
322827 R48しあわせ街道学びの森 ハイブリット基金の山形トヨペットの森 31 ニッサンの森【朝日白倉】

25 26 29 30モンテディオ山形 未来の森 ニッサンの森【Asahi】

　当社は、平成29年8月28日に締結した「山形県とのやまがた創生に関する連
携協定」に基づく協力の一環として、「やまがた絆の森プロジェクト」に参画し、
環境保護活動を実施しております。
　また、社員・代理店とその家族が、森づくり活動に積極的に取組むことにより、こ
れまで以上に地域に貢献し、地域との絆を深めていくことを目指しております。

西川町大字沼山　地内　　面積：1.0ha

あいおいニッセイ同和損害保険㈱、沼山区、
西川町、山形県

平成31年２月14日～令和６年３月31日

あいおいニッセイ同和損保の森【西川沼山】

植樹風景①植樹風景① 植樹風景②植樹風景② 木育風景①木育風景①

集合写真①集合写真①木育風景②木育風景② 集合写真②集合写真②

東根市大字関山地内　面積：4.2ha

㈲双伸工業、（公社）関山愛林公益会、山形県

平成29年２月７日～令和４年３月31日

　Ｒ48しあわせ街道学びの森を推進し、森林を健全な姿で未来に引き継いでい
くため、地域と連携を密に図り森と親しむことのできる環境保全林を造成する
ため活動事業を実施する。

環境整備（除伐・下刈）・集木搬送

山形市みはらしの丘　他　地内　面積：0.25ha

㈱山形トヨペット、山形市、山形県

平成29年２月８日～令和４年３月31日

　山形トヨペット株式会社創立60周年を機に、自社の社会貢献活動の一環であ
るグリーンキャンペーンに加え、県が推進する『やまがた絆の森』に参加。
　3年目となる2019年度は5月・9月・10月の3回に渡り下草刈りと倒木の撤去
作業を行いました。
　長期計画として、毎年桜などの苗木を植樹して地域の方々に愛される『ハイブ
リッド基金の山形トヨペット桜街道』ができることを目標に活動しております。

令和元年5月15日（水）
－第1回  参加人数 50名－
①法面・エリア内の下草刈り
②倒木の搬出作業

南陽市赤湯十分一山　他　地内　面積：5ha

㈱ニューテックシンセイ、南陽市、山形県

平成28年２月10日～令和３年３月31日

もくロックの森

平成31年 4月13日 スズメバチトラップ取り付け
平成31年 4月24日 危険木及び倒木処理・枝打ち・
 剪定・ゴミ拾い・石拾い
令和元年 5月19日 もくロックの森
 トレッキングツアー
令和元年 6月 1日 活動エリア内の下刈り
　　　　　  ～30日 
令和元年 7月 7日 地元高校生や一般の方との下刈り・
 ワークショップ
令和元年 9月17日 活動エリア内下刈り
　　　～10月  2日 
令和元年10月12日 森のホームステイ（山形県）
 台風で中止
※平成31年度は延べ75名が参加しております。

　南陽市赤湯十分一山の景観の保全と｢もくロック｣を育む広葉樹の森へ再
生するため、社員と地域が連携し森づくり活動を実施します。

高畠町大字安久津地内　面積：3.6ha

㈱ステージアンサンブル東北、高畠町、山形県

第1期：平成29年２月７日～令和２年３月31日
第2期：令和 ２年４月１日～令和５年３月31日

ステージアンサンブル東北「まほろばの里絆の森」

　当社、株式会社ステージアンサンブル東北は、コンサートやイベント等の照明・音
響・舞台制作を中心に、前山形県県民会館や高畠町文化ホール「まほら」など　会館
の指定管理者として業務委託をいただき、長年会館運営をさせて頂いております。
　お世話になっている地元の皆様方へ恩返しの感謝の気持ちをこめ、少しでも地域
貢献ができるように、そして環境保全・未来の子供たちに豊かな自然を引き継げる
ようにと考えております。

下刈・除伐下刈・除伐 集木搬送集木搬送

倒木搬出作業の様子 法面・エリア内の下草刈りの様子

令和元年9月4日（水）
－第2回  参加人数 30名－
①エリア全体の下草刈り

令和元年10月3日（水）
－第3回  参加人数 30名－
①エリア全体の下草刈り

枝の片付け・ブナの木植栽地整地作業・林道整地

整地作業整地作業 林道整地林道整地

令和元年10月5日　地域の方々と森作りを学ぶ（参加人数137名）
・ブナの植栽活動　・チェーンアート見学・参加者と芋煮会

集合写真集合写真 ブナの木植栽ブナの木植栽

朝日町大字白倉　他　地内　面積：75.48ha

山形日産自動車（株）、日産プリンス山形販売（株）
（公財）山形県林業公社、山形県

平成29年３月27日～令和３年３月31日

　山形日産自動車55周年記念事業として、森づくり活動により森林の公益
的機能の維持、増進に貢献します。社員、家族、お客様が森づくり活動に積極
的に取り組むことにより、地域貢献を図ります。森づくりを通して地域との
絆を深めます。

令和元年度事業
令和元年度中に3林で30.95haの搬出間伐・除伐を実施。

天童市大字田麦野地内　面積：2.0ha

㈱モンテディオ山形、天童市、山形県

第1期：平成29年２月17日～令和２年３月31日
第2期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

植樹と合わせてサッカーイベントを開催。

植樹と木工体験イベントを開催。

朝日町大字白倉　他　地内　面積：4.6ha

山形日産自動車㈱、日産プリンス山形販売㈱、朝日町、山形県

平成29年３月27日～令和４年３月31日

　山形日産自動車55周年記念事業として、森づくり活動により森林の公益的機能
の維持、増進に貢献します。社員、家族、お客様が森づくり活動に積極的に取り組む
ことにより、地域貢献を図ります。森づくりを通して地域との絆を深めます。

2018年度
第1回　平成30年4月20日 （32名）
　昨年度の活動で切った丸太に穴を開けて、キノ
コの菌を植えました。

2018年度
第2回　平成30年5月20日 （250名）
　草刈り等の舗道整備、お子様にも参
加いただき山道の散策を行いました。

昼食風景昼食風景

集合写真集合写真

集合写真集合写真

倒木材を利用した
ベンチ作り
倒木材を利用した
ベンチ作り

全員でリレーし運んだ木材チップ敷き全員でリレーし運んだ木材チップ敷き

植樹

植菌活動植菌活動

ご家族の皆さんと一緒にご家族の皆さんと一緒に集合写真集合写真

作業風景作業風景

間伐実施前 間伐実施後

春の活動　令和元年6月12日（水）
参加者　21名
　新緑の中、清々しい汗をかきなが
ら、遊歩道沿いの倒木の処理や下刈
り・枝打ちなどをし、昨年の秋、倒木
材を利用して作ったベンチを遊歩道
沿いに設置しました。

秋の活動　令和元年11月12日（火）
参加者　20名
　今年2回目の森づくり。少し寒くなっ
た活動日。遊歩道一杯に伸びた蔓に苦戦
しながらも植樹できるスペースを確保
し元気に育ってほしいと願いをこめ初
めての植樹をしました。
その後遊歩道沿いの下刈りをした後に、2回目に
なる木材チップを前回より量を増やし、参加者全
員でリレー式で運びながら遊歩道にチップをし
きました。

内容：社員・代理店の参加者107名で植樹（①）および木育（②）を実施しました。
　　　①植樹：サクラ2本（山形支店・ADプロ会）、ブナ5本（県内各拠点）、コナ

　　　  ラ・ミズナラ100本（各個人）の苗木を植えました。
　　　②木育：コナラ・ブナの苗木（100本）を竹ポットに植え、社員・代理店が自宅や職場 

　　　　に持ち帰り、2年間の森のホームスティ活動を行っております。
　　　※当日は、西川町の小川町長にもご参加いただきました

開 催 日：令和元年9月28日



322827 R48しあわせ街道学びの森 ハイブリット基金の山形トヨペットの森 31 ニッサンの森【朝日白倉】

25 26 29 30モンテディオ山形 未来の森 ニッサンの森【Asahi】

　当社は、平成29年8月28日に締結した「山形県とのやまがた創生に関する連
携協定」に基づく協力の一環として、「やまがた絆の森プロジェクト」に参画し、
環境保護活動を実施しております。
　また、社員・代理店とその家族が、森づくり活動に積極的に取組むことにより、こ
れまで以上に地域に貢献し、地域との絆を深めていくことを目指しております。

西川町大字沼山　地内　　面積：1.0ha

あいおいニッセイ同和損害保険㈱、沼山区、
西川町、山形県

平成31年２月14日～令和６年３月31日

あいおいニッセイ同和損保の森【西川沼山】

植樹風景①植樹風景① 植樹風景②植樹風景② 木育風景①木育風景①

集合写真①集合写真①木育風景②木育風景② 集合写真②集合写真②

東根市大字関山地内　面積：4.2ha

㈲双伸工業、（公社）関山愛林公益会、山形県

平成29年２月７日～令和４年３月31日

　Ｒ48しあわせ街道学びの森を推進し、森林を健全な姿で未来に引き継いでい
くため、地域と連携を密に図り森と親しむことのできる環境保全林を造成する
ため活動事業を実施する。

環境整備（除伐・下刈）・集木搬送

山形市みはらしの丘　他　地内　面積：0.25ha

㈱山形トヨペット、山形市、山形県

平成29年２月８日～令和４年３月31日

　山形トヨペット株式会社創立60周年を機に、自社の社会貢献活動の一環であ
るグリーンキャンペーンに加え、県が推進する『やまがた絆の森』に参加。
　3年目となる2019年度は5月・9月・10月の3回に渡り下草刈りと倒木の撤去
作業を行いました。
　長期計画として、毎年桜などの苗木を植樹して地域の方々に愛される『ハイブ
リッド基金の山形トヨペット桜街道』ができることを目標に活動しております。

令和元年5月15日（水）
－第1回  参加人数 50名－
①法面・エリア内の下草刈り
②倒木の搬出作業

南陽市赤湯十分一山　他　地内　面積：5ha

㈱ニューテックシンセイ、南陽市、山形県

平成28年２月10日～令和３年３月31日

もくロックの森

平成31年 4月13日 スズメバチトラップ取り付け
平成31年 4月24日 危険木及び倒木処理・枝打ち・
 剪定・ゴミ拾い・石拾い
令和元年 5月19日 もくロックの森
 トレッキングツアー
令和元年 6月 1日 活動エリア内の下刈り
　　　　　  ～30日 
令和元年 7月 7日 地元高校生や一般の方との下刈り・
 ワークショップ
令和元年 9月17日 活動エリア内下刈り
　　　～10月  2日 
令和元年10月12日 森のホームステイ（山形県）
 台風で中止
※平成31年度は延べ75名が参加しております。

　南陽市赤湯十分一山の景観の保全と｢もくロック｣を育む広葉樹の森へ再
生するため、社員と地域が連携し森づくり活動を実施します。

高畠町大字安久津地内　面積：3.6ha

㈱ステージアンサンブル東北、高畠町、山形県

第1期：平成29年２月７日～令和２年３月31日
第2期：令和 ２年４月１日～令和５年３月31日

ステージアンサンブル東北「まほろばの里絆の森」

　当社、株式会社ステージアンサンブル東北は、コンサートやイベント等の照明・音
響・舞台制作を中心に、前山形県県民会館や高畠町文化ホール「まほら」など　会館
の指定管理者として業務委託をいただき、長年会館運営をさせて頂いております。
　お世話になっている地元の皆様方へ恩返しの感謝の気持ちをこめ、少しでも地域
貢献ができるように、そして環境保全・未来の子供たちに豊かな自然を引き継げる
ようにと考えております。

下刈・除伐下刈・除伐 集木搬送集木搬送

倒木搬出作業の様子 法面・エリア内の下草刈りの様子

令和元年9月4日（水）
－第2回  参加人数 30名－
①エリア全体の下草刈り

令和元年10月3日（水）
－第3回  参加人数 30名－
①エリア全体の下草刈り

枝の片付け・ブナの木植栽地整地作業・林道整地

整地作業整地作業 林道整地林道整地

令和元年10月5日　地域の方々と森作りを学ぶ（参加人数137名）
・ブナの植栽活動　・チェーンアート見学・参加者と芋煮会

集合写真集合写真 ブナの木植栽ブナの木植栽

朝日町大字白倉　他　地内　面積：75.48ha

山形日産自動車（株）、日産プリンス山形販売（株）
（公財）山形県林業公社、山形県

平成29年３月27日～令和３年３月31日

　山形日産自動車55周年記念事業として、森づくり活動により森林の公益
的機能の維持、増進に貢献します。社員、家族、お客様が森づくり活動に積極
的に取り組むことにより、地域貢献を図ります。森づくりを通して地域との
絆を深めます。

令和元年度事業
令和元年度中に3林で30.95haの搬出間伐・除伐を実施。

天童市大字田麦野地内　面積：2.0ha

㈱モンテディオ山形、天童市、山形県

第1期：平成29年２月17日～令和２年３月31日
第2期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

植樹と合わせてサッカーイベントを開催。

植樹と木工体験イベントを開催。

朝日町大字白倉　他　地内　面積：4.6ha

山形日産自動車㈱、日産プリンス山形販売㈱、朝日町、山形県

平成29年３月27日～令和４年３月31日

　山形日産自動車55周年記念事業として、森づくり活動により森林の公益的機能
の維持、増進に貢献します。社員、家族、お客様が森づくり活動に積極的に取り組む
ことにより、地域貢献を図ります。森づくりを通して地域との絆を深めます。

2018年度
第1回　平成30年4月20日 （32名）
　昨年度の活動で切った丸太に穴を開けて、キノ
コの菌を植えました。

2018年度
第2回　平成30年5月20日 （250名）
　草刈り等の舗道整備、お子様にも参
加いただき山道の散策を行いました。

昼食風景昼食風景

集合写真集合写真

集合写真集合写真

倒木材を利用した
ベンチ作り
倒木材を利用した
ベンチ作り

全員でリレーし運んだ木材チップ敷き全員でリレーし運んだ木材チップ敷き

植樹

植菌活動植菌活動

ご家族の皆さんと一緒にご家族の皆さんと一緒に集合写真集合写真

作業風景作業風景

間伐実施前 間伐実施後

春の活動　令和元年6月12日（水）
参加者　21名
　新緑の中、清々しい汗をかきなが
ら、遊歩道沿いの倒木の処理や下刈
り・枝打ちなどをし、昨年の秋、倒木
材を利用して作ったベンチを遊歩道
沿いに設置しました。

秋の活動　令和元年11月12日（火）
参加者　20名
　今年2回目の森づくり。少し寒くなっ
た活動日。遊歩道一杯に伸びた蔓に苦戦
しながらも植樹できるスペースを確保
し元気に育ってほしいと願いをこめ初
めての植樹をしました。
その後遊歩道沿いの下刈りをした後に、2回目に
なる木材チップを前回より量を増やし、参加者全
員でリレー式で運びながら遊歩道にチップをし
きました。

内容：社員・代理店の参加者107名で植樹（①）および木育（②）を実施しました。
　　　①植樹：サクラ2本（山形支店・ADプロ会）、ブナ5本（県内各拠点）、コナ

　　　  ラ・ミズナラ100本（各個人）の苗木を植えました。
　　　②木育：コナラ・ブナの苗木（100本）を竹ポットに植え、社員・代理店が自宅や職場 

　　　　に持ち帰り、2年間の森のホームスティ活動を行っております。
　　　※当日は、西川町の小川町長にもご参加いただきました

開 催 日：令和元年9月28日
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　企業・団体の皆様に森づくり活動による環境貢献の成果を実感して
いただけるよう、県ではCO2森林吸収量の「見える化」に取り組んで
います。

　山形県 CO2 森林吸収量認証制度とは、企業・団体が自主的に取組んだ森づくり

活動による環境貢献の成果を、CO2 森林吸収量として算出して認証するものです。

　これにより、企業・団体のＰＲやイメージアップをしやすくすることで企業等

による森づくり活動を促進することをねらいとしています。

●山形県CO2森林吸収量認証制度

申請できる方：やまがた絆の森協定（もしくは従来の企業の森づくり）を締結した

　　　　　　　　企業等、その他知事が適当と認める者

対象となる行為：自主的な活動として支援又は実施する植樹及び除伐、間伐等の保育

認 証 の 対 象：森林を整備した時点での１年間のCO2森林吸収量

＊認証には、森林所有者との協定等により複数年の事業計画を作成することが必要

　です。

　県では、やまがた絆の森の仕組みや参画企業・団体の森づくり活動を県民の皆様に広くお知らせす

るため、大型ショッピングセンターや絆の森参画企業のロビー、公共施設、イベントなどでパネル展

を開催しています。

やまがた絆の森PRパネル展

　県みどり自然課発行の冊子「もりしあ」、山形県森林協会発行の冊子「森林やまがた」、やまがた公益の

森づくり支援センターのホームページでやまがた絆の森の取組みを紹介しています。

広報誌やホームページによる紹介

月山サマーフェスタ(西川町)月山サマーフェスタ(西川町) 環境科学研究センター(村山市)環境科学研究センター(村山市) 酒田市中央公民館(酒田市)酒田市中央公民館(酒田市)

もりしあもりしあ 森林やまがた森林やまがた やまがた公益の森づくり支援センターのホームページやまがた公益の森づくり支援センターのホームページ

　県民参加の森づくりを推進するため、企業・団体、市町村、森林ボランティア団体など多様な主体が実

施するやまがた緑環境税を活用した森づくり活動の成果を広く県民の皆様にお知らせするとともに、森

づくり活動関係者の情報交換と連携を深めるため開催しています。令和元年度は11月23日（土）山形国

際交流プラザ山形ビッグウイングで開催しました。

県では、やまがた公益の森づくり支援センターと連携して、企業の森づくり活動を継続的にサポートします。

森づくり発表会

専門講師の派遣
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共育工房 IPPO 主宰　福島　計一氏から「木育で
『山形LOVE！』」と題して御講演いただきました。

やまがた絆の森づくり参画企業の山形ゼロックス株式
会社から日頃の活動について発表していただきました。

森づくり活動を行う企業に指導者を
派遣します。

作業道具の貸出し
森づくり活動に必要な用具を貸し出
します。
<ヘルメット、下刈鎌、鋸、スコップ、鍬など>

情報交換及び交流
森づくり発表会などを開催し、有識者
の講演や企業等の活動発表により情報
交換やネットワークの強化を図ります。

CO2森林吸収量の見える化 森づくり活動によるCO2森林吸収量の認証申請をサポートします。
<山形県CO2森林吸収量認証制度>

6月第1週開催「やまがた森の感謝祭」
において、県から認証書を授与させて
いただきます。

山形県CO2森林吸収量認証書

森づくり活動を紹介するパネル展示を行いま
した。

　当社は、平成29年８月28日に締結した「山形県とのやまがた創生に関す
る連携協定」の一環として、「やまがた絆の森プロジェクト」に参画し、森林
環境の保全と森林による二酸化炭素の吸収源対策を推進することを目的と
しております。
　当社のお客様がペーパーレス証券・Web約款を選択（紙の使用削減等）さ
れた件数に応じて、各地域のNPO団体や地方公共団体等へ寄付を行ってお
り、地域に根差した環境保護活動に役立てられております。

西川町大字睦合　他　地内　面積：56.3ha

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
（公財）山形県林業公社、山形県

平成31年２月14日～令和４年３月31日

あいおいニッセイ同和損保の森【西川睦合】

　私ども株式会社伊藤園では、「お茶で山形を美しく。」と題して、弊社の「お～い
お茶」ブランドの飲料製品の売上の一部を、山形県の「やまがた百名山」環境保全
事業に対して、寄付をさせていただく取り組みを実施しております。
【伊藤園が目標とする取り組み】
①社員の学びの場としたい
→地理的に「寒河江ダム水系」にあたり、下流域には弊社ドリンク製品の製造工
　場がございます
　「森づくり」、「水づくり」を通じて、自社製品への深い理解と愛着を育んでまいります
②県民の皆様と一緒になって活動する場を造りたい
→「森づくり」活動を通して県民の皆様と社員、地域住民との交流を図ってまいります
③活動地域の皆様との交流を深めて、地域振興を図りたい
→活動を通じて西川町の魅力である、雄大な月山や、山菜、きのこといった自然
　の恵みなどを微力ではありますが広めてまいります

①令和1年7月6日（土）
・参加人数：13人（伊藤園社
員、関係者）
・活動内容：10月の本活動に向
けた現地調査および下刈り
②令和1年10月5日（土）
・参加人数：28人（伊藤園社
員、関係者、山形県内一般参
加および大学生）
・活動内容：（現地）下刈り・植
樹、（大井沢伝承館）お茶セ
ミナー、伝統文化体験

西川町大字大井沢字サチラ森地内　面積：2.93ｈａ

㈱伊藤園、（公財）山形県林業公社、山形県

平成31年４月１日～令和６年３月31日

伊藤園　お～いお茶の森

令和1年10月5日　活動写真

令和元年度事業
令和元年度中に西川睦合公社造林地で10.77haの搬出間伐を実施。

間伐実施前 間伐実施後

大井沢伝承館にてお茶セミナー
大井沢伝承館にて

伝統文化体験（めのう体験）
大井沢伝承館にて

伝統文化体験（めのう体験）

現地活動場所での集合写真 現地活動場所での風景


