
H29やまがた緑環境税活用事業取組実績

1 目　的

①

②

2 事業概要

① やまがた絆の森【企業の森づくり】

・ やまがた絆の森協定

（絆の森協定締結企業　38社・33地区）

・ やまがた絆の森パンフレットの作成

・森づくりセミナー＆活動報告会の開催

　

・山形県ＣＯ２森林吸収量認証制度

3 成果と課題

【成果】

①

②

【課題・対応】
○

県民参加の森づくり活動の取組みの一つとして、企業・団体、森林所有者と協定を
締結して、森林の保全と活用に取組み、参加者の拡大と森林によるCO2吸収減対策を
推進する。

項　目 みどり豊かな森林環境づくりの推進 ＮＯ 2-2

事業名 やまがた絆の森づくり推進事業

事業費 814 千円 担当部局課 環境エネルギー部　みどり自然課

里山の資源を高度に活用した地域交流を促進することで、里山地域の活性化を図る。

　県がコーディネーターとなり、企業と森林所有者とのマッチングや、森づくり活
動をサポートし、地域交流や里山資源の利活用による地域活性化を推進した。

　各企業・団体による森づくり活動の内容などを紹介したＰＲパンフレットを1,000
部作成し、配布した。

　平成29年12月9日開催（天童市○○センター）森づくり発表会で、やまがた絆の森
協定締結企業による森づくり活動について、参画企業の代表発表や森づくり活動の
パネル展示により広く周知し、新規企業の開拓を図るとともに、参加企業の交流を
図った。

　企業・団体が行った森づくり活動の見える化を行うため、整備した森林のＣＯ２
吸収量を評価し結果、27の申請があり33企業について認証した。

　企業による森づくり活動が地域との交流を図り、地域活性化に結び付けるため、
各絆の森企業同士の連携を強化して交流促進の受け皿となるよう取組みを強化して
いく。

　森づくり発表会を通して、やまがた絆の森協定締結企業間の情報交流やネット
ワークの強化を図ることができた。

　新たに参画したやまがた絆の森協定締結企業の活動について、やまがた公
益の森づくり支援センターや各総合支庁森林整備課と連携しながら、企業が
求める活動につなげることが出来た。
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平成２９年度森づくり認証一覧表

1 株式会社山形銀行
やまぎん蔵王国定公園の森

（山形市・上山市）
間伐 11.79 104.17

2 吉野石膏株式会社 吉野石膏の森（南陽市） 下刈 4.78 15.26

3 ＪＸ金属株式会社 日鉱里山・龍樹の森（南陽市） 下刈 2.68 6.83

株式会社滝の湯ホテル　　　東北パイオニア株式会社

株式会社新東京ジオ・システム　　株式会社天童木工

5 DCMホーマック株式会社 ホーマックの森（尾花沢市） 植栽・下刈 0.15 0.70

6 株式会社山形銀行　　山形信用金庫 ぐるっと花笠の森【山形】（山辺町） 下刈 0.28 1.69

7 株式会社シェルター シェルター絆の森（山辺町） 下刈 0.54 1.63

8 公益社団法人山形県トラック協会 山形県トラックの森（山辺町） 植栽・下刈 2.42 7.82

9 第一貨物株式会社 山辺町大字畑谷字虚空蔵 下刈 1.35 7.08

10 山形ゼロックス株式会社 かねやま絆の森（金山町） 下刈 1.00 8.59

11 株式会社山形銀行　　米沢信用金庫 ぐるっと花笠の森【米沢】（米沢市） 下刈 0.25 0.91

12 国土防災技術株式会社 南陽・「草木の森」（南陽市） 植栽・下刈 0.19 0.40

13 株式会社朝日相扶製作所 朝日相扶絆の森　白鷹（白鷹町） 下刈 0.24 1.36

14 株式会社ウンノハウス ウンノハウスの森（飯豊町） 下刈 0.558 2.19

マックスバリュ東北株式会社

イオンリテール株式会社　　　株式会社サンデー

16 日本たばこ産業株式会社 ＪＴの森　鶴岡（鶴岡市） 下刈 1.36 1.56

17 一般財団法人田川建設会館 神の宿る森はぐろ（鶴岡市） 下刈 1.01 6.08

18 岡崎医療株式会社 みはらしの丘未来の森（山形市） 下刈・植栽 0.47 1.30

19 山形市農業協同組合 JA山形市のんきな殿さま絆の森 下刈・枝打 0.55 3.12

20 株式会社荘内銀行 荘銀かねやま絆の森（金山町） 下刈・枝打 0.25 3.45

21 アイジー工業株式会社 笑顔いっぱいの森　ひがしね 下刈 0.11 0.63

22 ＮＤソフトウェア株式会社 ＮＤソフト・こもれびの郷（南陽市） 下刈 0.08 0.23

23 株式会社ニューテックシンセイ もくロックの森（南陽市） 下刈・植栽 0.93 2.39

24 株式会社山形銀行　鶴岡信用金庫 ぐるっと花笠の森【鶴岡】 除伐・枝払い 0.10 0.65

25 有限会社双伸工業 Ｒ４８しあわせ街道学びの森 植栽 0.006 0.01

26 株式会社モンテディオ山形 モンテディオ山形　未来の森 植栽 0.01 0.02

27
山形日産自動車株式会社
日産プリンス山形販売株式会社

ニッサンの森【朝日白倉】 間伐 10.15 102.06

27件 41.794 284.33

申請数２７　申請企業数３３

山形県ＣＯ２森林吸収量認証制度

番号 企業等名称 整備箇所・名称等（市町村） 森づくり内容
整備面積
（単位：ha）

森林吸収量
ｔ-co2/年

4 天童・不思議の森（天童市） 下刈･間伐 0.09 0.96

合　　　　　　　計

15 イオンの森（飯豊町） 植栽・下刈 0.45 3.24



H29やまがた緑環境税活用事業取組実績

1 目　的

2 事業概要

○ 森づくりサポート体制推進事業

（やまがた公益の森づくり支援センターに業務委託）

（１）森づくり活動団体支援業務

①「みどり豊かな森林環境づくり推進事業」実施団体への活動支援

・現地指導、活動内容の提案・アドバイス

②森づくり指導者マッチング

・指導者の派遣

（２）やまがた絆の森づくり活動支援業務

①企業の社会貢献（ＣＳＲ）活動としての森づくり活動の支援

・現地指導、活動内容の提案・アドバイス

②森づくり指導者マッチング

・指導者の派遣

（３）森づくり活動推進

①森づくり活動の推進

・森づくり指導者研修会

7/2　　山形市少年自然の家　野外活動センター　30名

11/23　あこや会館　23名

・森づくり活動安全研修会

村山　4/15　悠創館・悠創の丘（山形市）　16名

最上　4/22　鮭川村中央公民館（鮭川村）　6名

置賜　4/23　愛宕コミュニティセンター（米沢市）　23名

庄内　4/16　里仁館（酒田市）　14名

・森づくり発表会

12/9　天童市総合福祉センター（天童市） 200名

②森づくり活動に関する情報収集及び提供（主にＨＰによる）

・活動情報、イベント情報、機材等情報、相談窓口の設置

3 成果と課題

【成果】

【課題・対応】

項　目 みどり豊かな森林環境づくりの推進 ＮＯ 2-3

事業名 森づくりサポート体制推進事業

事業費 13,129 千円 担当部局課 環境エネルギー部　みどり自然課

・森づくり発表会の開催により森づくりの輪が広がった。

る。

・各種研修会の開催を通して、森づくり指導者の技術力向上と団体間のネットワーク

化の推進に繋げることができた。

・森づくり活動団体間のネットワークを構築し、相互に協力し合える体制の整備を図

・「やまがた緑環境税」を活用した県民参加による森づくり活動を推進するため、
地域住民や市町村、企業による森づくり活動を総合的に支援する。

・県内の森づくり活動を幅広く普及啓発し参加者の拡大を図る。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H29 やまがた緑環境税活用事業取組実績  

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【平成 29 年度森づくりサポート体制推進事業の取組状況】 

森づくり活動団体の活動支援 

やまがた絆の森づくりの推進

森づくりサポート体制推進事業 

活動紹介パネル展示 

森づくり指導者の育成 森づくり活動に関する情報発信（ＨＰ）

森づくり活動安全研修会 

企業の森づくり活動支援 

森づくり指導者 OJT研修 

森づくりの活動報告 


