。 267,000

91 大山公園再生協議会 鶴岡市 (3) 戻そう大山公園再生事業
荒廃林の除間伐による植生環境の整備や間伐材チップによる環境
整備、マツやサクラ等の植栽を行う。 189,000

92 地縁団体　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
カスミ桜の保全と植栽した苗木の保全を行う。加えて山林の下刈り
と竹の伐採や、地域住民との自然学習活動を行う。 100,000

93 環境教育工房LinX 鶴岡市 (1)
里山資源を活用した環境教育の実践
～木と火を考えるプログラムの開発～

未就学児と保護者を対象にした森林に親しむプログラム「里山塾｣
と、大人を対象にした森林資源の活用プログラム「里山Cafe」を開
催する。

264,041

94 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）
福栄小児童を対象に、ワラビ収穫体験、記念植樹した樹木の下刈
り、間伐材を利用した木工教室を開催する。 155,000

95
社会福祉法人三瀬保育会　三瀬保育
園

鶴岡市 (1) 乳幼児の自然体験活動
自然活動プログラムの作成とそのための勉強会を行うとともに、多種
多様な自然物の活用による多様な自然保育を展開する。 260,000

96
特定非営利活動法人
公益のふるさと創り鶴岡

鶴岡市 (1)
藤沢の森のワークショップ
＆環境フェアつるおか｢木工教室｣

親子を対象とした木の芽・実等の学習会や間伐・植樹体験を開催
する。また間伐した木材を活用した木工教室を開催する。 284,000

97 大鳥タキタロウ村 鶴岡市 (1) 大鳥タキタロウ村　森林を活かした自然環境学習
山野草探訪と森林学習、学習コースの間伐と除草、トレッキング
コースを活用した森林の学習、間伐材を活用した木工作等一般市
民を対象にした自然環境学習を行う。

122,000

98 特定非営利活動法人　明日のたね 鶴岡市 (1) 自然探検学習会事業
子どもを対象に、四季に応じたネイチャーゲーム等の｢森のがっこ
う｣、大人を対象に、工場見学や森林散策等の｢森の時間｣を開催す
る。

286,329

99
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

庄内森林管理署｢しんちゃんの森｣で保育園児を対象にし、クロマツ
林の草刈りや木工クラフト等の森林環境教育を行う。 231,000

100 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
酒田第一中学校、泉小学校及び松陵小学校の生徒・児童を対象
とした砂丘林の学習及び森林整備体験学習を支援する。 293,000

101 プロジェクト外山 酒田市 (1) 森林に親しむ初歩講座
酒田市内５保育園・幼稚園でのキノコ教室を開催し、幼児期から森
林に親しみ森林での産品生産能力を身近に感じてもらう。 112,848

102 イヌワシの森倶楽部 酒田市 (1) やまからうみ　ネイチュアフィーリング その６　-森林から海・森や野生動物と人
間との共存を感じよう、五感で自然体験しよう-

八幡地区、庄内地域で、こども自然学校等の森林体験活動や森と
野生動物やイヌワシの実体験ふれあい活動等を行う。 344,000

103
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」
H14年度に植栽を行った吹浦地内で、組合員とボランティアを対象
に下刈と看板の設置を行う。 104,592

104
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) 庄内海岸林の魅力発信事業
庄内砂丘林の森林整備活動や一般県民を対象にした海岸林学習
会を行う。加えて、庄内海岸と松原を巡る旅及びクロマツシンポジウ
ムを開催する。

290,000

105 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　Ⅵ
玉簾の滝等での自然観察会や鳥海山麓トレッキングを開催するとと
もに、鳥海高原森の歩道保全活動を行う。 123,055

106 環境再生さくらぎの会 三川町 (4) 県産木材を活用した地域づくり事業
県産木材を活用しテーブルとイスの組立てと防腐処理を行い、町内
公園緑地に設置する。 199,000

107 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
遊佐町内クロマツ砂丘林の植栽、下草刈り及び枝打ち等による整
備活動と小・中学生のクロマツ林整備体験活動の支援を行う。 275,000

5,103,771

20,935,218

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

NO. 団　体　名 所在地 項目 事　業　名

県　合計

実績額
（円）

庄内地域　計



平成27年度みどり環境公募事業（テーマ助成）実績表

1
特定非営利活動法人環境ネットやまが
た

山形市 (1) 山形県ペレットエコポイント事業
村山地域の世帯等を対象に、ペレット購入者、間伐体験参加者に
対して、木質ペレット等と交換できる地域通貨（エコポイント）を発行
する。

1,300,000

2 大江町沢口区若者会 大江町 (1) 七軒薪作りプロジェクト
大江町沢口地区内の未利用森林資源を有効活用し、木質バイオ
マスエネルギーの可能性を普及する。また、薪生産を通して都市部
と交流を深め、重要開拓する。

1,150,000

3 鮭川村自然保護委員会 鮭川村 (2) 希少動植物生息地保全活動交流事業
里山に生息する希少種生物の保全方法について、「情報公開によ
る希少種保全」を実施している地区の拠点整備を進め、広く県内外
へ種の保全の重要性を発信する。

1,000,000

4 特定非営利活動法人ひびき 白鷹町 (2) 森の健康診断による里山資源利活用事業
地域の住民等参加型で人工林等の健全度の調査を行い、森林の
科学的な理解を普及する地域の民間指導者を育成する。 800,000

5 認定NPO法人ひらた里山の会 酒田市 (2) 自然の豊かさから学び、新たな発見でスタート
「ひらた悠々の杜」周辺で竹林の整備と利用等、総合的な里山資
源の利活用を目指した事業を実施する。 1,190,000

6 三瀬の薪研究会 鶴岡市 (1) 間伐不用材の利活用
間伐不用材の有効活用するため、｢木の駅｣の実験運営、薪利用促
進ツールの開発、地域住民や子ども達を対象とした森の健康診断
等を行う。

960,000

7 くしびきこしゃってプロジェクト 鶴岡市 (3)
Love your forest
～森へとつながる、木のある暮らしを～

木の魅力を発信し暮らしの中に木を使うことを普及するため、ワーク
ショップを開催するとともに、木工品の展示と普及啓発及び木工DIY
キットの開発を行う。

997,000

7,397,000

事業概要NO. 団　体　名 所在地 事　業　名項目

合計

注）　項目は、(1)森づくりと一体となった木質バイオマスの利活用 (2)里山資源の活用と交流 (3)暮らしの中に木を使う

実績額
（円）


