
１０：３０～　開会　あいさつ　リレー旗返還１０：３０～　開会　あいさつ　リレー旗返還１０：３０～　開会　あいさつ　リレー旗返還１０：３０～　開会　あいさつ　リレー旗返還

１０：４５～　基調講演１０：４５～　基調講演１０：４５～　基調講演１０：４５～　基調講演

１１：４５～　昼食１１：４５～　昼食１１：４５～　昼食１１：４５～　昼食

１２：３０～　ポスター発表１２：３０～　ポスター発表１２：３０～　ポスター発表１２：３０～　ポスター発表

　　　　　　　森づくり活動相談会　　　　　　　森づくり活動相談会　　　　　　　森づくり活動相談会　　　　　　　森づくり活動相談会

１３：００～　森づくり活動報告１３：００～　森づくり活動報告１３：００～　森づくり活動報告１３：００～　森づくり活動報告

　　　　　　　 …基調報告　　　　　　　 …基調報告　　　　　　　 …基調報告　　　　　　　 …基調報告

               …みどり環境公募事業実施団体               …みどり環境公募事業実施団体               …みどり環境公募事業実施団体               …みどり環境公募事業実施団体

               …みどり環境交付金事業実施市町               …みどり環境交付金事業実施市町               …みどり環境交付金事業実施市町               …みどり環境交付金事業実施市町

　　　　　　　 …山形県森林研究研修センター　　　　　　　 …山形県森林研究研修センター　　　　　　　 …山形県森林研究研修センター　　　　　　　 …山形県森林研究研修センター

１５：００～　森づくり意見交換１５：００～　森づくり意見交換１５：００～　森づくり意見交換１５：００～　森づくり意見交換

　　　　

１５：４０～ 平成２６年度みどり環境公募事業説明１５：４０～ 平成２６年度みどり環境公募事業説明１５：４０～ 平成２６年度みどり環境公募事業説明１５：４０～ 平成２６年度みどり環境公募事業説明

１６：００～ 閉会　森づくり活動相談会１６：００～ 閉会　森づくり活動相談会１６：００～ 閉会　森づくり活動相談会１６：００～ 閉会　森づくり活動相談会



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 LCS（ルクス） 山形市 ○

川上から川下までの仕組みをトータルでデザインし、木のものづくり

を通じ、山を守る活動につなげ、木工製品の持続可能な生産システ

ムを構築する。

2 特定非営利活動法人環境ネットやまがた 山形市 ○

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。

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 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。

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体活動箇所で、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 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年２回実

施、地元小学校・高等学校との交流、きのこの菌ブチ体験などを実

施し、自然の素晴らしさや魅力を実感してもらう。

6 山形県喫茶飲食生活衛生同業組合 山形市 －

安心・安全な水の使用のため、喫茶飲食の森の植樹、育樹を継続し

豊かな森づくりと環境保全を行う。

7 山形市子ども会育成連合会 山形市 －

山形市少年自然の家での、子どもを対象にした下刈り、チップまき、

キノコ植菌などの体験教室。

8 蔦の木川原に集う会 山形市 －

山形市上東山地内の会員所有地で下刈り等の森林整備を行い里

山の機能回復を図る。また、散策路整備を行い自然環境学習会を

実施する。

9 東北芸術工科大学森づくりの会 山形市 －

間伐等を主とした体験活動を主軸にしながら、関連して里山の環境

と資源に関する学習活動を行う。

10 特定非営利活動法人知音（ちいん） 山形市
－

これまで下刈や間伐を行ってきた八森地区の会員所有地できのこ

菌床を栽培する。こうした活動を通じ豊かな森づくり自然環境保全

に取り組むとともに高齢化が進む八森地区の活性化につなげる。

11 やまがたヤマネ研究会 山形市 －

①ヤマネの生態調査（独自に開発したモニタリング用巣箱を用いた

生息環境の定量化）　②「巣箱オーナー制」と「Step-upヤマネ研究

員」制度を活用した学習イベントシステムの実行・構築

12 株式会社山形環境荒正 山形市 －

間伐材をチップ化し、バイオマスボイラーに利用。また、木質バイオ

マスを再生可能エネルギーに利活用する過程を見学してもらい、身

近に感じてもらう。

13 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

環境教育を実施する。

14 城下町再生志士隊 上山市 －

温泉街の無機質なブロック塀を温かみのある県産木材で板塀化し、

温泉城下町の環境に配慮する景観作りに取り組む。

15 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。

16 天童市絆の森林田麦野地域運営委員会 天童市 －

「天童市絆の森林」地内で市天然記念物「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。

17 公益社団法人天童青年会議所 天童市 －

天童市の木である「もみじ」を舞鶴山に植樹し、秋に市民とともに周

辺を散策しながら自然環境や歴史について学ぶことで、「もみじの

天童」を再認識し、町づくりへつなげる。

18 作谷沢林業クラブ 山辺町 －

長年きのこ栽培に従事する会員がその経験生かし、また新たな技

術等を習得しながら、住民にきのこ栽培に適した場所を提供し里山

への関心を高めるとともに、住民との交流を深める。

19 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。

20 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。

21 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。

22 山形県森林インストラクター会 村山市 －

県内で森づくり活動に携わっている人やその指導的立場にある人を

対象とした、技術的なスキルアップ研修を行い、ボランティア団体等

の森づくり活動のレベルアップに貢献する。

23 特定非営利活動法人ポポーのひろば 村山市 －

楯山で、幼児を対象にした「森のようちえん」を開催し、自然環境学

習を行う。また、より多くの方に自然環境に興味を持ってもらうた

め、親子で活動するイベント型「森のようちえん」も取り入れる。

◆平成２５年度村山地域森づくり報告会　発表団体一覧◆平成２５年度村山地域森づくり報告会　発表団体一覧◆平成２５年度村山地域森づくり報告会　発表団体一覧◆平成２５年度村山地域森づくり報告会　発表団体一覧



発表番号

(ポスター番号）

団　体　名 所在地

登壇

発表

事業概要

24 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。

25 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。

26 宮沢翁塾 尾花沢市 －

山刀伐峠入り口の里山の下刈りやハス苗の定植により、里山・水辺

環境を保全していく。また、自然学習会等の開催により、地域住民

の環境保全に対する意識の高揚を図る。

27 翁山を愛する会 尾花沢市 －

地元翁山の案内看板の取替えや登山道の整備を行うとともに、自

然学習会を開催し、地域住民や子どもたちの自然環境への理解を

深める。

28 北村山建設総合組合

尾花沢市

東根市

大石田町

－

尾花沢ふれあいまつり会場ほか１会場において、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。

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

29 山形市 －

30 上山市 －

31 天童市 －

32 山辺町 －

33 中山町 －

34 寒河江市 －

35 河北町 －

36 西川町 －

37 朝日町 ○

38 大江町 －

39 村山市 －

40 東根市 －

41 尾花沢市 －

42 大石田町 ○

基調報告

所在地

登壇

発表

事業概要

酒田市 ○

「ひらた悠々の杜」周辺にて荒廃竹林・スギ林の整備、景観保

全活動、竹細工を利用した親子体験キャンプなどの実施。

山形県森林研究研修センター実施事業

登壇

発表

○

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

森林環境保全の情報発信、県産木材を使った安全柵の整備等

野生生物との共存のための学習、住民が参加した松くい虫被害予防等

小学生、保護者を対象にした森林学習、松くい虫防除等

木製防護柵の設置等による県産木材の利活用の促進

木工クラフト教室の開催、松くい虫被害木伐倒防除

小学生の森林・自然体験学習、地域住民によるブナの森づくり等

小学生の森林環境学習、県産材を使ったいす、机等の小学校への設置

等

地域産材を使ったベンチ等の設置や中学校での木工、小学生の森林学

習

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

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

利活用の促進による里山環境の再生、学校林での体験学習等

小中学生による県産材を使った木製品作成、希少生物の保全活動

山形県森林研究研修センター

（発表者　森林経営研究部長　大築和彦）

森林研究研修センターが行っている森林環境教育推進・支援の取組み紹介と実践から見

えてきた森林環境教育の課題を報告します。

事業名：学校林環境学習推進指導者研修及びやまがた森づくりサポーター育成研修

団　体　名

特定非営利活動法人　ひらた里山の会

団　体　名 事業概要



　

  森づくり活動に関する地域の課題や県内共通のテーマについて、コーディネーターがパネラー及び森づくり活動に関する地域の課題や県内共通のテーマについて、コーディネーターがパネラー及び森づくり活動に関する地域の課題や県内共通のテーマについて、コーディネーターがパネラー及び森づくり活動に関する地域の課題や県内共通のテーマについて、コーディネーターがパネラー及び

  参加者と意見交換を行いながら、課題解決の糸口を探ります。  参加者と意見交換を行いながら、課題解決の糸口を探ります。  参加者と意見交換を行いながら、課題解決の糸口を探ります。  参加者と意見交換を行いながら、課題解決の糸口を探ります。

   　テーマ：「リスクマネジメントについて」   　テーマ：「リスクマネジメントについて」   　テーマ：「リスクマネジメントについて」   　テーマ：「リスクマネジメントについて」

　   森づくり活動における安全管理や作業時における問題点、課題について意見交換を行います。　   森づくり活動における安全管理や作業時における問題点、課題について意見交換を行います。　   森づくり活動における安全管理や作業時における問題点、課題について意見交換を行います。　   森づくり活動における安全管理や作業時における問題点、課題について意見交換を行います。

  　 コーディネーター　渡部　桂 氏　（東北芸術工科大学　講師）  　 コーディネーター　渡部　桂 氏　（東北芸術工科大学　講師）  　 コーディネーター　渡部　桂 氏　（東北芸術工科大学　講師）  　 コーディネーター　渡部　桂 氏　（東北芸術工科大学　講師）

    

　

                         講　　師 　齋藤和人氏講　　師 　齋藤和人氏講　　師 　齋藤和人氏講　　師 　齋藤和人氏

　　　　　　　　　　　　　　　 　   （特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル代表理事）　　　　　　　　　　　　　　　 　   （特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル代表理事）　　　　　　　　　　　　　　　 　   （特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル代表理事）　　　　　　　　　　　　　　　 　   （特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル代表理事）

　　　　　　          演　　題   「つながる・つなげる活動を目指して」－楽しさを伝え、広げる３つのヒント－　　　　　　          演　　題   「つながる・つなげる活動を目指して」－楽しさを伝え、広げる３つのヒント－　　　　　　          演　　題   「つながる・つなげる活動を目指して」－楽しさを伝え、広げる３つのヒント－　　　　　　          演　　題   「つながる・つなげる活動を目指して」－楽しさを伝え、広げる３つのヒント－

　　　　　　　　　　　　　　　　　１９５１年東京都生まれ　　　　　　　　　　　　　　　　　１９５１年東京都生まれ　　　　　　　　　　　　　　　　　１９５１年東京都生まれ　　　　　　　　　　　　　　　　　１９５１年東京都生まれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年からスキーインストラクターや西吾妻トレッキングガイドに従事しな　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年からスキーインストラクターや西吾妻トレッキングガイドに従事しな　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年からスキーインストラクターや西吾妻トレッキングガイドに従事しな　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年からスキーインストラクターや西吾妻トレッキングガイドに従事しな

　　　　　　　　　　　　　　　　　がらNPO活動に参加。現在はNPO中間支援団体として、公益活動を行う各　　　　　　　　　　　　　　　　　がらNPO活動に参加。現在はNPO中間支援団体として、公益活動を行う各　　　　　　　　　　　　　　　　　がらNPO活動に参加。現在はNPO中間支援団体として、公益活動を行う各　　　　　　　　　　　　　　　　　がらNPO活動に参加。現在はNPO中間支援団体として、公益活動を行う各

　　　　　　　　　　　　　　　　　種団体の運営や企画に対してアドバイスを行うとともに、企業や行政等と連　　　　　　　　　　　　　　　　　種団体の運営や企画に対してアドバイスを行うとともに、企業や行政等と連　　　　　　　　　　　　　　　　　種団体の運営や企画に対してアドバイスを行うとともに、企業や行政等と連　　　　　　　　　　　　　　　　　種団体の運営や企画に対してアドバイスを行うとともに、企業や行政等と連

　　　　　　　　　　　　　　　　　携を図りながら地域社会を元気にするネットワーク形成に尽力している。　　　　　　　　　　　　　　　　　携を図りながら地域社会を元気にするネットワーク形成に尽力している。　　　　　　　　　　　　　　　　　携を図りながら地域社会を元気にするネットワーク形成に尽力している。　　　　　　　　　　　　　　　　　携を図りながら地域社会を元気にするネットワーク形成に尽力している。
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