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10年間（全22回）
の参加人数

10年間（全22回）
の参加人数

延べ958名

　森づくりによる二酸化炭素削減の推進・地域活性化等を目的として、「やま
がた絆の森『しんきん結（ゆい）の森・ぐるっと花笠の森【新庄】』」の協定
を 6団体の間で締結しております。
　このプロジェクトで私どもは、地域住民、企業が気軽に森づくりを行い、
活動成果を実感できる仕組みを構築するために共にコンソーシアムを形成し、
下記のような活動を行っております。

　当社はCSR活動の一環として、2010年度より協定を締結して10年間、協定4者に参加企業を交え、多
くのステークホルダと関わりながら持続可能な森林資源や自然を後世に引き継ぐ活動をしてまいりま
した。近年は、取り組み企業への理解や活動の輪を広げることを目的に、同じ絆の森協定企業が集まり、
「やまがた絆の森」のブランディングを進めております。第4期は、森との関わりを通じて豊かな人間性を
育む「やまがた木育」の実践を含め、さまざまな課題にパートナーシップで取り組むSDGsの活動の1モ
デルとして「やまがた絆の森」を知っていただき、企業と地域ができる可能性にチャレンジします。

　163名の参加者で、「森の材料で木工体験、遊歩道下刈り活動、芋煮
会」イベントを行いました。内容としては、全長約700ｍの遊歩道下
刈り整備と、里山保全における情操教育効果を目指した活動として、
森の材料で木工体験を行い、芋煮会も同時に開催しました。

　「森の材料で木工体
験」では、「小さな木
の実や小枝」などの森
の材料を実際に森の中
で収集し、紅花のドラ
イフラワーを使った
『クリスマスリース』
制作を行いました。

令和元年9月29日（日）　「森の材料で木工体験、遊歩道下刈り活動、芋煮会」

　荘内銀行は、二酸化炭素の吸収源確保や生物多様性の保全、環境教育の実践
と参加者同士のコミュニケーション活性化を目的に、10年間にわたり金山町
で森づくり活動を展開しています。
　協定者の皆さまと連携しながら植林、下刈り、裾枝打ち・つる切り、除伐など
の保育活動のほか、自然観察体験、林産資源活用体験、木工クラフト体験など森
に関わる様々な体験活動を通して、森林の保全や活用に関する重要性について
理解を深めてきました。
　当行は今後も活動を継続し、地域との交流を一層深めながら、森づくりを起
点とした地域活性化に取り組んでまいります。

参加人数：69名
活動場所：月山やすらぎの森
　　　　 （鶴岡市羽黒町）
活動内容：杉林の枝打ちと
　　　　　林床の笹下刈り

開 催 日：令和1年9月28日（土）

裾枝打ち作業

10年前の植林

木工クラフト体験

現在の植林地

「小さな木の実や小枝」などの
森の材料を収集

ベニバナリース制作の様子 森の材料で木工体験の様子

全長約700ｍの
遊歩道下刈り整備

遊歩道下刈り活動と芋煮会　集合写真

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～平成30年３月31日
第3期：平成30年４月１日～令和 ２年３月31日
第4期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

第22回 開催月日 保育活動
植樹

参加人数

その他 実施内容
47名

・天皇陛下御即位記念標柱設置（金山町事業）・大美輪の美林見学　
・木育「やまがた木育絵本」で見る活動10年の振り返り
・SDGsワークショップ①森づくりの輪が広がるとどんな社会につながっていくか ②「再造
林」の必要性や「次世代の森づくり」活動の輪を広げるために、どんなアクションができるか

9月28日（土）

集合写真

子どもたちがリレー旗を受け取りました。

集合写真

下刈りの状況下刈りの状況

　協定第1期は、区域内の無立木地に、周辺広葉樹林から採取した山取苗の植
栽と下刈等の保育作業を行い、第2期は、フルボ酸やワラビのリターによる土壌
改良を行いながらコナラ・ブナ・イタヤカエデ等の広葉樹を植栽しています。
　令和元年度は、夏、秋の2回イベントを開催し（参加者：夏85名、秋76名）、劣悪
な土壌改善をねらいとして、ワラビや肥料木の導入効果や森林土壌のモニタリ
ング手法に関する研修と併せて肥料木を植栽するとともに、植栽木の生育調
査、下刈、枝打ち、クズの駆除及び歩道の刈払い作業等を行いました。
  イベントのほか、車道の維持管理（倒木処理、草刈り等）、地域・関係団体との
連携としてドパスの普及、絆の森協定団体との森づくり交流活動を行いました。

宮内小学校のイベントで「ドパス」の普及 秋季イベント全員集合

植栽木への成長量調査

ワラビ植栽研修会

肥料木植栽・森林土壌モニタリングの研修会 肥料木植樹作業

植栽地の下刈作業

○山形県が創設した「やまがた絆の森プロジェクト」に基づき、県内の4
信用金庫との連携による森づくり活動を5年間行います。
○県内4カ所の「ぐるっと花笠の森」にて、植樹や下刈り等を行います。

ゆい

新庄市五日町地内　面積：21ha

新庄信用金庫、㈱山形銀行、柴草山管理組合、新庄市、
ＮＰＯ法人バイオマスもがみの会、山形県

金山町大字朴山地内　面積：4.28ha

山形ゼロックス㈱、㈲三英クラフト、金山町、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

金山町大字金山地内　面積：49.65ha

㈱荘内銀行、㈲三英クラフト、金山町、山形県

鶴岡市羽黒町地内（月山やすらぎの森）　面積：11ha

㈱山形銀行、鶴岡信用金庫、鶴岡市、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

しんきん結の森・ぐるっと花笠の森【新庄】 荘銀かねやま絆の森

ぐるっと花笠の森【鶴岡】かねやま絆の森
南陽市宮内地内　面積：75.85ha

国土防災技術㈱、（公財）山形県林業公社、山形県

第1期：平成22年７月６日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

南陽・「草木の森」

参加人数：52名
活動場所：県民の森（山辺町畑谷）
活動内容：下刈り、木製キーホルダーづくり

参加人数：8名
活動場所：八幡原緑地稲荷山（米沢市万世町）
活動内容：10月12日（土）に92名の参加にて、例年行っている下刈り・遊歩道へ

のチップ敷・木工クラフト・いも煮会を行う予定でしたが、台風19号
の接近により、今年度の作業は止む無く中止となりました。又、今年度
は10年目の節目の記念植樹を計画しており、後日（10月29日）遊歩
道沿いに、花の咲く樹木のハナミズキとナツツバキを植樹しました。

開 催 日：令和元年10月5日（土）

○山形県と山形銀行、山形信用金庫が協定を結び「ぐるっと花笠の森(山
形)」を平成22年に事業を立ち上げ現在第3期に入っています（1期5
年）。山形県が提唱する企業の森づくり「絆の森づくり運動」に参画し、
森林環境の整備・保全を行い、美しい豊かな森や自然を未来に引き継ぎ
その活動を通じて環境貢献（CO2削減・低炭素社会）を行っていきます。
○今年度は、下草刈り作業と木製キーホルダーづくりを体験しました。

山辺町大字畑谷地内（山形県県民の森）　面積：2.5ha

㈱山形銀行、山形信用金庫、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

ぐるっと花笠の森【山形】

集合写真 植樹

プレート

開 催 日：令和1年10月29日（火）

○山形県が創設した「やまがた絆の森プロジェクト」に基づき、山形銀行
と県内4信用金庫との連携による森づくり活動を5年間行います。
○県内4ヵ所の「ぐるっと花笠の森」にて、植樹や下刈り等を行います。

米沢市万世町地内（八幡原緑地稲荷山）　面積：2ha

㈱山形銀行、米沢信用金庫、山形県、米沢市

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

ぐるっと花笠の森【米沢】

◆「蔵王山」は、
　⇒豊かな水を湛えるほか、安全な生活環境、温泉、四季の自然景観など多くの恵
みをもたらしています。
◆（公財）山形県林業公社が当行と締結した事業計画に基づき間伐作業等を実施。
◆山形県は各年度に作業結果を審査し、CO₂吸収量の認証を実施。
　⇒「山形県CO₂森林吸収量認証制度」の活用。
◆第2期目は、5年間の間伐により森のCO₂吸収量808.125t-CO₂を目標。
　⇒当行の本店ビルが1年間に排出するCO₂量(カーボンオフセット)

間伐実施前 間伐実施後

山形市・上山市地内
第1期目面積：237.93ha　第2期目面積：196.86ha

㈱山形銀行、（公財）山形県林業公社、山形県

第1期：平成22年９月７日～平成29年３月31日
第2期：平成29年４月１日～令和 ４年３月31日

やまぎん蔵王国定公園の森

令和元年度事業
令和元年度中に3林地で43.32haの搬出間伐・保育間伐・除伐を実施。

令和元年、「やまがた絆の森
協定に基づき、顧客企業や地
域住民と連携した森づくり
活動を行うとともに自然環
境や生物多様性を学ぶ機会
を提供している」として環境
大臣より地域環境美化功労
者表彰をいただきました。
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10年間（全22回）
の参加人数

延べ958名

　森づくりによる二酸化炭素削減の推進・地域活性化等を目的として、「やま
がた絆の森『しんきん結（ゆい）の森・ぐるっと花笠の森【新庄】』」の協定
を 6団体の間で締結しております。
　このプロジェクトで私どもは、地域住民、企業が気軽に森づくりを行い、
活動成果を実感できる仕組みを構築するために共にコンソーシアムを形成し、
下記のような活動を行っております。

　当社はCSR活動の一環として、2010年度より協定を締結して10年間、協定4者に参加企業を交え、多
くのステークホルダと関わりながら持続可能な森林資源や自然を後世に引き継ぐ活動をしてまいりま
した。近年は、取り組み企業への理解や活動の輪を広げることを目的に、同じ絆の森協定企業が集まり、
「やまがた絆の森」のブランディングを進めております。第4期は、森との関わりを通じて豊かな人間性を
育む「やまがた木育」の実践を含め、さまざまな課題にパートナーシップで取り組むSDGsの活動の1モ
デルとして「やまがた絆の森」を知っていただき、企業と地域ができる可能性にチャレンジします。

　163名の参加者で、「森の材料で木工体験、遊歩道下刈り活動、芋煮
会」イベントを行いました。内容としては、全長約700ｍの遊歩道下
刈り整備と、里山保全における情操教育効果を目指した活動として、
森の材料で木工体験を行い、芋煮会も同時に開催しました。

　「森の材料で木工体
験」では、「小さな木
の実や小枝」などの森
の材料を実際に森の中
で収集し、紅花のドラ
イフラワーを使った
『クリスマスリース』
制作を行いました。

令和元年9月29日（日）　「森の材料で木工体験、遊歩道下刈り活動、芋煮会」

　荘内銀行は、二酸化炭素の吸収源確保や生物多様性の保全、環境教育の実践
と参加者同士のコミュニケーション活性化を目的に、10年間にわたり金山町
で森づくり活動を展開しています。
　協定者の皆さまと連携しながら植林、下刈り、裾枝打ち・つる切り、除伐など
の保育活動のほか、自然観察体験、林産資源活用体験、木工クラフト体験など森
に関わる様々な体験活動を通して、森林の保全や活用に関する重要性について
理解を深めてきました。
　当行は今後も活動を継続し、地域との交流を一層深めながら、森づくりを起
点とした地域活性化に取り組んでまいります。

参加人数：69名
活動場所：月山やすらぎの森
　　　　 （鶴岡市羽黒町）
活動内容：杉林の枝打ちと
　　　　　林床の笹下刈り

開 催 日：令和1年9月28日（土）

裾枝打ち作業

10年前の植林

木工クラフト体験

現在の植林地

「小さな木の実や小枝」などの
森の材料を収集

ベニバナリース制作の様子 森の材料で木工体験の様子

全長約700ｍの
遊歩道下刈り整備

遊歩道下刈り活動と芋煮会　集合写真

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～平成30年３月31日
第3期：平成30年４月１日～令和 ２年３月31日
第4期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

第22回 開催月日 保育活動
植樹

参加人数

その他 実施内容
47名

・天皇陛下御即位記念標柱設置（金山町事業）・大美輪の美林見学　
・木育「やまがた木育絵本」で見る活動10年の振り返り
・SDGsワークショップ①森づくりの輪が広がるとどんな社会につながっていくか ②「再造
林」の必要性や「次世代の森づくり」活動の輪を広げるために、どんなアクションができるか

9月28日（土）

集合写真

子どもたちがリレー旗を受け取りました。

集合写真

下刈りの状況下刈りの状況

　協定第1期は、区域内の無立木地に、周辺広葉樹林から採取した山取苗の植
栽と下刈等の保育作業を行い、第2期は、フルボ酸やワラビのリターによる土壌
改良を行いながらコナラ・ブナ・イタヤカエデ等の広葉樹を植栽しています。
　令和元年度は、夏、秋の2回イベントを開催し（参加者：夏85名、秋76名）、劣悪
な土壌改善をねらいとして、ワラビや肥料木の導入効果や森林土壌のモニタリ
ング手法に関する研修と併せて肥料木を植栽するとともに、植栽木の生育調
査、下刈、枝打ち、クズの駆除及び歩道の刈払い作業等を行いました。
  イベントのほか、車道の維持管理（倒木処理、草刈り等）、地域・関係団体との
連携としてドパスの普及、絆の森協定団体との森づくり交流活動を行いました。

宮内小学校のイベントで「ドパス」の普及 秋季イベント全員集合

植栽木への成長量調査

ワラビ植栽研修会

肥料木植栽・森林土壌モニタリングの研修会 肥料木植樹作業

植栽地の下刈作業

○山形県が創設した「やまがた絆の森プロジェクト」に基づき、県内の4
信用金庫との連携による森づくり活動を5年間行います。
○県内4カ所の「ぐるっと花笠の森」にて、植樹や下刈り等を行います。

ゆい

新庄市五日町地内　面積：21ha

新庄信用金庫、㈱山形銀行、柴草山管理組合、新庄市、
ＮＰＯ法人バイオマスもがみの会、山形県

金山町大字朴山地内　面積：4.28ha

山形ゼロックス㈱、㈲三英クラフト、金山町、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ５年３月31日

金山町大字金山地内　面積：49.65ha

㈱荘内銀行、㈲三英クラフト、金山町、山形県

鶴岡市羽黒町地内（月山やすらぎの森）　面積：11ha

㈱山形銀行、鶴岡信用金庫、鶴岡市、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

しんきん結の森・ぐるっと花笠の森【新庄】 荘銀かねやま絆の森

ぐるっと花笠の森【鶴岡】かねやま絆の森
南陽市宮内地内　面積：75.85ha

国土防災技術㈱、（公財）山形県林業公社、山形県

第1期：平成22年７月６日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

南陽・「草木の森」

参加人数：52名
活動場所：県民の森（山辺町畑谷）
活動内容：下刈り、木製キーホルダーづくり

参加人数：8名
活動場所：八幡原緑地稲荷山（米沢市万世町）
活動内容：10月12日（土）に92名の参加にて、例年行っている下刈り・遊歩道へ

のチップ敷・木工クラフト・いも煮会を行う予定でしたが、台風19号
の接近により、今年度の作業は止む無く中止となりました。又、今年度
は10年目の節目の記念植樹を計画しており、後日（10月29日）遊歩
道沿いに、花の咲く樹木のハナミズキとナツツバキを植樹しました。

開 催 日：令和元年10月5日（土）

○山形県と山形銀行、山形信用金庫が協定を結び「ぐるっと花笠の森(山
形)」を平成22年に事業を立ち上げ現在第3期に入っています（1期5
年）。山形県が提唱する企業の森づくり「絆の森づくり運動」に参画し、
森林環境の整備・保全を行い、美しい豊かな森や自然を未来に引き継ぎ
その活動を通じて環境貢献（CO2削減・低炭素社会）を行っていきます。
○今年度は、下草刈り作業と木製キーホルダーづくりを体験しました。

山辺町大字畑谷地内（山形県県民の森）　面積：2.5ha

㈱山形銀行、山形信用金庫、山形県

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

ぐるっと花笠の森【山形】

集合写真 植樹

プレート

開 催 日：令和1年10月29日（火）

○山形県が創設した「やまがた絆の森プロジェクト」に基づき、山形銀行
と県内4信用金庫との連携による森づくり活動を5年間行います。
○県内4ヵ所の「ぐるっと花笠の森」にて、植樹や下刈り等を行います。

米沢市万世町地内（八幡原緑地稲荷山）　面積：2ha

㈱山形銀行、米沢信用金庫、山形県、米沢市

第1期：平成22年４月１日～平成27年３月31日
第2期：平成27年４月１日～令和 ２年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和 ７年３月31日

ぐるっと花笠の森【米沢】

◆「蔵王山」は、
　⇒豊かな水を湛えるほか、安全な生活環境、温泉、四季の自然景観など多くの恵
みをもたらしています。
◆（公財）山形県林業公社が当行と締結した事業計画に基づき間伐作業等を実施。
◆山形県は各年度に作業結果を審査し、CO₂吸収量の認証を実施。
　⇒「山形県CO₂森林吸収量認証制度」の活用。
◆第2期目は、5年間の間伐により森のCO₂吸収量808.125t-CO₂を目標。
　⇒当行の本店ビルが1年間に排出するCO₂量(カーボンオフセット)

間伐実施前 間伐実施後

山形市・上山市地内
第1期目面積：237.93ha　第2期目面積：196.86ha

㈱山形銀行、（公財）山形県林業公社、山形県

第1期：平成22年９月７日～平成29年３月31日
第2期：平成29年４月１日～令和 ４年３月31日

やまぎん蔵王国定公園の森

令和元年度事業
令和元年度中に3林地で43.32haの搬出間伐・保育間伐・除伐を実施。

令和元年、「やまがた絆の森
協定に基づき、顧客企業や地
域住民と連携した森づくり
活動を行うとともに自然環
境や生物多様性を学ぶ機会
を提供している」として環境
大臣より地域環境美化功労
者表彰をいただきました。
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　下刈り・草刈・間伐・林地残材収
集・歩道敷設等を中心に、平成23
年４月１日より5ヶ年計画で活動
し、更新して平成28年４月１日よ
り二期目の活動を行ない、令和  2
年度が最終年度となります。
　「森から生まれたものは森に帰
す、森で使う」をコンセプトに、森の恵みを有効活用しなが
ら、ハイジアパークと一体化したこもれび溢れる癒しの空
間、誰もが気軽に訪れられる里山を目指しています。
また、山形大学の授業の一環として学生の皆さんの受入れを
行っております。
　弊社社員と一緒に汗を流しながら、コミュニケーション力を
はじめとした社会人力の向上を目指して頑張っております。

下刈りでの社員による
学生への機器操作指導
下刈りでの社員による
学生への機器操作指導

歩道整備歩道整備

活動後のバーベキュー活動後のバーベキュー

社員による学生への
チェーンソー安全研修
社員による学生への
チェーンソー安全研修

　森づくりを通じて地域の活性化を目指しています。また、平成25年度からは「大学コ
ンソーシアムやまがた」（現在は山形大学）と連携した活動を行い、学生の社会人力育成
にも協力しています。

①森林の造成を行うとともに整備した森林を「植樹」、「育樹」、「森林を利用した
自然観察や各種森林体験」等の活動の場として活用する。

②未立木地に植樹を行い、豊かな自然環境の県土づくりに寄与する。
③トラック運送事業者が排出するCO₂の回収手段の啓蒙とCO₂削減の思想の
啓蒙を行う。

④県民の森との隣接を生かし、野鳥観察の場としても活用を図る。
⑤造成を行う地域住民との交流を通じ、共同意識の向上を図る。
⑥活動を通じ、「森の恵みに感謝」する思想の啓蒙を図る。

　畑谷地区内の県民の森隣接地に土地を借り受
け、各関係機関、団体の支援、指導を受け、2.75ヘ
クタールの土地に13年間で約7,000本の広葉樹
の苗を植樹。また、下刈り等の整備を行い育成活
動、環境整備に取り組み、環境や森林の大切さ、ト
ラックの役割を理解していただく活動を行った。
　令和元年度は育樹（整備）の下刈り作業を行った。

① 森づくりによって、地域の環境保全に貢献する
② 森づくりを通じて地域との絆を結び、共に地域の発展に貢献する
③ 社員自らが地域の環境保全に積極的に取り組み、環境先進企業として活動する

　「おーばん琴の森」の名称は、弊社が応援している佐渡ヶ嶽部屋のしこ
名の「琴」を1文字頂き、地域の皆様に「小鳥のさえずるいこいの場に」を
目標に命名致しました。

  4月20日(土)　現地調査、ゴミ拾い 参加者14人
  ５月18日(土)　歩道整備、枯損木処理 参加者14人
  ６月15日(土)　歩道整備、枯損木処理 参加者14人
  7月20日(土)　歩道整備、枯損木処理 参加者14人
  8月24日(土)　草刈り、下刈り、枯損木処理 参加者13人
  9月14日(土)　草刈り、下刈り、枯損木処理 参加者15人
11月16日(土)　歩道整備、枯損木処理 参加者6人

森と空気へ、今よりも美しい未来を

南陽市上野地内（ハイジアパーク南陽隣接地）　面積：3ha

ＮＤソフトウェア㈱、南陽市、山形県

第1期：平成23年２月８日～平成28年３月31日
第2期：平成28年４月１日～令和 ３年３月31日

ＮＤソフト・こもれびの郷
尾花沢市大字尾花沢地内　面積：10ha

㈱おーばん、尾花沢市第 1財産区、山形県

第1期：平成23年２月８日～平成28年３月31日
第2期：平成28年４月１日～令和 ３年３月31日

おーばん琴の森

これからも、尾花沢の「いこいの場」
になる様参加者と一緒に楽しい活動
を進めてまいります。

第1回　令和1年５月18日（土）
桜の植樹とミニ琴の森製作
参加73名（スタッフ含む）

第3回　令和年9月28日（土）
琴の森のエコバック製作
参加57名（スタッフ含む）

第2回　令和1年7月27日（土）
琴の森で宝さがし

参加61名（スタッフ含む）

○森づくり活動を通じて、社員とお客様、地域住民との交流を図っていきます。
○森づくり活動を通じて、企業としての社会貢献（CSR活動）を図っていきます。
○森づくり活動を通じて、地域活性化および、環境保全などに取り組むことでよ
り広角的な地域貢献を図っていきます。

○森づくり活動や地域との交流などを通
じて、参加した従業員やお子様たちのマ
インド育成を図っていきます。

山辺町大字畑谷地内　面積：2.67ha

（公社）山形県トラック協会、畑谷地区 23名共有地、山形県

第1期：平成23年２月８日～平成27年８月31日
第2期：平成27年９月１日～令和  2年３月31日
第3期：令和 ２年４月１日～令和  7年３月31日

山形県トラックの森
鶴岡市大字下川地内　面積：25.33ha

日本たばこ産業㈱、山形県、鶴岡市、下川生産森林組合

出羽庄内森林組合、社員ボランティア等の作業を含む

第1期：平成21年４月１日～平成26年３月31日
第2期：平成26年４月１日～平成31年３月31日
第3期：平成31年４月１日～令和 ６年３月31日

JTの森　鶴岡

集合写真 集合写真 下刈り体験

ラ・フランスチップ撒き

植樹後の記念撮影 木製防風柵作り

子供たちも奮闘中子供たちも奮闘中

ポット苗の植栽ポット苗の植栽

開会式開会式

　「JTの森　鶴岡」は、地域人々の暮らしや農地・景観を守る砂防林として、効
果を高める活動に取り組んでいます。また、この地を訪れた方々が、森林と親し
み森の役割が理解できる、環境保全林づくりを目指して、地元の方と協働で植
栽や保全・育成等の森林整備に、取り組んでいます。

　今回は令和1年５月18日（土）、16回目を迎え
る今回の活動には、森林組合関係者や地元ボラン
ティアの方々、JT及びJTグループ社員とその家
族など、約170名が参加しての活動となりまし
た。今回の主な活動は、クロマツのポット苗約
400本の植栽と、その苗木を守る為の木製防風柵
作りを体験しました。活動の中で地元の方々か
ら、ポット苗から砂防林を育む過程や、防風柵の
必要性を聞きながら、楽しく活動が出来ました。
加えて今回は、「皇太子ご即位」「JTの森協定更
新」を記念した植樹も実施され、思い思いに写真
に収めていました。

飯豊町大字上原地内（源流の森地内）　面積：7.7ha

マックスバリュ東北㈱、イオンリテール㈱東北カンパニー、㈱サンデー

植樹、下刈り、除間伐、環境学習

第1期：平成23年12月22日～平成28年３月31日
第2期：平成28年 ４月 １日～令和 ３年３月31日

イオンの森

　イオンの森は、飯豊町中津川地区で協定を結ぶイオングループ3社で植樹
や育樹活動に取り組んでいます。イオングループ従業員と子供達、ボランティ
ア等が協力して荒廃地に広葉樹を植樹し、緑豊かな森林の再生を図ります。
　また、未来を担う子供達に源流の森を活用した環境学習を行うことにより、
自然の素晴らしさや森を大切にする心を育みます。

飯豊町大字須郷地内（山形県源流の森）　面積：0.59ha

㈱ウンノハウス、山形県

第１期：平成21年10月22日～平成26年３月31日
第２期：平成26年 ６月 ７日～平成31年３月31日
第３期：平成31年 ４月 １日～令和 ６年３月31日

ウンノハウス企業の森

　環境問題が拡大するなか、当社は「家づくり」という事業において、木材（樹
木）という自然・森林の恵みを享受しています。森林は水を育み、災害を防止し、
憩いの場となるなど、いにしえより私たちの生活に深く関わっています。その
森林を守り、育て、支えていく森林ボランティア活動を、社会の一員として未来
への願いを込めて永続的な活動としてはじめました。

雪起こし作業 枝打ち作業

集合写真

令和1年６月6日（木）　70名参加
　シノ竹・わら縄を使用した雪起し
を行いました。
令和1年8月1日（木）　90名参加
　下刈りを行いました。
令和1年10月30日（木）　16名参加
　下刈り、枝打ちを行いました。

鶴岡市羽黒町地内　面積：60.07ha

（一財）田川建設会館、手向生産森林組合、鶴岡市、山形県

第1期：平成24年２月８日～平成29年３月31日
第2期：平成29年４月１日～令和 ４年３月31日

神の宿る森はぐろ

　「やまがた絆の森（神の宿る森はぐろ）」事業は、鶴岡市羽黒地区での活動推進
を目的に、 平成24年度から協定を締結し実施しています。  
 　昨年度同様、今年度も「継続は力なり」をモットーに、６月28日、羽黒山手向
地区の森林において「やまがた公益の森づくり支援センター」「手向生産森林組
合」よりアドバイスを受けて、下刈り・枝払いの作業をを実施しました。

マウンドの
草刈り

集合写真

令和元年9月22日(日)　
　イオングループ従業員、イオンチアーズクラブによるマウンドの草刈り
や肥料撒き、約100名が参加しました。

下刈後作業中

実施場所：鶴岡市羽黒町手向地内
実施内容：下刈り、枝払い
協力団体：山形県建設業協会鶴岡支部、やまがた公益の森づくり支援センター

実施日時 ： 令和元年６月28日（金）　9：00～16：00

西川町大字沼山地内（大沼キャンプ場隣接地）　面積：1.7ha

日東ベスト㈱、沼山区、西川町、山形県

第1期：平成24年２月８日～平成29年３月31日
第2期：平成29年４月１日～令和 ４年３月31日

にしかわ絆の森

　日東ベスト㈱は、食品の製造工程や設備の洗浄で大量の水を使用しています。
　また、森は水を貯え、浄化し、私たちの生活を守ってくれています。
　人の口に入る食べ物を扱い､また､美味しく食べてもらうには安全で良質な水
の確保　　⇒ 　　上流の「森づくり」が必要！！と考えました。

①令和元年  5月19日（日）　参加者　56名　下刈り、ラ･フランスチップ撒き
②令和元年  6月23日（日）　参加者　18名　下刈り、苗木マーキング作業
③令和元年11月 ３日（日）　参加者　249名（お客様）
　　　　　　　　　　　　日東ベスト総合文化祭－木工体験
（①・②の活動には西村山地方森林組合 組合長 荒木様、やまがた公益の森づく
り支援センター 紺野様にもご参加いただきました。）

　にしかわ絆の森も協定第2期の4年目にな
りましました。
　下刈りや、昨年に引き続き化粧品素材を抽
出したラ・フランス枝の搾りかすを雑草抑制、
クッション材として遊歩道に撒く活動も行っ
ております。


