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木村健太郎氏

昭和４５年宮城県仙台市生まれ。特定非営利活動法人宮城

県森林インストラクター協会企画部長。学生時代から森林ボラ

ンティア活動に参加し、平成１１年に中心メンバーとして宮城県

森林インストラクター協会を立ち上げ、その後１６年間事務局と

して団体の発展と森づくりや自然体験の普及に尽力。多くの企

業や団体の森づくり活動のコーディネートや学校の森・森のよう

ちえん・ＥＳＤの普及、震災復興事業等に取り組んでいる。

県民みんなで支える森・みどり環境公募事業（テーマ助成）

発表番号

(ポスター番号）

団　体　名 所在地

登壇

発表

事業概要

1 NPO法人環境ネットやまがた 山形市 ①

村山地域の世帯等を対象に、ペレット購入者、間伐体験参加者に対し

て、木質ペレット等と交換できる地域通貨（エコポイント）を発行する。

2 大江町沢口区若者会 大江町 ②

未利用の森林資源を活用し、木質バイオマスエネルギーの可能性を

知ってもらう活動。薪の生産を通して都市部との交流、研修会等を行う。

県民みんなで支える森・みどり環境公募事業（一般助成）

◆平成２７年度村山地域森づくりセミナー＆活動報告会　発表団体一覧◆平成２７年度村山地域森づくりセミナー＆活動報告会　発表団体一覧◆平成２７年度村山地域森づくりセミナー＆活動報告会　発表団体一覧◆平成２７年度村山地域森づくりセミナー＆活動報告会　発表団体一覧

県民みんなで支える森・みどり環境公募事業（一般助成）

発表番号

(ポスター番号）

団　体　名 所在地

登壇

発表

事業概要

3 やまがたヤマネ研究会 山形市 －

希少野生生物の保護と現状を知ってもらうため、観察会、科学的な調

査、クラフト等の体験会を行う。

4 東海大学山形高等学校 山形市 －

山形市蔵王上野等の森林ボランティア団活動箇所で、キノコ植菌、機械

安全講習、除伐、下刈り等体験研修を通じて人間としての成長を促す。

5 社会福祉法人慈風会　はらっぱ保育園 山形市 ③

里山・自然に触れる楽しさを親子で学び、その恵みをいただくことを楽し

む活動を行う。

6 学校法人山鳩学園　東原幼稚園 山形市 －

親子で自然体験を共有してもらい、環境への関心を深め、自然環境保

全への心や自然の恵みに感謝する心を養う。

7 山形大学附属幼稚園 山形市 －

山形の里山の木材を活用した木工体験等の「木育」を通して幼児の自然

に対する感性や思考を育むととに、教材の開発を行う。

8 公益社団法人　山形県トラック協会 山形市 －

やまがた絆の森（山形県トラックの森）において、「植樹」「育林」「森林を

利用した自然観察会や森林体験」を実施する。

9 成沢グリーンフィールド協力隊 山形市 －

自然環境に関する研修、山の恵みに感謝するイベントの開催、地元小

学校・高等学校との交流、きのこの菌打ち体験などを実施する。

10 NPO法人知音（ちいん） 山形市 －

八森地区の自然環境保全のため、荒廃した山林で、下刈、間伐、きのこ

栽培を行う。

11 蔦の木川原に集う会 山形市 －

山形市上東山地内で下刈り等の森林整備を行う。併せて、自然環境学

習会やきのこ栽培体験を行う。

12 岡崎医療株式会社 山形市 －

社員が森づくりの輪を広げ、地域の人々や子供たちと一緒の植樹するこ

とで、環境保全の取り組むみを推進する。

13 山形グリーンライフ女性の会 山形市 －

森林に関心のある女性が取組む特徴のある森林整備と森林保全のた

めの普及啓発活動。

14 山形市農業協同組合親睦会 山形市 －

山形市小白川で地域と職員及びその家族による自然体験学習やボラン

ティア活動等を行う。

15 LCS（ルクス） 山形市 －

山形の木で日常生活に使える木製品を新たに開発し、女性や若者を中

心に、体験を通じて県産材の魅力や面白さを伝える。

16 蔵王緑の騎士団 上山市 －

蔵王地区周辺で森林整備活動を行うとともに、青少年を対象に森林環

16 蔵王緑の騎士団 上山市 －

境教育を実施する。



県民みんなで支える森・みどり環境公募事業（一般助成）

発表番号

(ポスター番号）

団　体　名 所在地

登壇

発表

事業概要

17 山形県森林インストラクター会 上山市 －

これまでの森づくり活動の軌跡を振り返り、今後のさらなる発展のため

に講演や討論会を行うとともに、県民の森において実践的な森づくり体

験を行う。

18 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 天童市 －

天童市田麦野地内「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、下刈りや自然学習会を開催する。

19 山口地域づくり委員会水晶山に親しむ部会 天童市 －

水晶山の貴重な植物や景観などの自然と歴史や遺跡等の調査を行い、

緑豊かな自然と歴史に親しむ里山にするとともに、地域の活性化を図

る。

20 天童・「不思議の森」 天童市 －

天童市貫津地内のやまがた絆の森（天童・不思議の森）で間伐、下刈

り、枝打ちなどの森林ボランティア活動を行い、健全な森林の育成や管

理に貢献する。

21 公益社団法人　天童青年会議所 天童市 －

これまで舞鶴山にもみじを植樹されてきた先輩の意思を受け継ぎ、市民

と共に植樹をし、憩える広場をつくる。

22 株式会社モンテディオ山形 天童市 －

天童高原において植栽活動を通じて、県民、ファン・サポーターに対し、

自然保護の啓蒙活動を行うと同時に、地域住民の交流の場作りをする。

23 NPO法人ｽﾍﾟｰｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾀｲﾑ・ｸﾘｴｰｼｮﾝ 寒河江市 －

間伐等の森林整備をして里山が本来持っている機能回復を図りつつ、

資源生産、野生動物の生息環境、水源涵養、環境学習を軸に事業に取

り組む。

24 日東ベスト株式会社 寒河江市 －

やまがた絆の森（にしかわ絆の森）において、地域の方々と下刈、植栽

等の森林保全活動に取り組むことを通じ、人と自然、人と人とのつながり

の大切さを学ぶ。

25 常磐楯山を整備する会 朝日町 －

地区民に親しまれている楯山をさらに魅力ある里山として整備するた

め、地区民と協働で伐採、遊歩道等整備、植栽などを行う。

26 村山ファミリー劇場 村山市 －

村山市河島山地内で、会員と一般の親子を対象にどんぐりの実生を森

に植える等の体験活動や自然観察を開催。

27 楯山愛好会 村山市 －

村山市楯岡の「国蝶オオムラサキ」生息地楯山で、除伐を中心とした里

山林の整備を行うとともに、自然観察会や、森林学習会を開催する。

28 冨本小学校後援会 村山市 －

松くい虫の被害を受けた冨本小学校の象徴でもある松林の復活のた

め、後援会を始め、PTAや小学校など地域をあげて保全活動に取り組

む。

東根市堂の前公園周辺にて森林整備や森林学習を行い、里山地域の

29 アイジー工業株式会社 東根市 ⑥

東根市堂の前公園周辺にて森林整備や森林学習を行い、里山地域の

活性化及び森づくり活動に取り組む。

30 清流と山菜の里ほその村 尾花沢市 －

都市農村交流「緑のふるさと協力隊」や地域住民と協働で、尾花沢市細

野地区の交流拠点である森林公園に桜を植栽し整備する。

31 丹生里創会 尾花沢市 －

尾花沢市丹生地内の八幡神社周辺の里山において、なら枯れ、松枯れ

等の枯木の伐採、下刈り、遊歩道整備、花木の植樹等を実施し里山の

再生を図る。

32 三吉原樹木園の会 尾花沢市 － 里山整備、桜の植樹及び小学生との共同のチップ敷きを行う。

33 北村山建設総合組合 大石田町 －

尾花沢ふれあいまつり会場等において、間伐材を使ったｸﾗﾌﾄ教室等を

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底辺教

育を行う。（今年は木製温風ヒーター省エネダクト製作）

みどり環境交付金事業

発表番号

(ポスター番号）

団　体　名

登壇

発表

34 山形市 －

35 上山市 －

36 天童市 －

37 山辺町 ④

38 中山町 －

39 寒河江市 －

40 河北町 －

41 西川町 －

事業概要

学校林での森林体験学習、地域住民による森林整備等

緑の少年団による森づくりや森林学習、市民による自然環境の保全

森林環境保全と情報発信、県産木材を使った市内中学校における木工体験

学習等。

住民が参加した松くい虫被害予防、県産材製品の配置と普及啓発等

小学生、保護者を対象にした森林学習、松くい虫防除等

市内「いこいの森」における木製防護柵の設置等による県産木材の利活用の

促進、ペレットストーブの普及啓発

町内小学生の木工クラフト教室の開催、松くい虫被害木の伐採

小学生の森林・自然体験学習、地域住民によるモミジの森づくり等



みどり環境交付金事業

発表番号

(ポスター番号）

団　体　名

登壇

発表

42 朝日町 －

43 大江町 －

44 村山市 －

45 東根市 －

46 尾花沢市 ⑤

47 大石田町 －

やまがた絆の森プロジェクト 　　公募事業以外の参画企業・団体（管内）

発表番号

(ポスター番号）

名称 協定地、内容

ぐるっと花笠の森【山形】 山辺町、植栽・下刈り

やまぎん蔵王国定公園の森 山形市ほか、７年間で1200CO2-tの吸収量を認証

49 シェルター絆の森 山辺町、植栽・下刈り

50 おーばん琴の森 尾花沢市、植栽・保育

51 パレスグランデール絆の森 山形市、植栽・下刈り

52 ホーマックの森 尾花沢市、植栽・下刈り

野生生物との共存のための里山整備、地域住民による里山の整備等

学校林での体験学習、地域住民による野生生物との共存のための里山整

備、企業の森づくりの支援等

小中学生による県産材を使った木工体験学習、希少野生生物の生息地保全

活動

地域産材を使ったテーブル等の設置や木工を通した環境学習、薪ストーブ設

置と薪作りイベントの開催等

小学生の森林環境学習、県産材を使った本棚等の小学校への設置等

48

㈱ジョインセレモニー

DCMホーマック㈱

事業概要

企業名

㈱山形銀行

山形信用金庫

㈱シェルター

㈱山形銀行

㈱おーばんHD

地域住民による里山整備、市内全中学生を対象とした森林学習等

52 ホーマックの森 尾花沢市、植栽・下刈り

53 企業局絆の森月山仁田山 西川町、植栽・下刈り・間伐

DCMホーマック㈱

山形県企業局


