
平成31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
【18団体】

1 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
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して、森林資
源の利活用の推進を図る。

175,312

2 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し、自然の素
晴らしさや魅力を実感してもらう。

496,000

3 やまがたヤマネ研究会 山形市 (3)
ロードキル等により失われた希少野生生物の保護保
全を学べる自然環境学習活動

交通事故や人工物に衝突して亡くなってしまった絶滅危惧種の保
護・保全に向けた自然環境学習及び普及啓発活動を実施する。 434,000

4 NPO法人虹のネットワーク 山形市 (4) 山形学園の子供達と楽しむ木育活動
山形学園で暮らす親と住めない子供たちと、障害を持つ利用者が
木工製品を教えながら一緒に作り、できた製品で遊び交流を図る。 279,000

5 蔦の木川原に集う会 山形市 (1) 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。 312,094

6 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、門松作り体験、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

7 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、指導者育成のためのアクティビ
ティー体験会と先進事例発表会を開催する。

158,000

8 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
全活動を行うとともに、児童による学校林の間伐体験、間伐材での
ベンチづくり等を行う。

279,000

9 大久保地域元気な街づくり推進協議会 村山市 (1) 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
保全活動を行い、里山を地域の手で守っていく意識の醸成を図っ
ていく。

376,000

10 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・2019
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
森林体験学習を通して、森林環境への理解を深める。 289,000

11 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場所で、キノコ植
菌、機械安全講習、除伐、下刈り等の体験研修を行い、学生の成
長を促す。

325,000

12
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」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

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・森林保全活動と青少年を対象にした
森林環境教育を行う。 183,000

14 東沢古道保存会 山形市 (3) 古道の復元と保全を通じ歴史と森林環境を学ぶ
蔵王古道宝沢口の古道の復元を行い、古道を中心に里山から高
山帯までの森林環境を体験できるエリアを広く県民に提供する。
あわせて、ボランティアスタッフの人材育成を行う。

500,000

15 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、木工クラフト教室を開催し、県産間伐材
の有効活用と自然や山林の大切さについて普及啓発を行う。 247,000

16 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 山辺町 (1) 安心安全な水を育む森林保全活動
県民の森にある「喫茶・飲食の森」の森林整備を会員が行うことで、
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。

152,000

17 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

18 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、市内の地元産木材を活用したワーク
ショップを開催し、森林や木材の重要性を訴えていくとともに、地元
産木材の普及啓発を図る。

276,000

5,140,406

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31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

最上
【7団体】

19 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を開催する。 465,270

20 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、きのこ植菌体験、親子森林
自然環境学習やテーブル・イス・デッキの製作体験を行う。 293,000

21 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て行う貴重生物の保護活動及び間伐材
を利用した歩道を整備する。 450,520

22 特定非営利活動法人山と川の学校 最上町 (3) 山は学校
子ども達を対象とした、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を行う。 113,194

23 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

地域住民や子ども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を実施する。 201,060

24
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）
と自然観察会を開催する。 83,816

25 花の風の会 新庄市 (4) オープンガーデン「風の庭」小道整備事業
県民を対象とした、オープンガーデン「風の庭」に間伐材を利用した
歩道を整備する。（杉チップ敷き活動） 45,000

1,651,860

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31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

置賜
【20団体】

26 里山愛好会 米沢市 (3) 癒しの森づくり事業
県民を対象とした斜辺山周辺の下刈り、親子対象の登山、親子記
念植樹、カンカン渡り（雪上野外観察会）を実施する。 500,000

27 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
地域の児童や住民を対象としたキノコ植菌体験、動植物の環境保
護学習、間伐材の再利用（薪割、焚き火体験）を行う。 288,000

28 あたご山愛護会 白鷹町 (1) おれだのあたご山整備事業
あたご山における倒木処理や草刈りなどの森づくり活動および荒砥
小学校と連携した森林散策を行う。 151,000

29 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
キノコ植菌、木工体験、森林散策と野鳥観察、サクラの植樹などを
実施する。 295,000

30 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市 (3) 森や自然とのふれあい活動
市内の児童を対象とした木工やクラフト体験、水林地区での森林散
策を実施する。 493,870

31 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
吉野小学校と協力した桜の植樹および周辺の支障木撤去などの森
づくり活動を行う。 461,000

32 慶海山緑を守る会 南陽市 (1) 慶海山の景観整備事業
下刈りや支障木伐採、県民を対象とした桜の植樹や植菌体験など
の親子自然教室を開催する。 494,000

33 梓山区会 米沢市 (1) 梓山ほんわかのもり創造事業
土壌改良による植栽木の育樹を通した森づくり活動、県民を対象と
した木工クラフト教室を開催する。 371,000

34
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」最上川をつなぐ森づくり
源流の森に植栽した広葉樹を対象に、下刈り、間伐、補植などの森
づくり活動を行う。 83,526

35 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

遊歩道の下刈りなどの整備、梨郷小学校と協力したトレッキング、天
皇記念植樹などを実施する。 492,000

36 豪士山の会 高畠町 (1) 高畠のブナ林保全活動
豪士山を中心とした登山道の整備と地域児童および県民を対象と
したトレッキング行事を開催する。 438,358

37 手ノ子区協議会 飯豊町 (1) 八幡山桜（はな）の森整備事業
雑草木の刈払いや土壌改良、手ノ子小学校と協力した植樹を実施
する。 500,000

38 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
八幡山周辺の刈払いや植樹を地域住民と協働で実施するととも
に、キノコの植菌体験を行う。 200,000

39 玉庭地区交流センター四方山館 川西町 (1) 荒廃した広葉樹林を豊かで楽しめる環境活動
ナラ枯れにより藪化してしまった森林の整備（除伐・刈払い）を行うと
ともに、キノコの植菌体験会を実施する。 287,926

40 上大石沢地区会 小国町 (3) 千年つづく里づくり事業
県民を対象とした動植物の観察会やつる細工、箸づくりなどのワーク
ショップを開催する。 400,000

41 歴史の道土木遺産萬世大路保存会 米沢市 (3) 萬世大路を活かしたふれあい活動 県民を対象としたトレッキング（森林散策）を開催する。 410,000

42 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

県民を対象とした高山植物・鳥の観察会、希少植物の播種、湿原
性植物のモニタリング調査を実施する。 218,725

43 二井宿わくわくプロジェクト 高畠町 (3)
里山整備による森や自然とのふれあい体験を通した
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、県民を対象と
したトレッキングを開催する。 497,000

44 南陽市小滝区 南陽市 (3) 白鷹山登山道を活用した自然観察事業
荻小学校や県民を対象とした自然散策会、支障木伐採や下刈りな
どの森づくり活動を実施する。 302,460

45 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
これまで桜を植栽した場所の下刈り・除伐による里山保全活動を行
う。 175,758

7,059,623

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31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

庄内
【25団体】

46 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に対して植栽等の環境学
習を行う。

320,000

47 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
地域住民の協働により山林管理道の整備を行い、山林管理技術を
維持継承する。 222,000

48 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、地域ボランティアの養成や拝観者との交流による地域の活
性化を図る。

110,000

49 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。 425,000

50 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

51 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。 369,000

52
特定非営利活動法人公益のふるさと創
り鶴岡

鶴岡市 (2)
「ケヤキの森がっこう」プロジェクト「森を楽しむ小道を
つくろう」

ケヤキの森を安全・安心に使えるように、自然環境にやさしい散策
路を市民参加イベントとして整備する。 240,000

53 特定非営利活動法人明日のたね 鶴岡市 (4) 森とふれあい木に親しむ事業
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木工品の制作を行う。 182,000

54 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・母狩連山エリアの保全及び整備活動とともに、県民を対象
にした登山イベント等を開催し、森林の果たす役割について理解を
深めてもらう。

357,870

55 関未拓の会 鶴岡市 (1) 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、地域住民による｢しなの木
の森｣づくり活動を行う。 116,000

56 鈴自治会 鶴岡市 (1) 鈴地区カラ竹（真竹）林の整備
鈴地区と近隣住民との協働で、竹林におけるカラ竹の間伐や枯竹・
倒竹の処理を行うとともに、竹道を整備する。 379,000

57 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うとともに、視察登山を実施する
ことで、森と触れ合う機会の創出と地元への愛着を醸成する。 27,482

58 羽黒・芸術の森　運営会議 鶴岡市 (3)
みんなで創る！感性を刺激するアートの森づくり事
業

敷地内の「羽黒の小さな森」で市民との協働による散策道づくりや、
集めた枝・木の実などを使った作品をつくるワークショップを開催す
る。

313,000

59 学校法人　羽黒学園　羽黒高等学校 鶴岡市 (1) 羽黒高等学校森林保全活動
生徒に学校林の植樹や保全活動を体験してもらうことで、環境保全
への意識を高め、次世代へ引き継いでいく。 400,000

60
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

保育園児を対象に、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。 245,000

61 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・中学校の生徒・
児童を対象にした森林整備体験学習を支援する。 398,000

62 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つの保育園・幼稚園でキノコ教室を開催し、幼児期から
森林に親しむ基礎として、キノコが成長する過程を身近に感じてもら
う。

115,000

63 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１０
庄内地域で、こども自然学校等の森林体験活動を行うとともに、野
生動物やイヌワシとのふれあい活動などを行う。 372,000

64
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」
吹浦地内に植栽した広葉樹を対象に、下刈りなどの森づくり活動を
行う。 69,000

65 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。 108,637

66 認定NPO法人ひらた里山の会 酒田市 (1) 森・林・木・水・植生を知り創り、杜に集う
悠々の杜を近隣小中学校の森林自然環境教育の場として活用で
きるよう、環境整備するとともに、自然観察会などを行う。 436,079

67 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
丸太ベンチを地域住民が協働で製作するとともに、遊歩道を整備
することで憩いの場を提供し、子ども達に木製品等の良さを普及啓
発する。

161,000

68 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を実施
する。 147,279

69 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で植栽、下草刈り及び枝打ち等の整備活
動と小・中学生に対するクロマツ林整備体験活動の支援を行う。 394,000

70 ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会 遊佐町 (3) 平成31年度ゆざの自然体験事業
鳥海山周辺に広がる自然（森林、滝、花、湧水など）の魅力を多く
の県民に知ってもらう体験会を開催する。 500,000

6,907,347

20,759,236

実績額
（円）

庄内地域　計

県　合計
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