
11:0011:0011:0011:00～～～～ ワークショップワークショップワークショップワークショップ開催開催開催開催（（（（展示展示展示展示ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー内内内内））））

12:1512:1512:1512:15～～～～ 開会開会開会開会

12:2012:2012:2012:20～～～～ 活動発表活動発表活動発表活動発表

１１１１．．．．大江町沢口区若者会大江町沢口区若者会大江町沢口区若者会大江町沢口区若者会

２２２２．．．．鮭川村自然保護委員会鮭川村自然保護委員会鮭川村自然保護委員会鮭川村自然保護委員会

３３３３．．．．特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 ひびきひびきひびきひびき

４４４４．．．．くしびきこしゃってプロジェクトくしびきこしゃってプロジェクトくしびきこしゃってプロジェクトくしびきこしゃってプロジェクト

５５５５．．．．日東日東日東日東ベストベストベストベスト株式会社株式会社株式会社株式会社

６６６６．．．．南陽市南陽市南陽市南陽市

13:4513:4513:4513:45～～～～ 基調講演基調講演基調講演基調講演

「「「「森森森森でつながるいのちのわでつながるいのちのわでつながるいのちのわでつながるいのちのわ‐‐‐‐森森森森でのでのでのでの活動活動活動活動をををを通通通通じてじてじてじて‐‐‐‐」」」」

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人 やまぼうしやまぼうしやまぼうしやまぼうし自然学校自然学校自然学校自然学校（（（（長野県長野県長野県長野県））））

代表理事代表理事代表理事代表理事 加々美加々美加々美加々美 貴代貴代貴代貴代 氏氏氏氏

15:2015:2015:2015:20～～～～ 閉会閉会閉会閉会



長野県安曇野市出身。

子供時代の野遊び、山形での学生生活、都市での造園業、上

高地の山小屋バイトで自然の中での経験を積む。

２００２年から、長野県菅平高原にあるＮＰＯ法人やまぼうし自然

学校職員、２００８年から代表理事就任。やまぼうし大黒柱とし

て、自然学校第二世代の新たな風を起こすべく奮闘中！

長野県森林審議会委員、自然体験活動推進協議会理事。



みどり環境公募事業実施団体

【村山地域】

NO.

みどり環境公募事業実施団体名

（絆の森協定締結企業を除く）

所在地

1 ガールスカウト山形県連盟 山形市

2 蔦の木川原に集う会 山形市

3 東海大学山形高等学校 山形市

4 特定非営利活動法人ＺＡＯ森の学校 山形市

5 成沢グリーンフィールド協力隊 山形市

6 やまがたヤマネ研究会 山形市

7 山形グリーンライフ女性の会 山形市

8 ＬＣＳ 山形市

9 NPO法人　スペース・アンド・タイムクリエーション 寒河江市

10 蔵王緑の騎士団 上山市

11 山形県森林インストラクター会 上山市

12 祥雲寺護持会 村山市

13 楯山愛好会 村山市

14 冨本小学校後援会 村山市

15 村山ファミリー劇場 村山市

16 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 天童市

17 山口地域づくり委員会水晶山に親しむ部会 天童市

18 東方みどりを守る会 東根市

19 清流と山菜の里ほその村 尾花沢市

20 丹生里創会 尾花沢市

21 細野の山を愛する会 尾花沢市

22 自然と匠の伝承館・炭焼きクラブ 西川町

23 常盤楯山を整備する会 朝日町

24 北村山建設総合組合 大石田町

25 大江町沢口区若者会（テーマ助成団体） 大江町



【最上地域】

NO.

みどり環境公募事業実施団体名

（絆の森協定締結企業を除く）

所在地

1 遊び工房プロジェクト 新庄市

2 NPO法人森びとプロジェクト委員会　山形ファンクラブ 新庄市

3 川西町河川公園を愛する会 新庄市

4 里山の恵み利活用研究会 新庄市

5 はちべえの森　山林資源活用開発研究所 新庄市

6 社会福祉法人みらい　パリス保育園 新庄市

7 特定非営利活動法人なかだ倶楽部 金山町

8 遊学の森案内人会 金山町

9 NPO法人　山と川の学校 最上町

10 森の楽器の会 最上町

11 縄文里の会 舟形町

12 堀内ファーム 舟形町

13 甑山探究会 真室川町

14 ふるさと山の会 真室川町

15 真室川町野々村地区会 真室川町

16 四ヶ村森林活用協議会 大蔵村

17 三友会 鮭川村

18 田舎体験塾つのかわの里 戸沢村

19 鮭川村自然保護委員会（テーマ助成団体） 鮭川村



【置賜地域】

NO.

みどり環境公募事業実施団体名

（絆の森協定締結企業を除く）

所在地

1 梓山区会（地縁団体） 米沢市

2 里山愛好会 米沢市

3 ネイチャーフロント米沢 米沢市

4 山形県鮨商生活衛生同業組合米沢支部 米沢市

5 六郷町緑の会 米沢市

6 地縁団体　白兎区 長井市

7 赤湯の山を楽しむ会 南陽市

8 慶海山緑を守る会 南陽市

9 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市

10 白竜銀河の森づくりプロジェクトチーム 南陽市

11 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市

12 龍樹の里づくり推進委員会 南陽市

13 梨郷さくらの里山をつくる会 南陽市

14 安久津八幡山を守る会 高畠町

15 上和田協和会 高畠町

16 豪士山の会 高畠町

17 二井宿わくわくプロジェクト 高畠町

18 おぐにエネルギーの地産地消を考える会 小国町

19 上大石沢地区会 小国町

20 あたご山愛護会 白鷹町

21 いきいき深山郷づくり推進協議会 白鷹町

22 黒滝会 白鷹町

23 羽黒の森を守る会 白鷹町

24 新田チェリー会 飯豊町

25 手ノ子地区協議会 飯豊町

26 東部地区活性化協議会 飯豊町

27 特定非営利活動法人ひびき（テーマ助成団体） 白鷹町



【庄内地域】

NO.

みどり環境公募事業実施団体名

（絆の森協定締結企業を除く）

所在地

1 荒倉散策道愛護会 鶴岡市

2 大山公園再生協議会 鶴岡市

3 大鳥タキタロウ村 鶴岡市

4 金峯山観光協会 鶴岡市

5 三瀬孟宗竹利活用研究会 鶴岡市

6 西郷砂防林維持管理協議会 鶴岡市

7 下本郷自治会 鶴岡市

8 関川自治会 鶴岡市

9 田川地区自治振興会 鶴岡市

10 地縁団体　松ヶ岡開墾場 鶴岡市

11 特定非営利活動法人　森と水 鶴岡市

12 特定非営利活動法人　公益のふるさと創り鶴岡 鶴岡市

13 特定非営利活動法人　明日のたね 鶴岡市

14 山五十川玉杉保護会 鶴岡市

15 イヌワシの森倶楽部 酒田市

16 社会福祉法人　西荒瀬協会　西荒瀬保育園 酒田市

17 鳥海やわたインタープリター協会 酒田市

18 西荒瀬コミュニティ振興会 酒田市

19 万里の松原に親しむ会 酒田市

20 プロジェクト外山 酒田市

21 山形鮨商生活衛生同業組合酒田支部 酒田市

22 東沼町内会 三川町

23 砂丘地砂防林環境整備推進協議会 遊佐町

24 特定非営利活動法人いなか暮らし遊佐応援団 遊佐町

25 三瀬の薪研究会（テーマ助成団体） 酒田市

26 くしびきこしゃってプロジェクト（テーマ助成団体） 鶴岡市



絆の森協定締結企業

NO. やまがた絆の森 協定締結企業名

活動

箇所

1 しんきん結の森・ぐるっと花笠の森【新庄】 新庄信用金庫・㈱山形銀行 新庄市

2 荘銀かねやま絆の森 ㈱荘内銀行 金山町

3 かねやま絆の森 山形ゼロックス㈱ 金山町

4 シェルター絆の森 ㈱シェルター 山辺町

5 南陽・「草木の森」 国土防災技術㈱ 南陽市

6

やまぎん蔵王国定公園の森　ぐるっと花笠の

森【鶴岡・山形・米沢】

㈱山形銀行・鶴岡信用金庫・

山形信用金庫・米沢信用金庫

山形市他

7 NDソフトこもれびの郷 NDソフトウェア㈱ 南陽市

8 おーばん琴の森 ㈱おーばん 尾花沢市

9 山形県トラックの森 （公社）山形県トラック協会 山辺町

10 JTの森鶴岡 日本たばこ産業㈱ 鶴岡市

11 ウンノハウス企業の森 ㈱ウンノハウス 飯豊町

12 イオンの森

マックスバリュ東北㈱・イオン

リテール㈱・㈱サンデー

飯豊町

13 神の宿る森はぐろ （一財）田川建設会館 鶴岡市

14 にしかわ絆の森 日東ベスト㈱ 西川町

15 パレスグランデール絆の森

㈱ジョインセレモニー

パレスグランデール

山形市

16 天童・不思議の森

㈱滝の湯ホテル・東北パイオ

ニア㈱・㈱新東京ジオ・システ

ム・㈱天童木工

天童市

17 ＤＣＭホーマックの森 DCMホーマック㈱ 尾花沢市

18 朝日相扶　絆の森　白鷹 ㈱朝日相扶製作所 白鷹町

19 みはらしの丘未来の森 岡崎医療㈱ 山形市

20 楽天の森 楽天㈱ 酒田市

21 JA山形市”のんきな殿様”絆の森 山形市農業協同組合 山形市

22 企業局絆の森　月山仁田山 山形県企業局 西川町

23 笑顔いっぱいの森　ひがしね アイジー工業㈱ 東根市

24 もくロックの森 ㈱ニューテックシンセイ 南陽市



みどり環境交付金事業実施市町村

【村山地域】

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

【最上地域】

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8 戸沢村

朝日町

大江町

大石田町

みどり環境交付金事業実施市町村

新庄市

金山町

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

鮭川村

西川町

みどり環境交付金事業実施市町村

山形市

寒河江市

上山市

村山市

天童市

東根市

中山町

河北町

尾花沢市

山辺町



【置賜地域】

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

【庄内地域】

NO.

1

2

3

4

5 遊佐町

庄内町

三川町

酒田市

鶴岡市

みどり環境交付金事業実施市町村

みどり環境交付金事業実施市町村

飯豊町

白鷹町

小国町

川西町

高畠町

南陽市

長井市

米沢市


