
１２：００～１２：００～１２：００～１２：００～ 受付受付受付受付

１２：３０～１３：００１２：３０～１３：００１２：３０～１３：００１２：３０～１３：００ ポスター発表ポスター発表ポスター発表ポスター発表

１３：００１３：００１３：００１３：００ 開会開会開会開会

１３：１０～１４：１０１３：１０～１４：１０１３：１０～１４：１０１３：１０～１４：１０ 講演講演講演講演

１４：２５～１５：５０１４：２５～１５：５０１４：２５～１５：５０１４：２５～１５：５０ 森づくり活動報告森づくり活動報告森づくり活動報告森づくり活動報告

・みどり環境公募事業・みどり環境公募事業・みどり環境公募事業・みどり環境公募事業

・絆の森活動・絆の森活動・絆の森活動・絆の森活動

・みどり環境交付金事業・みどり環境交付金事業・みどり環境交付金事業・みどり環境交付金事業

１５：５０～１６：１５１５：５０～１６：１５１５：５０～１６：１５１５：５０～１６：１５ H28H28H28H28年度公募事業説明年度公募事業説明年度公募事業説明年度公募事業説明

ペレットボイラー説明ペレットボイラー説明ペレットボイラー説明ペレットボイラー説明

１６：１５１６：１５１６：１５１６：１５ 閉会閉会閉会閉会



発表

番号

団　体　名 所在地 事業概要

登壇発表

発表順

1 里山愛好会 米沢市

米沢市大森山でのブナ植栽・植林地整備、斜平山周辺での散

策道整備、森林トレッキング、炭焼き体験等
②

2 ささの里づくり推進協議会 米沢市

米沢市笹野本町橋本山の散策路周辺での下刈・倒木処理作

業、散策路整備、看板設置
－

3 ネイチャーフロント米沢 米沢市

吾妻連峰弥兵衛平周辺の植生調査・モニタリング、希少植物

調査・種子採取と播種、動植物の観察会等
－

4 梓山区会 米沢市

米沢市万世町梓山周辺での散策道整備、植樹・下刈り作業、

キノコ植菌体験教室
－

5
山形県鮨商生活衛生同業組合　米沢支部 米沢市 山形県「源流の森」地内における広葉樹植栽箇所の下刈作業

－

6 国土防災技術株式会社　山形支店 山形市

南陽・「草木の森」（南陽市宮内）での森林整備、歩車道維持管

理、下刈、植栽、土壌改良、除伐、森林技術研修等
－

7 龍樹の里づくり推進委員会 南陽市

南陽市龍樹山周辺での遊歩道整備、下刈、自然体験学習・ト

レッキング
－

8 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市

南陽市内における自然環境学習会、木工教室、ネイチャークラ

フト、キノコ学習会等
－

9 赤湯の山を楽しむ会 南陽市

金沢山（南陽市金沢）における散策道の雑草木除去作業及び

散策道整備、桜の植樹
－

10 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市

南陽市荻地内での植栽地における雑草木除去・施肥、桜等の

植樹・除間伐体験
－

11 ＮＤソフトウェア株式会社 南陽市

ハイジアパーク周辺（南陽市上野）の山林における下刈、除間

伐、歩道整備、雪害調査、安全研修、キノコ植菌・冬山学習イ

ベント

④（絆の森枠）

12 慶海山緑を守る会 南陽市

慶海山（南陽市宮内）における植樹・下刈・除伐・松枯れ防除

等の森林整備、キノコ植菌体験等
－

13 梨郷さくらの里山をつくる会 南陽市

南陽市梨郷地内における桜、モミジ等の植樹、下刈・除伐・消

毒等
－

14 安久津八幡山を守る会 高畠町 高畠町安久津八幡山周辺での下刈、間伐、植樹作業
－

15 豪士山の会 高畠町

高畠町上和田地内の豪士山・駒ヶ岳・江の沢山・中の沢山に

おける下刈・倒木処理作業、散策道整備、自然環境学習会等

の実施

－

16 特定非営利活動法人　玉庭いこいの里 川西町 川西町玉庭での自然学習林造成（植樹体験、下刈等）
－

17 白兎区 長井市

葉山森林公園（長井市白兎）での森林・遊歩道・公園下刈り等

の環境整備、自然観察会
－

18 おぐにエネルギーの地産地消を考える会 小国町

小国町内での木質バイオマスエネルギー関連のイベント・講演

会、ペレットストーブ展示会、再生可能エネルギー関連設備展

示

－

19 上大石沢地区会 小国町

小国町上大石沢地区の山林における森林散策道整備、自然

観察会・学習会、つるとり体験等
－

20 あたご山愛護会 白鷹町

白鷹町愛宕山周辺での下刈り等の整備、樹木剪定等の管理

道路整備
－

21 羽黒の森を守る会 白鷹町

羽黒の森（白鷹町山口地内）におけるタムシバコブシの植栽、

森林学習会、森の学校・キノコの植菌体験
－

22 いきいき深山郷づくり推進協議会 白鷹町

白鷹町深山地内での集落林整備（間伐・枝下し）、里山・耕作

放棄地の下刈り、木工クラフト・キノコの植菌体験等
－

23 手ノ子地区協議会 飯豊町

八幡山桜（はな）の森（飯豊町手ノ子）における植樹等の環境

整備
－

24 新田チェリー会 飯豊町

飯豊町中地内の地域住民を対象とした動植物の環境保護学

習、間伐材を利用した木工体験・薪づくり・焚火体験、キノコの

植菌体験

－

25 東部地区活性化協議会 飯豊町

清水沢堤周辺（飯豊町添川財産区）における森林整備、案内

看板設置、自然観察会、トネリコの植栽
－

26 二井宿わくわくプロジェクト 高畠町

高畠町二井宿周辺での下刈及び森林散策道整備、展望台・表

示板の設置等
③

27
一般社団法人　米沢地区勤労者福祉協会 米沢市

米沢そんぴん村（米沢市万世町）での自然体験教室（森のたん

けん、丸太切り、巣箱作り等）
－

28 白竜銀河の森づくりプロジェクトチーム 南陽市

南陽市赤湯十分一山斜面での森林・登山道整備、木製デッキ

等の整備、環境体験型の市民参加イベント実施
－

29 特定非営利活動法人　ひびき 白鷹町 白鷹町内での森の健康診断及びリーダー研修等
①

◆みどり環境公募事業　活動発表団体



番号 市町名 事業概要

登壇発表

発表順

1 米沢市

地域住民を対象とした森林散策等の実施、松くい虫被害予防、

米沢産材を用いたパンフレットスタンド等の製作、緑の少年団活

動支援、絆の森企業と協働による森づくり活動、緩衝林帯整備、

木製玩具の提供等。

⑤

2 南陽市

市内保育施設への木製教材等の配布、南陽市文化会館木育施

設への県産材木製品の設置、森林病害虫予防法の研修会、企

業の森での体験イベント、緑の少年団や住民を対象とした木育

の実施。

－

3 高畠町

地域の小学生を対象とした森林環境学習の実施、小中学校へ

地域の間伐材を利用した教材の提供、緩衝林帯の整備・クマ出

没注意喚起用ノボリ等の設置。

－

4 川西町

住民参加による里山環境保全整備、希少植物の保護及び野生

動物との共生に関する学習会の開催、キノコの植菌体験や置賜

農業高校の森林整備体験活動の実施、「おきたま森の感謝祭」

の開催。

－

5 長井市

県産木材を地域の小中学校へ提供、２１世紀不伐の森の保全活

動・環境整備、野生生物との共生を目的とした環境整備、注意喚

起看板・ノボリの設置等。

⑥

6 小国町

間伐教室、林業機械操作研修会の実施、野生動物対策講座の

実施等、森林セラピーロードの整備、樽口峠一本桜の維持保

全、河畔林・動植物・樹木等の学習会、森林資源を使用した堆肥

づくり等。

－

7 白鷹町

地域住民や観光客と連携した道標等の整備、学校林等の下刈

作業や歩道補修、親子木工体験や炭焼き体験会の開催、やま

がた絆の森活動の支援など。

－

8 飯豊町

桜の森における下刈・土壌改良作業、地域・間伐材を利用した安

全柵の設置・水芭蕉群生地の環境整備、地域住民を対象とした

木工教室・自然環境学習、保育施設への地元産木製品資材の

提供。

－

番号 団体名 活動内容 登壇発表

1

山形県置賜総合

支庁福祉課

障がい者の森林活動フィールド拡大事業（障がいのある方々の

社会参加と森に親しむ機会を広げるため、研修会や体験活動を

実施。）

－

団体名 活動内容 登壇発表

ウンノハウス

企業の森

木材を使用する企業として、森づくり活動を通して環境面への社

会的貢献を積極的に果たし、社員や家族の教育と福利厚生を目

的に活動する。（平成27年度の活動：雪起こし・下刈）

－

ぐるっと花笠の森

【米沢】

ＣＳＲ活動として森づくりを行い、活動を通して地域の活性化と環

境保全に貢献するとともに、職員の環境意識の醸成を図る。

（平成27年度の活動：下刈・歩道のチップ敷・木工クラフト）

－

イオンの森

イオングループの社員と子供達、ボランティア等が協力し、荒廃

地に広葉樹を植栽し、緑豊かな森林の再生を図る。また、未来を

担う子供達に源流の森の施設を活用した環境教育を行うことで、

自然の素晴らしさや森を大切にする心を育むことを目的とする。

（平成27年度の活動：植栽・草刈（手作業）・苗木認識テープ付）

－

朝日相扶　絆の森

白鷹

木を扱う㈱メーカーとして、社員自らが里山の森林整備活動など

を積極的に行い、地域の環境保全に寄与する。

（平成27年度の活動：下刈・樹名板取付・森林散策・清掃活動）

－

◆みどり環境交付金事業　活動発表市町

◆山形県の活動発表

◆やまがた絆の森の活動発表



講師：講師：講師：講師： 渡部渡部渡部渡部 桂桂桂桂 氏氏氏氏

演題：演題：演題：演題： うつくしい森づくりうつくしい森づくりうつくしい森づくりうつくしい森づくり

【【【【みどり環境公募事業みどり環境公募事業みどり環境公募事業みどり環境公募事業】】】】

〇〇〇〇NPONPONPONPO法人ひびき法人ひびき法人ひびき法人ひびき

〇里山愛好会〇里山愛好会〇里山愛好会〇里山愛好会

〇二井宿わくわくプロジェクト〇二井宿わくわくプロジェクト〇二井宿わくわくプロジェクト〇二井宿わくわくプロジェクト

【【【【やまがた絆の森やまがた絆の森やまがた絆の森やまがた絆の森 】】】】

〇〇〇〇NDNDNDNDソフトウェア株式会社ソフトウェア株式会社ソフトウェア株式会社ソフトウェア株式会社

【【【【みどり環境交付金事業みどり環境交付金事業みどり環境交付金事業みどり環境交付金事業】】】】

〇米沢市〇米沢市〇米沢市〇米沢市

〇長井市〇長井市〇長井市〇長井市

昭和４９年山形県高畠町生まれ。

東北芸術工科大学デザイン工学

部建築・環境デザイン学科准教

授。日本造園学会所属。専門は

ランドスケープデザインで、庭や

公園のデザインのほか、街路樹

など都市の緑の計画、歴史的な地域景観の保全など

に携わる。里山の保全も風景をデザインする一環とと

らえ、大学では「森づくりの会」を運営。楽しく、意味深く、

人と森をつなげ、風景と環境を守ることを目指している。


