
　

１２：００　　　開会　あいさつ　記念撮影１２：００　　　開会　あいさつ　記念撮影１２：００　　　開会　あいさつ　記念撮影１２：００　　　開会　あいさつ　記念撮影

 ～１２：４５  森づくり活動ポスター発表・森づくり活動相談会 ～１２：４５  森づくり活動ポスター発表・森づくり活動相談会 ～１２：４５  森づくり活動ポスター発表・森づくり活動相談会 ～１２：４５  森づくり活動ポスター発表・森づくり活動相談会

１２：５０　　　森づくり活動報告１２：５０　　　森づくり活動報告１２：５０　　　森づくり活動報告１２：５０　　　森づくり活動報告

～１４：３５～１４：３５～１４：３５～１４：３５

　　　　　　　　・・・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

１４：４５１４：４５１４：４５１４：４５

～１５：２５　　意見交換～１５：２５　　意見交換～１５：２５　　意見交換～１５：２５　　意見交換

１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０

～１５：５０　　平成２６年度みどり環境公募事業説明～１５：５０　　平成２６年度みどり環境公募事業説明～１５：５０　　平成２６年度みどり環境公募事業説明～１５：５０　　平成２６年度みどり環境公募事業説明

１６：００　　 　閉会１６：００　　 　閉会１６：００　　 　閉会１６：００　　 　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

米沢市斜平山周辺での散策道整備、ブナ植栽地整備・植栽、

森林トレッキング
－

2 南原地域づくり推進委員会 米沢市

米沢市南原地域周辺での下刈り・除伐、森林環境学習会、鳥

獣研修会、自然散策会、きのこ植菌・学習会
－

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登山道補修、希少植物調査、希少

植物種子採取と播種、環境学習会
－

4 梓山区会 米沢市

米沢市梓山地区の森林で散策道整備、桜植樹、下刈り等の保

全活動、きのこ植菌体験教室
③

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」地内にある植栽した箇所の広葉樹の補植、

下刈
－

6 特定非営利活動法人なでらの森 米沢市

米沢市入田沢地区周辺での遊歩道整備、下刈・除伐、森林学

習会、きのこ植菌
－

7 ぐるっと花笠の森【米沢】 米沢市 米沢市万世町稲荷山周辺での、下刈、植栽など
－

8 国土防災技術(株)山形支店 南陽市 南陽市宮内周辺での管理道維持管理、下刈、植栽
－

9 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、森林教室・トレッキ

ング
－

10 南陽市親子緑陰学級実行委員会 南陽市

南陽市小滝や南陽市内において、下刈、自然環境学習会、木

工教室、きのこ学習会、木工クラフト
－

11 赤湯の山を楽しむ会 南陽市 南陽市金沢山周辺での散策道整備、下刈、桜植樹
－

12 吉野をさくらいっぱいにする会 南陽市

南陽市荻・小滝周辺での下刈、植樹活動、樹木観察会、植樹・

間伐体験
－

13 ＮＤソフトウエア株式会社 南陽市

南陽市上野にあるハイジアパーク周辺の森林の下刈、除伐、

残材集積及びチップ化、チップ敷設
－

14 慶海山緑を守る会 南陽市

南陽市宮内慶海山周辺での下刈、きのこ植菌体験、桜の環境

整備、きのこ原木伐採
－

15 梨郷さくらの里山をつくる会 南陽市

南陽市梨郷本覚寺周辺にある森林の下刈・除伐、桜の消毒、

植樹
－

16 白竜銀河の森づくり　プロジェクトチーム 南陽市

南陽市十分一山周辺でのナラ枯れ伐倒、まき作り、林業機械

安全講習会、歩道整備、ワークショップ
－

17 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、薬剤散布、植樹、きのこ

植菌
④

18 豪士山の会 高畠町 高畠町豪士山周辺での散策道整備、下刈、自然観察学習会
－

19 二井宿地区子ども会育成会連絡協議会 高畠町

高畠町二井宿地区周辺の植林地の下刈、炭焼き体験会、きの

こ植菌
⑤

20 特定非営利活動法人　玉庭いこいの里 川西町 川西町玉庭立岩高原周辺での植樹、きのこ植菌、除伐、下刈
⑥

21 白兎区 長井市 長井市白兎区葉山周辺での森林整備、親子自演学習
－

22 おぐにエネルギーの地産地消を考える会 小国町

小国町内において、木質バイオマスエネルギーシンポジウム

の開催、木質バイオマスエネルギー学習会
－

23 上大石沢地区会 小国町

小国町大石沢周辺での下刈、歩道整備、木製品作成設置、自

然学集会、地区植物の講演会
－

24 あたご山愛護会 白鷹町

白鷹町愛宕山周辺での歩道整備や樹木剪定等の周辺環境整

備
－

25 羽黒の森を守る会 白鷹町

白鷹町山口区羽黒の森周辺でのタムシバ、こぶし植栽、森林

学習会、案内看板設置
－

26 黒滝会 白鷹町

白鷹町高岡地区館山配水地付近での桜植樹、雑木等伐倒木

処理、自然観察会、
⑦

27 畔藤地区　緑化整備推進協議会 白鷹町 白鷹町畔藤北澤の牧野跡地にハンノキとスギの植樹
－

28 いきいき深山郷づくり推進委員会 白鷹町

白鷹町深山周辺でのきのこ植菌体験、木工クラフト、案内看板

の設置、植樹
－

29 手ノ子地区協議会 飯豊町 飯豊町手ノ子周辺での桜植樹、下刈り等の周辺環境整備
－

30 ＪＡ山形おきたま飯豊地区青年部添川支部 飯豊町

飯豊町にある山形県「源流の森」において東京と添川の小中学

生を対象にした植林や下刈活動
－

31 東部地区活性化協議会 飯豊町

飯豊町清水沢周辺の歩道整備、自然観察会、間伐・除伐、先

進地視察
－

32
特定非営利活動法人　美しいやまがた森林活動支援センター

南陽市

飯豊町中津川周辺での里山の暮らし体験、地域との交流活

動、山村の暮らしの実習
①

33
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

②

◆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

学童保育所等と連携し、森林散策やネイチャーゲーム、木工等

による森林体験学習の実施。市有林で間伐した材をペレットに加

工し、公共施設での活用など。

－

2 南陽市

市内保育施設への木製教材等の配布。緑の少年団や一般市民

を対象にした自然環境学習の実施など。

－

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。緩衝林帯の整

備や学習会の開催など。

⑧

4 川西町

地域の里山で自然体験会、保全活動を実施。野生動物に関する

学習会、現地視察の実施など。

－

5 長井市

県産間伐材の工作キット等を地域の小学校へ提供。野生生物の

学習会の実施など。

－

6 小国町

I・Uターンの農林業従事者による生業発表会、きのこ学習会の実

施。小中学校生を対象とした研修会や間伐教室の実施など。

－

7 白鷹町

学校林等の倒木処理や歩道補修、町内産間伐材を活用した木

工教室の開催。やまがた絆の森活動の支援など。

－

8 飯豊町

町内保育施設に町内産材の木製品の配布。水芭蕉群生地周辺

の木道の整備など。

－

事業概要 登壇発表

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

取組み紹介と実践事例から学んだ環境教育の課題を報告しま

す。

⑨

事業概要 登壇発表

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。

－

◆山形県置賜総合支庁福祉課実施事業

事業名

障がい者の森林活動

フィールド拡大事業

◆みどり環境交付金事業　活動発表市町一覧

◆山形県森林研究研修センター実施事業

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
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 ○　パネラー    山田 長一　氏 （梓山区会） ○　パネラー    山田 長一　氏 （梓山区会） ○　パネラー    山田 長一　氏 （梓山区会） ○　パネラー    山田 長一　氏 （梓山区会）
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