
R1やまがた緑環境税活用事業取組実績

1 目的

2 事業概要
(1)豊かな森づくり活動

・地域住民との協働による里山林の保全活動 など
(2)自然環境保全活動

・希少野生生物の生息地の保全活動 など
(3)森や自然とのふれあい活動

・子ども達や地域住民に対する森林・自然環境学習 など
(4)木に親しむ環境づくり

・木材の地産地消や木育の取組み など

◇事業の種類
【地域提案事業】

① 県民提案型
・地域住民やＮＰＯ等が直接実施する活動への支援

② 市町村提案型
・市町村が地域のニーズや要請に対応して実施する事業への支援

【市町村里山再生アクションプラン事業】
・市町村が「里山再生アクションプラン」に基づき実施する事業への支援

※「里山再生アクションプラン」とは、市町村が里山地域の活性化を図るために
作成する、地域の課題や特性を踏まえた、地域住民との協働による森づくり等
の活動計画。

3 成果と課題
【成果】
・ 県内各地で、227の事業を実施した。

① 豊かな森づくり活動 　75 事業 34,348,631 円
② 自然環境保全活動  19 事業 8,277,512 円
③ 森や自然とのふれあい活動 　82 事業 41,101,054 円
④ 木に親しむ環境づくり 　51 事業 31,709,633 円

合計  227 事業 115,436,830 円

・ 幅広い団体・市町村からの提案により、地域に根ざした多様な活動が展開された。
・

【課題】
・ 団体に対する適切な助言や指導により、自立した活動を促す必要がある。
・ 団体間交流やネットワーク化を促進し、全体的なレベルアップを図る必要がある。
・ 新規参入する団体の掘り起こしを行い、活動の輪を広げる必要がある。
・

事業の成果を発信するとともに、森づくり発表会において、市町村及び活動団体の
情報交換・交流を行った。

地域住民との協働による森づくり活動などを通じて、地域を活性化させる取組みが
引き続き必要である。

2-1ＮＯ

みどり豊かな森林環境づくり推進事業

環境エネルギー部　みどり自然課担当部局課千円117,005

項　目

事業費

みどり豊かな森林環境づくりの推進

事業名

　地域住民や市町村、ＮＰＯ等がそれぞれの地域課題に沿って独自性を発揮し、かつ
創意工夫を凝らして取り組む森づくり活動等を支援する。
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◇実施団体名
NPO 法人虹のネットワーク（山形市）

◇事業名
山形学園の子どもたちと楽しむ木育活動

◇事業内容

１１月 間伐材を使った木工教室

R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-1 

 

1.  

◇実施団体名
蔦の木川原に集う会（山形市）

◇事業名
里山作りと自然学校

◇事業内容
９月 下刈り 

１１月 野鳥巣箱作りとキノコの収穫 
１１月 雑木林の手入れと散策路整備 

１ 豊かな森づくり活動の取組事例 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（県民提案型）の取組事例】 

◇実施団体名
山形県キャンプ協会（村山市）

◇事業名
幼児の自然体験フォーラム

◇事業内容

６月 講演・実技体験会 

３ 森や自然とのふれあい活動の取組事例 

４ 木に親しむ環境づくりの取組事例 
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R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-2 

 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（県民提案型）の取組事例】 

１ 豊かな森づくり活動 取組事例 

４ 木に親しむ環境づくり 取組事例 ３ 森や自然とのふれあい活動 取組事例 

下刈り作業 

地拵え作業 

遊学の森案内人会 

植樹会及び観察会 

甑山探究会 

間伐材チップ敷き活動 

NPO法人森びとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

委員会山形ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ 

１ 豊かな森づくり活動 取組事例 

３ 森や自然とのふれあい活動 取組事例 ３森や自然とのふれあい活動 取組事例 

枝打ち作業 森の観察会 

パリス保育園 特定非営利活動法人 

山と川の学校 

花の風の会 
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R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-3 

 

３ 森や自然とのふれあい活動の取組事例 

１ 豊かな森づくり活動の取組事例 

２自然環境の保全活動 

◇事業名

子供たちに受け継ぐ里山再生活動

◇事業内容

・キノコ植菌体験

・動植物の環境保護学習

・間伐材の利用

◇実施団体名

新田チェリー会 

◇実施団体名

龍樹の里づくり推進委員会

◇事業名

龍樹山を基点とする遊歩道の整備及び周辺森林環境

◇事業内容

・地域の小学校、住民を対象とした龍樹山トレッキ

ングとそのフィールド整備（下刈り、倒木処理） 

・梨郷小学校と連携して天皇陛下御即位記念植樹 

◇実施団体名

ネイチャーフロント米沢

◇事業名

吾妻連峰弥兵衛平を中心とする西吾妻地域の荒

廃した湿原の植生回復・保全活動 

◇事業内容

・草花と広葉樹の観察会

・植生回復事業

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（県民提案型）の取組事例】 
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R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-4 

 

 

 

 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（県民提案型）の取組事例】 

１ 豊かな森づくり活動 

◇実施団体名

学校法人羽黒学園 羽黒高等学校(鶴岡市)

◇事業名

羽黒高等学校森林保全活動

◇事業内容

学校所有林の植樹 など

１ 豊かな森づくり活動の取組み事例 

３ 森や自然とのふれあい活動の取組み事例 

◇実施団体名

万里の松原に親しむ会（酒田市)

◇事業名

子供たちの森林体験学習をとおして環境

や防災意識を育てる活動 

◇事業内容

庄内海岸林を広域に移動しながらの学習

４ 木に親しむ環境づくりの取組み事例 

◇実施団体名

特定非営利活動法人 明日のたね

(鶴岡市) 

◇事業名

森とふれあい木に親しむ事業

◇事業内容

森林散策

間伐材利用積み木制作
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R1 やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-5 

◇実施市町名：東根市

◇事業名

・動物共生の森づくり活動事業

◇事業内容

市内山間部において、有害鳥獣

による被害が多発しているため

大森地区ほか各山間部で緩衝帯

の整備・景観整備を地元住民と共

同で実施

◇実施市町名：東根市

◇事業名

・森と親しむ体験事業

◇事業内容

普段、山がなく普段森林にか

かわることが少ない長瀞地区の

児童・保護者を対象に、山辺町

の「県民の森」で森林学習や木

工クラフト体験を行い、森と親

しむ体験を実施

◇実施市町名：山形市

◇事業名

・間伐材を利活用した森林環境学習 

◇事業内容

・間伐材利用のごみ収集施設設置

・森林環境学習会の実施

・市産間伐材のペレット燃料を市施

設ペレットストーブに供給

１ 豊かな森づくり活動 

４ 木に親しむ環境づくり 

３ 森や自然とのふれあい活動 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（市町村提案型）の取組事例】 
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◇実施市町名：舟形町

◇事業名

町内ベンチの木製化プロジェクト

◇事業内容

中学生を対象とした木製ベンチキット

の組み立てを通し、県産木材資源の重要

性の認識と森林環境問題の関心を深め

る。 

 

◇実施市町名：最上町

◇事業名

最上町森林資源利活用システム学習事業

◇事業内容
町内の児童・生徒を対象として、最上町が

取り組む資源利活用システムについて、間伐・ 

チップ加工・バイオマスボイラの見学等を通

して学習を行っている。

 

◇実施市町名：最上町

◇事業名

「回帰の森」森づくり活動事業

◇事業内容
希少な動植物や広葉樹林を有しているのが

「回帰の森」である。

林内の遊歩道・環境を整備して気軽に散策

できるよう整備を実施している。

R1 やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-6 

 

◇実施市町名：舟形町

◇事業名

最上地域森の感謝祭

◇事業内容

緑の少年団を中心に様々な森づくり活動

を通して森林の重要性と県産木材の普及啓

発を図った。

④木に親しむ環境づくり 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（市町村提案型）の取組事例】 

③森や自然とのふれあい活動 

③森や自然とのふれあい活動 

③森や自然とのふれあい活動 
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◇実施市町村名：南陽市

◇事業名

「森と友に」森づくり活性化事業

◇事業内容

参加者を募って、市民による「もくロックの

森」整備（下刈り、施肥） 

◇実施市町村名：長井市

◇事業名

野生生物との共生環境保全事業

◇事業内容

野生生物による被害多発地区において、猟友

会、森づくり団体と連携し、緩衝林帯を整備 

◇実施市町村名：米沢市

◇事業名

里山体験事業

◇事業内容

地域の団体と連携し、里山の植物の観察会とネイチ

ャーゲームを実施 

◇実施市町村名：飯豊町

◇事業名

いいで森林自然環境学習事業

◇事業内容

飯豊町建設組合と連携し、木に触れ、木の大切さ

を理解してもらう親子木工教室やミニ上棟式を開催 

R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-7 

 

３ 森や自然とのふれあい活動 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（市町村提案型）の取組事例】 

１ 豊かな森づくり活動 

４ 木に親しむ環境づくり 

２ 自然環境保全活動 
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◇実施市町村名：鶴岡市

◇事業名

庄内自然博物園構想推進事業

◇事業内容

多種多様な動植物が存在する

大山地域を中心に、市民の主体的 

参画と協働による自然環境の保全 

と環境学習を実施。 

          

 

◇実施市町村：酒田市

◇事業名

眺海の森森林ふれあい推進事業

◇事業内容

里山保全の理解と木材利用の普及

啓発を図るため、やまがた森の感謝 

祭と並行して森林整備、森づくり活 

動を実施。 

◇実施市町村：庄内町

◇事業名

森づくり・森林環境学習事業

◇事業内容

地域住民・小学校と連携し、

植菌やクラフト等の体験活動 

を実施。 

R1やまがた緑環境税活用事業取組実績 2-1-8 

 

◇実施市町村：遊佐町

◇事業名

松林保全事業

◇事業内容

緑の少年団の体験学習の一環とし

て、自然環境への理解を深めながら、 

生活と密接に関わる森林の保全のた 

め、クロマツへの樹幹注入を実施。 

やまがた緑環境税を活用した取組み 
【令和元年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業（市町村提案型）の取組事例】 

２ 自然環境保全活動 

３ 森や自然とのふれあい活動 

２ 自然環境保全活動 

３ 森や自然とのふれあい活動 
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