
　 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

項目 事業名 事業概要
実績額
（円）

備考 項目 事業名 事業概要
実績額
（円）

備考

(4) 公共施設の木質化

公共施設に市産間伐材製品を設置し市民
が木にふれる機会を創出するとともに、
地域の木材を使うことが地域の森林整備
に貢献することを普及啓発する。

348,172 (1) みんなの森づくり活動
山形市分収林で児童や地域住民と協働
による植樹を実施し、森林保全への関
心を高める。

1,974,636

(4)
間伐材を利活用した森林環
境学習

市産間伐材でゴミ集積施設組立キットを
製作し、地域住民と協働で組立・設置す
るとともに森林学習会を実施する。ま
た、市有林の未利用間伐材をペレット燃
料にし、公共施設で利用する。

4,651,828 (1)
市民協働による森林景観保
全

山形市周辺の里山（風間地内）におい
て、地域住民と協働による刈払いや枯
損木整理、管理道の整備を行い里山景
観保全を図る。

905,608

(3)
森林環境・自然環境学習の
場の整備

蔵王第二小学校の学校林で森づくり活
動やネイチャーゲーム及び蔵王山や植
物園で植生観察など森林学習を実施。

103,632

(4)
小・中学校への市産材の普
及啓発

中学生に対し市産スギ間伐材を技術家
庭・図工の教材として提供するほか、
小学生に対し同間伐材を使った建設労
働組合による木工教室を開催し、木材
利用と森林整備の関係や間伐の必要性
を学ぶ。

1,298,246

(3) 森林に親しむ学習会

市民を対象とした森林散策や森づくり
体験及び木工教室を開催し、森林の持
つ公益的機能や森林と地域材の関わり
を理解し、山形市の「木育」を推進す
る。

451,926

(1)
みはらしの丘環境保全林里
山整備

みはらしの丘環境保全林において、地
域住民と協働で森林とのふれあい広場
を整備するほか、同林を活用する絆の
森団体と連携し、様々な森林づくり活
動を実施する。

165,271

(1)
野生動物との共生林保全活
動

市が高瀬地区に整備した緩衝林帯
（バッファゾーン）において、地域住
民が刈払い等により維持管理を行い、
野生動物の共生を図る。

264,000

(4) 保育施設への木育の推進

市内保育施設に市産スギ間伐材で製作
した積み木を配布し、職員が絵本等の
読み聞かせにより人と森林との関わり
を伝え、山形市の「木育」を推進す
る。

216,400

(4)
児童遊園への木質チップ普
及活動

市内児童公園に地域住民が市産スギ間
伐材のチップを敷設するとともに、木
材の有効利用についての学習会を実施
する。

350,281

地域提案事業　計 2事業 5,000,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 9事業 5,730,000

11事業 10,730,000

　　　　平成31年度みどり豊かな森林環境づくり推進事業実績　（市町村ごとの個別実績）
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(3) 森林世代間交流事業

蔵王高原坊平ほかにおいて、小中学生や
保護者等市民を対象に森林散策、木工教
室及び環境学習等を行い、地域資源への
理解や親子の絆を深める。

967,126 (3) 森林環境学習事業

上山小学校林で児童・保護者がヒメサ
ユリの苗床づくり、播種を行い、自然
環境について学ぶ。
間伐材のベンチを製作し、公共施設に
設置するなど、市民に木の良さを普及
啓発する。

80,164

(3)
市民参加による金山保全活
用事業

金山地域で市民や児童を対象とした自然
環境学習会を実施するとともに、住民協
働による古道や周辺森林を整備し、森林
環境と史跡を学ぶ。

832,874 (1)
市民参加による協働の森づ
くり事業

西山、三吉山地区周辺で、自然保護団
体と連携し、市民を対象にした自然観
察会や自然環境保全活動を実施すると
ともに、散策道の整備などを行う。

836,076

(3) もりのきょうしつ

市内保育園の園児が、森林散策、ネイ
チャーゲーム及び木工教室等を通じ
て、森林や木に触れる機会を創出す
る。

195,330

(4) 市産材ふれあい事業

市内中学生に対し市産スギ間伐材を技
術家庭・図工教材として提供し、木に
触れ、ぬくもりや香りを感じることで
地域材の良さを普及啓発する。

526,818

地域提案事業　計 2事業 1,800,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,638,388

6事業 3,438,388

(3) 緑の少年団自然学習

ジャガラモガラ及び水晶山周辺で樹名板
の設置やキノコの植菌体験、森林・自然
環境学習会等を実施し、森林の大切さや
人と地域の森林との関わりを学び、緑を
育む心を醸成する。

196,000 (3) 天童市みどり環境フェア

天童市わくわくランドを会場に、森林資源
の利活用や森林環境保全の情報発信及
び循環型社会構築の啓発等を行うこと
で、みどり豊かな天童のまちづくりを推進
する。

840,009

(4) 地域産材利用推進事業

市民の集まる施設に間伐材を使った木
製看板を設置し、地域産木材の利活用を
普及啓発するとともに、森林環境学習会
を開催する。

99,000

(4)
森林環境保全意識の醸成事
業

市内中学校の技術家庭科の教材に地域
産スギ材を提供し、木材加工体験と自
然学習を通して、自然環境を大切にす
る心を育む。

589,591

地域提案事業　計 1事業 196,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,528,600

4事業 1,724,600

(1) 豊かな里山保育事業

森林散策を楽しめる「能中峰」の整備
を地域住民が行うにあたって、安全確
保のため枯損木等危険箇所を除去する
とともに、小学校の親子行事や森林学
習の安全確保を図る。

453,600

(4) 県産材普及啓発事業

町内の保育園・幼稚園に県産木製玩具
と読み聞かせ用書籍を配置し、子ども
に木の良さを感じてもらうとともに、
森林や木への興味・関心を引き出す木
育を推進する。

197,799

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 651,399

2事業 651,399
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(3) 自然環境学習事業

蔵王山で町内の小学生及び保護者を対
象に森林内での体験学習を行うととも
に、ヒメサユリの植栽や木工クラフト
を通して、森林の役割と自然を大切に
する心の醸成を図る。

263,420

(1)
町民協働による健全な森林
育成事業

町民憩いの場である高取山において、
町民協働によるコース整備の安全を確
保するため、事前に枯損木等を除去す
るとともに、町民による刈払い等を実
施する。

538,580

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 802,000

2事業 802,000

(4)
里山振興県産材利用促進事
業

いこいの森が行っている「世代交流も
みじ狩り」と協働で県産材の普及啓発
を図るため、県産材オリジナル丸太の
テーブル・椅子等を製作しＰＲパンフ
等を活用し木材の良さを普及啓発す
る。

1,191,760

(4)
里山資源木質ペレット普及
促進事業

公共施設にペレットストーブを導入す
るとともに、企業と連携し市内産のペ
レットを周知することで、森林資源の
エネルギー利用や環境への効果等を普
及啓発する。

326,240

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,518,000

2事業 1,518,000

(4) 木と触れ合う機会創出事業

産業祭りや夜の動物園など多くの町民
が集まる町のイベントで、県産木材を
使った木工教室を開催し、広く町民に
人と木や森林との関わりを学ぶ木育を
普及啓発する。

949,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 949,000

1事業 949,000
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(3) ブナの森自然学校事業

西川小学校の５年生が月山周辺の豊か
な自然の中で自然体験活動（ブナの森
散策、広葉樹林での昆虫観察及び野外
炊飯など）や環境学習を行う。

178,000

(3) 緑の少年団育成事業

西川小学校６年生を対象に、西川町の
森林の状況とこれまでの森林環境保全
の取り組みなどについて学習するとと
もに、木工教室を通して地域材ブラン
ド「西山杉」を学ぶ。

85,000

(4) 地元産木材活用促進事業

西川中学校の技術の授業で、地域住民
が講師となり「西山杉」の木工品の製
作を通して、生活と木や森林との繋が
りについて学ぶ。

1,460,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,723,000

3事業 1,723,000

(1) 森の感謝祭植栽事業

村山地域森の感謝祭の開催を計画してい
る秋葉山で、参加者による樹木の植栽を
行う。また、その準備として枯損木等を
除去し安全を確保する。

1,380,000 (1)
病害虫木防除伐倒駆除・保
全事業

公共施設や景勝地周辺で倒木の危険が
ある松くい虫による枯損木の伐倒や防
除とあわせて、枝打ちや刈払いを町民
協働で実施し、森林の保全を図る。

68,750

(3) 環境学習推進事業

町内小学校周辺の森林で植菌体験や森
林環境学習を行い、森林に親しむとと
もに、森林を守り育て利用することへ
の理解を深める。

170,270

(4) 県産材利活用啓発事業

町内の中学校で西山杉材を利用した木
工学習を行うとともに、町民を対象に
西山杉の木工キットによる木育体験会
を開催し、町民の木材への理解を深
め、関心を高める。

595,626

地域提案事業　計 1事業 1,380,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 834,646

4事業 2,214,646

(4) 西山杉材工作事業

町内中学生に対し、森林環境学習や町
内産西山スギを使った木工を通して、
森林環境や地元産材への理解を深め
る。

244,000

(4) いきいきぬくもり事業

高齢者への寿賀祝賀詞や町政表彰用に
地元大江町産西山スギで額縁を製作
し、西山杉のあたたかみや香りなどを
伝えるほか、マスコミ等を通じて幅広
く町民へ西山杉の良さを普及啓発す

606,000

(4) 山里ぬくもり事業
町内公共施設に、地元西山スギを使用
したテーブルやベンチを設置し、多く
の町民に西山杉の普及啓発を図る。

248,000

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,098,000

3事業 1,098,000
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(3) ふるさと教育の森事業

山の内地区の「教育の森」で市内全中学
生を対象にスギやブナの植林体験及び森
林学習教室を実施し、森林とのふれあい
を通して森づくりや自然の大切さについ
て学ぶ。

1,191,000 (1) 豊かな森づくり事業

県里山観光保全地域に指定された河島
山で、地域住民との協働による里山整
備、稀少植物の保全活動を実施すると
ともに、児童生徒を対象に自然環境学
習、なめこ収穫及び植菌を実施する。

340,000

(3) 自然環境体験事業

市内自然体験交流施設で、園児及び未
就学児の親子を対象に、森林散策、ク
ラフト、ツリーイングなど自然と触れ
合う体験や森のようちえんを実施し、
森林や自然環境に親しむことの大切さ
を普及する。

417,000

(3) 緑の少年団交流事業

学校林や分収林で、緑の少年団を対象
に、森づくり体験や自然散策等の活動
を通じて、自然に親しみながら緑あふ
れる郷土を愛する健康で明るい少年少
女の育成を図る。

280,000

(4) 県産材利用促進事業

中学校技術教科の教材として間伐材を
提供し、木工製作を通じて、木に親し
むとともに、森林資源や間伐について
学ぶ。

314,000

地域提案事業　計 1事業 1,191,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,351,000

5事業 2,542,000

(3)
協働による森づくり活動事
業

高崎地区で小学生が植栽や炭焼き体験を
通して、地域の森林を守り育て活用する
ことの大切さを学ぶ。

771,855 (1) 豊かな森づくり活動事業

松くい虫被害地で市民団体向けの森林
病害虫に関する発生メカニズムや被害
状況、防除作業の手順等の研修会を行
い、薬剤を支給し住民参加型の防除を
実施する。

1,569,409

(3) 森と親しむ体験事業

市内外の森林公園等で小学生の親子を対
象に、森林・自然観察会や木工工作など
の体験学習を通して、森林資源や自然環
境の大切さを学ぶ。

379,586 (2)
地域でつくる薬師山環境整
備事業

「薬師山」で地域団体と協働による下
刈、植樹会及び森林学習会を実施し、
森林に関する意識の醸成と自然環境の
保全を図る。

249,591

(1)
動物共生の森づくり活動事
業

間木野ほか４地区で住民と協働により野
生鳥獣と共存するための緩衝林（バッ
ファゾーン）を整備する。

954,750

(1) 石崎山環境整備事業

高崎地区のシンボルである石崎山で住民
と協働で森林散策路や周辺森林の下刈り
及び松くい虫防除などを実施し、小学校
の森林学習や地区内外の利用者の安全性
を確保する。

304,278

(3) 山のめぐみ体験事業
散策路が整備されている甑岳で地域住民
が周辺森林の整備を実施するとともに、
市民団体が自然観察会を行う。

139,151

(3) まなびの森活動事業

横沢林道沿いで住民、企業及び小学校等
による植樹や刈払いなどの森林整備を行
い、「Ｒ４８しあわせ街道学びの森」事
業による森林環境学習の場を整備する。

1,022,380

地域提案事業　計 6事業 3,572,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,819,000

8事業 5,391,000
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(1) バッファゾーン設置事業

常盤地区ほか５地区で地域住民による野
生鳥獣と共存するため設置した緩衝林
（バッファゾーン）の下刈り及び下刈安
全講習会を実施する。

872,200 (3) 森々子育て支援事業

長根山運動公園「おーばん琴の森」で
市民を対象に、森づくり活動及び森林
学習を実施し、森林資源の有効活用を
通して豊かな里山環境の大切さを学
ぶ。

444,900

(3) 美しい絆の森整備推進事業
「おーばん琴の森」及び「ホーマックの
森」で幼稚園による森林体験や森林保全
活動を行う。

70,200 (3) 森の学校自然学習会事業
市内小学校及び保育園・幼稚園の総合
学習の一環として地域の特性に応じた森
林学習やキノコ植菌体験を実施する。

320,751

(4)
学校林整備・利活用推進事
業

学校林の間伐を行い、その材を使って衛
生ステーションを製作するまでの工程見
学を行うことで、森林の役割を学ぶとと
もに、森林資源の利活用を普及啓発す
る。

1,968,450 (3)
地域提案型自然環境学習会
支援事業

公民館と地域住民が協働で地域の実情
に応じた里山再生に向けた森林学習会
（公民館事業）を実施する。

172,952

(3) 森々子育て準備事業

「おーばん琴の森」で市民を対象に、植
栽や森林散策など各種体験会を開催する
にあたり、参加者の安全を確保するた
め、会場周辺の草刈りや誘導案内看板を
設置する。

606,150 (1) 絆の森松林保全対策事業

長根山運動公園「おーばん琴の森」
で、おーばん社員と協働でハチトラッ
プ設置及び松くい虫予防対策（樹幹注
入）を実施し、観察会の安全確保と景
観保全を図る。

719,096

地域提案事業　計 4事業 3,517,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,657,699

8事業 5,174,699

(2)
希少野生生物生息地保全事
業

ギフチョウ及びヒメギフチョウの生息
地で地域住民が中心となり山林の下刈
及び生息調査等を行い、生息域を保全
するとともに、学習会による自然環境
に対する住民の意識向上を図る。

270,000

(4) 県産材利用促進事業

中学校の技術教材として県産木材及び
一人暮らし高齢者に県産木製品を提供
し、森林への理解を深め、県産木材を
普及啓発する。

557,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 827,000

事業 827,000

地域提案事業 17事業 16,656,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 44事業 22,127,732

村山【14市町】　計 61事業 38,783,732
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(1) 里山森林整備活動
ナラ枯れ・松枯れ被害林を適正に森林
管理しながら、炭焼き体験活動を実施
する。

123,000

(2) 湿地帯保全活動

湿地帯及びその周辺の里山林を整備
し、希少生物が棲みやすい環境をつく
る。また、環境教育の場としても整備
を進める。

248,000

(3) 森林学習会
市内の中学生を対象とした森林学習を
実施する。また森林学習の場として安
全に学習ができる環境整備を行う。

484,000

(4) 県産材利活用促進事業

県産材を利用して木工品を製作する。
また、木育に関連した事業を実施し、
直接木に触れ、木に親しむ機会を提供
する。

754,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 4事業 1,609,000

4事業 1,609,000

(4)
東日本チェンソーアート競
技大会支援事業

東日本チェンソーアート競技大会を支援
することにより、来場者に森林・林業へ
の関心を深めてもらう。

350,000 (4) 間伐材利用促進事業
間伐材製品の利活用の推進のため、木
工クラフト体験等、町民が木に触れる
機会を提供する。

453,000

(3) 地域連携学習事業

町民の森林・木材等への関心を高める
ため、小中学校等と連携した、自然環
境教育及び森づくり活動体験等を実施
する。

600,000

地域提案事業　計 1事業 350,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,053,000

3事業 1,403,000
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(3)
「回帰の森」森づくり活動
事業

町民から親しまれている「回帰の森」
で、ボランティアと子ども達が森林づく
りや環境学習に取り組む活動を支援す
る。

471,000 (3)
奥羽山芭蕉の森「里山文化
の継承の森づくり」

“子ども達への里山文化の継承”と
“健康や観光の促進”をキーワード
に、次世代に引き継ぐ森づくり活動を
実施する。

603,000

(3)
最上町森林資源利活用シス
テム学習事業

町内の児童・生徒を対象に、森林の現状
や町が取り組んでいる森林資源利活用シ
ステムについて学習する。

280,000 (1)
「木の駅＠もがみ」森林資
源の活用

木の駅＠マークもがみが実践する木質
バイオマスエネルギーの活用を支援
し、里山を活用した地域づくりを目指
す。

285,000

(3)
前森里山保全と親子森林ふ
れあい教室事業

森林づくり活動を通して、ボランティ
ア活動の自主性を促進する。
また、「親子ふれあい森林教室」を開
催し、親子で楽しみながら木製用品の
制作に取り組む。

119,608

(2)
「白川桜の散歩道」保育・
整備事業

野頭親桜会のボランティア活動によ
り、植樹した桜の保育作業と河川敷の
緑化活動を地域の子ども達とともに実
施する。

181,250

(4)
もがみの木質資源利活用推

進事業

地元の森林資源を町内で開催される事
業等で活用してもらうことで、地域材
の温もりに触れ、木に親しむ機会を広

く提供する。

373,142

地域提案事業　計 2事業 751,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,562,000

7事業 2,313,000

(4)
町内ベンチの木製化プロ
ジェクト

木製ベンチの組立て作業を通して、木質
資源の有効活用に関する重要性を学ぶ。

626,400 (3) 薬師の森の自然学習会

「薬師の森」は町内でも自然を残して
いる箇所で、小中学生等を対象にした
自然学習会を開催し、森の豊かさや自
然の大切さを感じてもらう。

391,655

(3) 最上地域森の感謝祭

最上地域森の感謝祭で児童、一般参加者
を対象とした森づくり活動及び木工クラ
フト体験を通して、森林の重要性と木材
利用の促進を啓蒙する。

1,919,600 (2)
長尾町内会と町の協働によ
る念仏の松保全事業

「念仏の松」を森林学習のシンボルと
して位置づけた活動を行い、環境保全
の意識を高める。

376,900

(2)
舟形２・西堀町内会の“憩
いのスペースづくり”プロ
ジェクト

桜の病害虫対策を目的として、不要枝
の除去と防除を行う。

157,445

地域提案事業　計 2事業 2,546,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 926,000

5事業 3,472,000
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(3) 自然環境学習
町内各小学校で、出前「木工クラフト
教室」及び「森林環境学習会」を実施
する。

200,000

(2) 希少生物保全活動
「ハナカジカ」（絶滅危惧種：町の魚
に指定）などの希少生物の保護と周辺
環境の保全を町民に啓蒙する。

100,000

(4)
特用林産、県産材利活用事
業

地元産の間伐材を利用したベンチなど
を製作、町公共施設へ設置をし木材利
用の普及を図る。

1,051,000

(1) 豊かな森づくり活動
野生動物との共生を目指し、緩衝林を
整備する。

245,000

(1) ナラ枯れ被害林再生
ナラ枯れ被害により荒廃した森林の再
生を図る。

105,000

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,701,000

5事業 1,701,000

(1) 菌茸栽培体験事業
村内の小学生を対象に、菌茸栽培体
験、森林体験学習を行う。

58,000

(1) 森林体験活動学習事業
村民を対象に、森林整備の必要性や里
山のあり方を学習する菌茸栽培体験、
遊歩道づくりや樹病講習会を行う。

700,000

(4) 木育推進事業
木育を推進するため、保育所園児を対
象にした木製品を開発し、子ども達に
木の良さや森の大切さを伝える。

54,000

(4) 県産木材活用推進事業

地域住民と協働で木製サイクルラック
を製作・設置し、地域住民や来訪者が
木の良さを感じられる機会を創出する
とともに、県産材の利活用を推進す
る。

37,000

(4) 県産間伐材普及事業

地域住民と協働で木製パーゴラを製
作・設置し、地域住民や来訪者が木の
良さを感じられる機会や森林学習会の
場を創出するとともに、県産間伐材の
利活用を推進する。

330,000

地域提案事業　計 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,179,000

5事業 1,179,000
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(3) 森林環境教育事業
村内外の子ども達を対象に、森林の働
きや果たす役割を体験学習を行う。

380,000

(2) 希少動植物生息地保全事業

村内の生物多様性が見られる場所で自
然環境保全活動を実施している団体を
支援するとともに、森林と生物の共生
環境を保全する。

119,763

(3)
自然体験学習支援事業（鮭
川小学校林）

小学生を対象に学校林を活用した自然
環境学習を実施する。

68,642

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 568,405

3事業 568,405

(4)
木質バイオマスエネルギー
の地産地消普及拡大プロ
ジェクト

村内の公共施設にペレットストーブを
設置し、木質エネルギーの普及啓発を
図る。

120,000

(3) 森林環境学習

村内の児童・生徒を対象に、炭焼き体
験や里山散策等の森林環境学習を実施
し、森林に対する理解を深めてもら
う。

100,000

(4)
森林資源の活用・普及・体
感大作戦

木製品作りなどの体験活動、木製玩具
を用いた木育の普及活動を通して、一
般の方々に身近な森林の利用と触れ合
いを創出する。

160,000

(1) 桜再生プロジェクト
地域住民と協働で桜の保全活動を実施
するために講習会を開催する。

353,000

(2) 森林資源保全活動

幻想の森をはじめとした魅力的な巨木
エリアに多くの方が訪れてもらうた
め、地域住民が実施する環境保全活動
を支援する。

110,000

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 843,000

5事業 843,000

地域提案事業 5事業 3,647,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 32事業 9,441,405

最上【８市町村】　計 37事業 13,088,405
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(1) 里山林保全事業

地域住民によるクマ剥ぎ対策、企業との
連携による緩衝林帯整備、企業・森林所
有者等との協働による森づくり活動、地
元自治会による緩衝林帯整備を実施す
る。

1,704,000 (3) 里山体験事業
市内児童を対象にした里山体験（森林
教室）を開催する。

3,025,000

(1) 景観保全事業
地区保全林区域外で、地域住民を対象と
した樹幹注入体験会を開催する。

127,000 (4) 木工品普及啓発事業
市内児童を対象にした木工クラフト教
室を開催する。

140,000

(3) 里山体験事業
市内小学校、緑の少年団を対象とした森
林学習、小学生から大人を対象とした森
林教室、木工クラフト教室を開催する。

1,237,000 (4) 地産木材利用事業
地産木材（間伐材）を利用した木製品
の製作展示と、木製玩具の設置により
地産木材をＰＲする。

189,000

(4) 地産木材利用事業
間伐材を活用した木質ペレットを普及す
るとともに、木製玩具の貸出しにより木
のぬくもりを体験する機会を創出する。

1,270,000

地域提案事業　計 4事業 4,338,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 3,354,000

7事業 7,692,000

(1) 里山リカバリー推進事業
荒廃が進む里山で、森林ボランティア団
体等を対象とした森林病害虫予防除研修
会を開催する。

262,000 (4) 木材利活用普及促進事業
市内保育施設等に木製玩具を提供し、
木育環境を整備する。

1,429,000

(1)
「森と友に」森づくり活性
化事業

市内企業の森で市民、企業、小学生等を
対象とした森林整備活動を実施する。

1,266,000

(3)
「森へいこうよ」自然環境
学習事業

吉野緑の少年団、市内小学生、未就学児
に対する自然環境学習（木育）を実施す
る。

2,272,000

(3)
「森とふれあい」森林活動
推進事業

置賜地域森の感謝祭にあわせて、森林整
備・森づくり活動を実施する。

1,200,000

地域提案事業　計 4事業 5,000,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 1,429,000

5事業 6,429,000
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(1)
まほろばの里絆の森活動支
援事業

町内で活動している企業の森づくり活動
を支援する。

170,072 (2)
まほろばの里緩衝林帯保全
活動事業

上和田地区住民による緩衝林帯整備へ
支援する。

67,113

(3) まほろばの里森林学習事業
高畠小学校の学校林を活用した森林環
境学習を実施する。

651,774

(4) 地域産材木材利用拡大事業
町内小中学校を対象に地域産材を活用
した木製品づくりを実施する。

313,031

地域提案事業　計 1事業 170,072 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,031,918

4事業 1,201,990

(1) 里山景観美化事業
松枯れ被害が拡大している下小松古墳群
周辺で地域団体と連携した景観美化活動
を行う。

431,740 (1) 里山再生プロジェクト
町有林を活用し、住民参加による里山
の環境保全活動を実施する。

871,834

(4) 地産木材利用木育事業
町内で作成した木製ブロックを保育所や
幼稚園等の幼児施設に貸与し、木育の推
進を図る。

618,260 (2) 自然共生プロジェクト
希少動植物の保全に向けた地域住民の
学習会を開催する。

31,137

(3) 森林体験プロジェクト
町内高校生や一般町民を対象とした森
林整備体験、キノコ植菌体験を実施す
る。

182,029

地域提案事業　計 2事業 1,050,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 1,085,000

5事業 2,135,000

(2)
野生生物との共生環境保全
事業

野生生物による被害多発地区において、
西置賜猟友会長井分会と連携し、野生動
物の注意喚起と緩衝帯の整備を実施す
る。

435,330 (4) 木のぬくもり体感事業
市内小学生を対象に、県産ほだ木を活
用したキノコ植菌体験を実施する。

340,662

(1) 不伐の森３０周年記念事業
不伐の森誕生30周年を記念して、シンポ
ジウムや記念植樹を開催する。

488,533 (1) 水源の森復活事業
「２１世紀不伐の森」における森づく
り活動を開催する。

1,162,790

地域提案事業　計 2事業 923,863 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,503,452

4事業 2,427,315
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(3) 白い森づくり体験事業
町内小学生を対象とした森林学習体験
プログラムを実施する。

73,592

(4)
森から拓く次代の生業づく
り事業

町民を対象とした林業機械操作研修会
を開催する。

243,000

(2) 森林セラピー推進事業
森林セラピー基地「ブナの森温身平」
における環境整備を実施する。

454,142

(3) 生涯学習講座開設事業
幼児、児童、地域住民を対象に、森林
散策による自然環境学習会、森林資源
を活用した地域学講座等を開催する。

48,590

(2) 森林資源利活用推進事業
森林資源（広葉樹落ち葉）の活用と、
ごみの減量化につながる活動を実施
し、資源の循環利用を普及する。

1,179,996

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 5事業 1,999,320

5事業 1,999,320

(3)
木炭文化振興プロジェクト
炭焼き体験事業

山形県木炭文化協議会と連携し、町民等
を対象とした炭焼き体験会を開催する。

190,000 (4)
木育推進プロジェクト
ファーストトイ事業

生後9カ月の子どもに町産木材でつ
くった積木を贈呈し、木育を推進す
る。

612,500

(4)
木育プロジェクト町産木材
教材活用事業

白鷹中学校の生徒を対象に、町内産スギ
材を活用した技術の授業を開催する。

297,050 (4)
木育推進プロジェクト木工
体験事業

町主催のイベントにおいて親子木工教
室を実施する。

512,903

地域提案事業　計 2事業 487,050 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,125,403

4事業 1,612,453

(1)
いいで豊かな森づくり活動
事業

地域住民が実施する植樹活動のための環
境整備を支援する。

550,000 (3)
いいで森林資源の利活用事
業

景観地（舘の沢堤）に間伐材を利用し
た安全柵を設置するとともに、水芭蕉
群生地に地域材を利用した散策道を整
備し、木材利用の促進と来場者の環境
保全意識の醸成を図る。

1,529,000

(3)
いいで森林ふれあい推進事
業

親子木工教室、園児・児童を対象とした
木育活動を実施する。

891,000

地域提案事業　計 2事業 1,441,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 1事業 1,529,000

3事業 2,970,000

地域提案事業 17事業 13,409,985 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 20事業 13,057,093

置賜【８市町村】　計 37事業 26,467,078
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(1) 添川地区山林景観保全事業
地域住民との協働で山道の環境整備を実
施する。

139,580 (1) 企業の森づくり事業
「JTの森鶴岡」と「ぐるっと花笠の森
鶴岡」が実施する森林整備活動を支援
する。

382,036

(2)
庄内自然博物園構想推進事
業

市民の主体的参画と協働による自然環境
の保全と自然環境学習を実施する。

2,126,120 (1) 松ヶ岡開墾場景観保全事業
国指定史跡松ヶ岡開墾場との協働によ
る景観保全のためのクロマツ保全活動
を行う。

99,360

(3)
山の活動体験事業（サラ
リーマン林太郎）

サラリーマン等を対象にした間伐講習会
等を実施する。

215,962 (1)
大山公園下池側景観保全事
業

住民との協働による樹木の適正な維持
管理を行う。

638,000

(1) 魚の森づくり事業
良好な漁場を環境を支える豊かな森づ
くり活動を推進する。

849,428

(1)
つるおか広葉樹の森再生事
業

熊野長峰における里山広葉樹の森づく
りを行う。

623,132

(3)
つるおかの森林環境教育推
進事業

市内小学校等が行う自然環境学習を支
援する。

1,870,006

(3) 森林文化都市構想推進事業
市民に対して森林に親しむ機会と環境
を提供する。

278,077

地域提案事業　計 3事業 2,481,662 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 7事業 4,740,039

10事業 7,221,701

(3)
眺海の森森林ふれあい推進
事業

「やまがた森の感謝祭」開催にあわせ
て、森林整備・森づくり活動を実施し、
里山保全の理解と木材利用の普及啓発を
図る。

2,142,161 (1) 森林ボランティア育成事業
森林整備や学習会を行うボランティア
を支援する。

906,249

(4)
さかた木づかい夢ネット事
業

さかた材の活用拡大のためのＰＲ活動
等を実施する。

2,355,000

地域提案事業　計 1事業 2,142,161 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 3,261,249

3事業 5,403,410

鶴
岡
市

鶴岡市計

酒
田
市

酒田市計



(3) 木のぬくもり体験事業 県内における森林散策体験を行う。 6,000

(4) みかわ木育推進事業
横山小学校の木製ベンチテーブル設置
と、三川中学校への木製プランターカ
バー設置を行う。

687,204

地域提案事業　計 事業 0 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 693,204

2事業 693,204

(3)
森づくり・森林環境学習事
業

小学生等を対象に、下刈体験や森林環
境・森の恵み利用について学習する。

290,000 (2) 森林空間利活用事業
北月山登山道や板敷古道の整備とト
レッキングを実施する。

1,112,000

(3) 森林体験学習事業
学校と連携した森林に関する講話や整
備活動等の体験を行う。

47,000

地域提案事業　計 1事業 290,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 2事業 1,159,000

3事業 1,449,000

(2) 松林保全事業
小学生を対象に、松くい虫被害発生のメ
カニズムや防除方法を学習する。

600,000 (1) 森林景観保全事業
クロマツ保全団体が安全に保育活動を
行うため環境を整備する。

512,364

(1) 公益の森100年計画事業
地元住民や小学生とのマツ苗の植栽を
実施する。

385,000

(1) 「共存の森」再生事業
町で取得した岩石採取跡地での森づく
り活動を実施する。

73,700

地域提案事業　計 1事業 600,000 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業　計 3事業 971,064

4事業 1,571,064

地域提案事業 6事業 5,513,823 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 16事業 10,824,556

庄内【５市町村】　計 22事業 16,338,379

地域提案事業 45事業 39,226,808 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ事業 112事業 55,450,786

県内【35市町村】　計 157事業 94,677,594
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