
平成30年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績表　【地域提案事業（県民提案型）】

注）　項目は、(1)豊かな森づくり活動 (2)自然環境保全活動 (3)森や自然とのふれあい活動 (4)木に親しむ環境づくり

村山
【21団体】

1 やまがたヤマネ研究会 山形市 (3)
やまがたのいきもの学～ONE ACTION FOR
YAMAGATA WILDLIFE～

山形市盃山で地域の子ども達とその家族を対象に山形の動植物を
中心とした体験型環境学習の実施する。 432,000

2 冨本小学校後援会 村山市 (3) 冨本小学校の「緑豊かな環境づくり」推進事業
松食い虫の被害を受けた松林の復活のため、地域をあげた松林保
全活動を行うと共に、児童による学校林の間伐体験、ベンチづくり等
も行う。

245,000

3 やまがたBOSQUEの会 山形市 (3) 地域に眠る資源の有効活用のためのワークショップ
一般県民を対象に村山地域にある放置竹林を整備し、間伐した竹を
活用した竹細工、門松づくり、バームクーヘン作りを実施する。 129,000

4 上山木材納入組合 上山市 (4) 地元産材活用事業
上山市内のイベントを中心に、市内の地域産材を活用したワーク
ショップを開催。 331,000

5 一般社団法人アップルランド 朝日町 (3) 遊びと学びのりんご温泉の森
りんご温泉周辺の森林を活用し、地域の「憩いの山」として整備してい
く。また、炭焼き教室やベンチ作成教室、山遊び教室などを開催し
て、町外内の住民の森づくりの機運を高めていく。

499,000

6 大久保地域元気な街づくり推進協議会 村山市 (1) やまがた百名山「北山」保全事業
地域の子ども達や住民を対象にして、地元の里山である「北山」の保
全活動をおこない、里山を地域の手で守っていく意識の醸成を図っ
ていく。

404,000

7 ガールスカウト山形県連盟 山形市 (1) フォレストサポート・2018
2015年に植樹した「ガールスカウトの森」の下刈りなど森林整備や森
林体験学習をとおして、森林環境への理解を深める。 244,000

8 山形県キャンプ協会 大江町 (3) 幼児の自然体験フォーラム
村山地区の幼稚園・こども園の保育士を対象に幼児に対する自然環
境体験学習の重要性を学び、指導者育成のため、アクティビティー
体験会と先進事例発表会を開催する。

195,000

9 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
自然環境に関する研修、山の恵みに感謝するイベント、地元小学校・
高等学校との交流、きのこの植菌体験などを実施する。 483,000

10 北村山建設総合組合 大石田町 (4) 親子木工教室
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。

196,430

11 蔦の木川原に集う会 山形市 (1) 里山づくりと自然学校
山形市上東山地内で下刈り等の森林整備を行い里山の機能回復を
図る。また、自然環境学習会やきのこ栽培体験を実施する。 162,726

12 東海大学山形高等学校 山形市 (3) 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、下刈り等の体験研修を通じて人間としての
成長を促す。

313,000

13 蔵王緑の騎士団 上山市 (3) 森林環境保全活動及び森林環境教育の実践
蔵王地区周辺での森林整備・森林保全活動・青少年を対象とした森
林環境教育の実施 175,000

14 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 天童市 (1) 「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、一般市民と地区住民が下刈りや自然学習会を行う。 60,000

15 天童「不思議の森」 天童市 (1) 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、枝打ちなどの活動を行い、健全な森林の育成や管理に貢献す
る。

215,541

16 常盤楯山を整備する会 朝日町 (1) 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。 431,621

17 岡崎医療株式会社 山形市 (1) みはらしの丘未来の森づくり
地域との絆を強め環境保全等に寄与するため、社員と地域の人々が
植樹や下刈り等の森づくりに取り組む。 205,846

18 山形グリーンライフ女性の会 山形市 (1) 女性の会の森林整備事業
自然へのふれあい体験を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

19 おばなざわ匠の会 尾花沢市 (3) 尾花沢市寺町ブナ林で食とものづくり体験
尾花沢市寺町地区のブナ林において、地域住民とともに四季を通し
た、里山林の良さや水資源としての森の重要性を楽しみながら学び
伝えていく。

499,000

20 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 山辺町 (1) 安全安心な水源のための森林保全活動
県民の森にある「喫茶・飲食の森」を整備することで、安全安心な水
源地の確保と森林保全活動に対する意識の醸成を図る。 141,000

21 清流と山菜の里ほその村 尾花沢市 (1) ほその村森林公園整備事業
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
にオオヤマザクラを植栽して、森林環境学習を行う。 458,000

5,920,164

NO. 団　体　名 主な活動地 項目 事　業　名 事業概要
実績額
（円）

村山地域　計



平成30年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績表　【地域提案事業（県民提案型）】

最上
【12団体】

22 遊び工房プロジェクト 新庄市 (4) 森と暮らす人づくりプロジェクト
森に自生する素材の調査、製作に要する材料採取、木の食器や椅
子、テーブル等をつくる木工ワークショップの開催 496,970

23 パリス保育園 新庄市 (3) 森や自然とのふれあいと木のぬくもりを実感する活動
パリス保育園敷地内の森を活用した、親子森林自然環境学習や
テーブル・イス・デッキ製作体験 234,000

24 株式会社荘内銀行 金山町 (1) 育林活動の実践 絆の森での下刈り、枝打ち、山菜収穫体験などの実施 308,000

25 山形ゼロックス株式会社 金山町 (1)
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～

絆の森での枝打ちによる森林環境教育及び森の健康診断、食育体
験活動 131,000

26 遊学の森案内人会 金山町 (1) みんなで支えよう古き良き里山の再生・保全活動
地域ボランティアと連携し、貴重生物の保護活動及び間伐材を利用
した歩道の整備 406,000

27 ＮＰＯ法人山と川の学校 最上町 (3) 山は学校
子供たちを対象とした、森づくりや木炭づくり等の体験学習と、地域に
ある貴重な生物の生息環境づくり活動 102,318

28 森の楽器の会 最上町 (4) 森の木で楽器を作り、「音で遊ぶ」
子供たちを対象とした、ふるさとの木を活用した楽器の制作、演奏体
験 244,000

29 堀内ファーム協議会 舟形町 (2) 自然環境の保全活動
計画的な自然環境保全活動や、小学生から大学生まで幅広い年代
を対象にした森林環境教育の実施 500,000

30 甑山探究会 真室川町 (3)
「塩根川学校の森」森づくり活動と森林・自然環境学
習

地域住民や子供達の遊学の場となる森林での保育や歩道の整備及
び体験型環境学習 191,623

31 ふるさと山の会 真室川町 (1) 花いっぱいの森づくり 刈払い等の里山整備、広葉樹植栽及び森林学習会の開催 250,000

32 真室川町野々村地区会 真室川町 (1) 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、きのこを活用した山の幸づくり教室
及び間伐材による木工教室の開催 64,468

33
ＮＰＯ法人森びとプロジェクト委員会山形
ファンクラブ

戸沢村 (1) つのかわ里山の再生プロジェクト
荒廃里山林の整備（下刈り、自生ドングリ苗を作っての植樹会など）と
自然観察会の開催 168,869

3,097,248

）　項目は、(1)豊かな森づくり活動 (2)自然環境保全活動 (3)森や自然とのふれあい活動 (4)木に親しむ環境づくり

NO. 団　体　名 主な活動地 項目 事　業　名 事業概要
実績額
（円）

最上地域　計



平成30年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績表　【地域提案事業（県民提案型）】

置賜
【26団体】

34 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の整備及び周辺森林環
境の整備

龍樹山の下刈り、倒木処理、地元の小学校と連携したトレッキング 300,000

35 新田チェリー会 飯豊町 (3) 子供たちに受け継ぐ里山再生活動
小中学生や一般住民を対象としたキノコの植菌体験や野生動植物の
学習会、間伐材を使った薪づくり 273,865

36 国土防災技術株式会社山形支店 南陽市 (1) 南陽・「草木の森」機能強化事業
植栽地の下刈り、植栽木の生育調査、ワラビの生育調査・管理、地元
小学生との森林学習 250,000

37 豪士山の会 高畠町 (1) 高畠のブナ林保全活動
豪士山の下刈り等による整備、小学生・一般を対象とした自然観察
会 416,241

38
山形県鮨商生活衛生同業組合米沢支
部

飯豊町 (1) 「海の幸を育む山に緑を」最上川をつなく森づくり 源流の森に植栽した広葉樹の下刈りと枝打ち 88,393

39 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市 (1) 地域緑化のための植樹事業 吉野公園や小滝地区での下刈り、小学校と連携しての植樹 496,000

40 慶海山緑を守る会 南陽市 (1) 慶海山の景観整備事業 慶海山の下刈り・支障木伐採、親子自然教室での植樹・キノコ植菌 445,000

41 エヌ・デーソフトウェア株式会社 南陽市 (1) ＮＤソフトこもれびの郷プロジェクト 絆の森での除間伐・下刈り、南陽市との合同イベント 190,000

42 株式会社ステージアンサンブル東北 高畠町 (1) ステージアンサンブル東北「まほろばの里絆の森」 絆の森での下刈り・枝打ち 86,214

43 手ノ子区協議会 飯豊町 (1) 八幡山桜（はな）の森整備事業 八幡山での除伐・下刈り、小学校と連携した植樹 500,000

44 上大石沢地区会 小国町 (3) 千年続く里づくり事業（吹雪と緑の里づくり）
地元の小中高生や住民を対象とした東部地区周辺の山林での野生
動植物の観察会、つる細工等のワークショップ 249,838

45 あたご山愛護会 白鷹町 (1) おれだのあたご山整備事業 愛宕山の下刈り・支障木伐採・枝打ち 123,000

46 いきいき深山郷づくり推進協議会 白鷹町 (3) いきいき深山郷づくり
里山の下刈り・植樹、地元住民を対象としたキノコ植菌・野鳥観察会・
木工体験教室、観察小屋の設置 500,000

47 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

一般を対象とした高山植物・鳥の観察会、希少植物の播種事業、湿
原性植物のモニタリング調査 266,000

48 羽黒の森を守る会 白鷹町 (1) タムシバコブシ植栽事業他3
タムシバ植栽、松枯れ防止研修会及び実施研修、周遊コース散策、
羽黒の森写真コンテスト 337,000

49 安久津八幡山を守る会 高畠町 (1) 里山・松林の環境保全と森づくり体験事業 協力団体と連携し、安久津八幡山の下刈り・枝打ち・植樹・キノコ植菌 240,000

50 よねざわ昆虫館運営委員会 米沢市 (2) 広幡の自然再発見＜ホタル生息調査と学習会＞
調査個所の下刈り、地元の小学生・一般を対象としたホタルの観察
会・環境保全技術学習 330,000

51 歴史の道土木遺産万世大路保存会 米沢市 (3) 万世大路を活かしたふれあい活動 万世大路の整備、小学生・一般住民を対象とした森林散策 153,700

52 梓山区会 米沢市 (1) 梓山ほんわかのもり創造事業 梓山の下刈り・間伐・植樹、子供会と連携した木工クラフト教室 378,000

53 里山愛好会 米沢市 (3) 癒しの森づくり事業 斜平山の下刈り、親子対象の植樹、一般を対象としたトレッキング 490,952

54 東部地区活性化協議会 飯豊町 (2) 自然環境保全活動 清水沢周辺山林の下刈り・除伐・植樹（トネリコ） 161,377

55 赤湯の山を楽しむ会 南陽市 (1) 金沢山周辺景観整備事業 金沢山の下刈り・散策路整備、地域住民と協力した植樹 326,693

56 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市 (3) 水林の歴史と吉野川源流部の自然体験教室
親子を対象とした森林体験教室、幼稚園児や保育園児・小学生を対
象とした木工体験 405,349

57 梨郷さくらの里山をつくる会 南陽市 (1) 梨郷さくらの里山づくり事業 梨郷地区周辺の里山の下刈り・除伐 225,000

58 白竜銀河の森づくりプロジェクトチーム 南陽市 (1) 白竜銀河の森づくりプロジェクト
十分一山の倒木処理・下刈り・間伐、水辺エリアの整備、一般や観光
客を対象にした森林散策、間伐材を使った拠点づくり 243,589

59 二井宿わくわくプロジェクト 高畠町 (3) 里山整備による自然環境との交流の推進
二井宿地区周辺の山林の倒木処理・散策路の整備、一般を対象とし
たトレッキング 499,000

7,975,211

）　項目は、(1)豊かな森づくり活動 (2)自然環境保全活動 (3)森や自然とのふれあい活動 (4)木に親しむ環境づくり

NO. 団　体　名 主な活動地 項目 事　業　名 事業概要
実績額
（円）

置賜地域　計



平成30年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績表　【地域提案事業（県民提案型）】

庄内
【26団体】

60 荒倉散策道愛護会 鶴岡市 (1)
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作業等の保全管理の実施。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。

300,000

61 下本郷自治会 鶴岡市 (1) 地域山林管理道の整備と自治会林の管理
山を守る共同活動により山林管理道の確保と住民交流を図り山林管
理技術を維持継承する。 183,000

62 山五十川玉杉保護会 鶴岡市 (1)
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

国指定天然記念物「玉杉」の保全管理と周辺散策道の環境整備を
通して、地域ボランティア活動の養成や拝観者との交流による地域の
活性化を図る。

120,000

63 西郷砂防林維持管理協議会 鶴岡市 (1) 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を行うとともに、小学校や高校等が
行う学校教育と連携した森林整備体験などの支援を行う。 445,000

64 大山公園再生協議会 鶴岡市 (1) 戻そう大山公園再生事業
大山公園内の森林環境整備と間伐材を活用してチップ化し遊歩道
の整備を行う。 500,000

65 地縁団体松ヶ岡開墾場 鶴岡市 (1) 地域住民の協働による里山林の保全活動
カスミ桜や植栽した苗木の保全、山林の下刈りや竹の伐採、松枯れ
防止の樹幹注入、地域住民との自然学習活動を行う。 358,000

66 NPO法人公益のふるさと創り鶴岡 鶴岡市 (3) 子ども森のワークショップ
藤沢の森やケヤキの森で子どもや親子に林業従事者等から森林の
魅力、森林管理の大切さを学ぶワークショップを実施する。 350,000

67 特定非営利活動法人明日のたね 鶴岡市 (3) 自然探検学習会事業
四季の移り変わりを感じながら、庄内の豊かな自然に触れ、楽しみな
がら学べる体験活動や自然環境学習を行う。 244,158

68 金峯山観光協会 鶴岡市 (3) 「金峰・母狩連山」森林環境教育・活用事業
金峯山・母狩連山エリアの歴史、文化の学習とエリア内の保全及び整
備活動と市民等を対象とした登山を行う。 461,000

69 株式会社フォワードさんぜ 鶴岡市 (1) 地域住民や県民参加による里山の保全活動
地域住民等による散策道整備や、薪の有効利用による森林環境の
向上、子供たち等を対象にクラフト体験を行う。 432,230

70 くしびきこしゃってプロジェクト 鶴岡市 (4)
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。

346,758

71 関未拓の会 鶴岡市 (1) しなの木の森づくり体験事業
森づくり体験イベントを開催し、地域住民と協働で｢しなの木の森｣を保
全する。 94,000

72 鈴自治会 鶴岡市 (1) 鈴地区カラ竹（真竹）林の整備
鈴地区はじめ近隣住民の手で、竹林のカラ竹間伐及び枯竹及び倒
竹の処理と、竹道の整備を実施する。 365,000

73 鶴岡市三瀬地区自治会 鶴岡市 (3) 森や自然に触れ合う活動の創出事業
子どもと一般県民を対象に、林内散策・炭づくり体験・孟宗堀体験な
どの森林学習と環境整備を行う。 320,399

74 温海自治会 鶴岡市 (1) 大林鳥山自治会所有林視察登山及び登山道整備
自治会住民による登山道整備を行い、地域内の子供や大人を交え
た登山を実施する。 31,006

75
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。 295,000

76 万里の松原に親しむ会 酒田市 (3)
子ども達の森林体験学習をとおして環境や防災意識
を育てる活動

庄内海岸のクロマツ林の現状と課題について、小・中学校の児童・生
徒を対象にした学習及び森林整備体験学習を支援する。 386,000

77 プロジェクト外山 酒田市 (3) 森林に親しむ　キノコ教室
酒田市内５保育園・幼稚園でキノコ教室を開催し、幼児期から森林に
親しみ林産物の生産能力を身近に感じてもらう。 115,000

78 イヌワシの森倶楽部 酒田市 (3) やまからうみ　ネイチュアフィーリングその９
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。 372,000

79
山形県鮨商生活衛生同業組合酒田支
部

遊佐町 (1) 「海の幸を育む山に緑を」
平成14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
象に下刈とカシワの植栽を行う。 76,000

80 鳥海やわたインタープリター協会 酒田市 (3) 鳥海山麓　自然たっぷり・思いっきり満喫塾
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。 137,632

81 認定NPO法人ひらた里山の会 酒田市 (1) ひかり射す癒しの杜は遊びの楽園
悠々の杜の広葉樹林を整備し、近隣小中学校の森林自然環境教育
の場として、環境整備やトレッキングなどを行う。 450,000

82 環境再生さくらぎの会 三川町 (4) 木製品を活用したコミュニケーションづくり
木製のテーブルを地域住民で製作することで地域活性を進めるととも
に、子ども達に木製品の良さを伝える。 190,000

83 任意団体　やまぶどうの会 庄内町 (3) 北月山のトレッキングと山の恵み 北月山荘周辺のトレッキングと山の恵みの収穫や料理教室の実施。 78,107

84 砂丘地砂防林環境整備推進協議会 遊佐町 (1) 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。 370,000

85 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 遊佐町 (3) 平成30年度ゆざツアー
鳥海山の森林、滝、花、湧水などの魅力を多くの県民に学んでもらう
ツアーを開催 384,658

7,404,948

24,397,571

実績額
（円）

庄内地域　計

県　合計

）　項目は、(1)豊かな森づくり活動 (2)自然環境保全活動 (3)森や自然とのふれあい活動 (4)木に親しむ環境づくり

NO. 団　体　名 主な活動地 項目 事　業　名 事業概要


