
平成31年度緑化推進事業　採択一覧 （単位：千円）

市町村 申　請　団　体 事　業　名 採択額

①都市・農山村の環境緑化整備事業（1件あたり上限30万円）

天童市 天童・不思議の森 天童「不思議の森」 210

中山町 柳沢（やんくさ）もりあげ隊 「（通称）1本杉山」緑化整備事業 233

朝日町 大沼区 大沼の浮島みどり復元事業 144

朝日町 大谷連合区 緑と花があふれ親しまれる里山を残そう！ 210

尾花沢市 清流と山菜の里 ほその村 ほその村森林公園整備事業 210

尾花沢市 二ツ森観光開発促進委員会 皇太子殿下御即位記念植樹事業 210

舟形町 縄文里の会 すずのがけ湧水周辺希少生物と湧水保全活動事業 189

南陽市 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 第13回大森林祭に関わる改元記念植樹 135

高畠町 飯森区会 桜いっぱいの天神山・お不動山で笑顔づくり事業 240

高畠町 高安秋葉山の緑化活動の会 高安秋葉山の緑化活動事業 210

長井市 花と緑・環境の会 人と花と自然とふれあう花のまち 210

飯豊町 飯豊町東部地区活性化協議会 眺山地内に於ける桜の植樹活動 147

飯豊町 お伊勢堂里山再生協議会 お伊勢堂周辺の里山緑化事業 210

鶴岡市 あつみ湯けむり女子会 花咲く里山整備事業 210

②都市・農山村の環境緑化維持管理事業（1件あたり上限10万円）

山形市 館山会 成沢城跡公園緑化事業 51

山形市 成安癒しの川（白川）を守る会 成安いきいき桜公園維持管理事業 70

山形市 山形グリーンサークル 山形市、霞城公園・桧葉公園の低木剪定等維持管理事業 70

山形市 山形グリーンライフ女性の会 森林の公益的機能の維持増進事業 70

天童市 上貫津町内会 都市・農山村の環境緑化維持管理事業 70

天童市 立谷川の花さかじいさん 立谷川河川敷きの花の桃源郷づくり事業 80

天童市 津山の自然を守る会 ジャガラモガラ桜並木整備事業 70

天童市 奈良沢さくら公園管理委員会 平成31年度 さくら・もみじ公園づくり事業 70

山辺町 大塚自治会 天満神社及び大塚公園維持管理事業 70

山辺町 大蕨棚田さくら公園設置管理運営委員会 2019年度大蕨棚田さくら公園景色づくり事業 70

山辺町 玉虫散策道能中峰を良くする会 玉虫散策道能中峰整備事業 70

山辺町 ヒメサユリを植える会 ヒメサユリ植栽地の整備 14

山辺町 要害自治会 春日沼 松を守る事業 70

中山町 月山櫻遊会 月山櫻団地維持管理事業 70

中山町 天盃泉利用組合 笠取地区環境緑化維持管理事業 70

寒河江市 慈恩寺共有山林組合 慈恩寺共有山林管理保全事業 70

西川町 石田町内会 道路沿いの花壇整備事業 45

金山町 有屋地域公民館連絡協議会 風の丘公園桜の広場保全活動事業 70

金山町 稲沢地区 稲沢地区桜保全事業 63

金山町 入有屋地区 入有屋地区公園他緑環境保全活動事業 70

金山町 上台地区緑環境保全会 羽州街道上台峠他保全活動事業 70

金山町 壮樹会 羽州街道森合峠保全活動事業 47

金山町 楯山を愛する会 楯山桜の里山保全事業 72

金山町 楢台地区公園保全会 楢台地区公園保全事業 70

金山町 羽場地区自治会 公園地桜山保全事業 70

金山町 安沢地区 後山散策道保全活動事業 66

最上町 緑を愛する会 堺田芭蕉の森「花緑紅葉のいやしの丘管理事業」 80

米沢市 窪倉豊心会 学園ロード美化事業 70

米沢市 特定非営利活動法人 斜平山保全活用連絡協議会 癒しの森づくり 70

米沢市 芳泉町桜の会 芳泉町桜並木公園維持管理事業 67

米沢市 芳泉町町内会 芳泉町ウコギ町並み保存会・美化・景観保全事業 70

米沢市 芳泉町直江堤公園維持管理組合 直江石庭緑化維持管理事業 70

米沢市 三沢花いっぱい運動推進協議会 三沢地区草木塔公園維持管理事業 70

米沢市 米沢市立第六中学校父母と教師の会 親子花いっぱい運動 70

南陽市 岩部山三十三観音保存会 岩部山緑化保全及び緑化啓蒙事業 70

高畠町 ぬかのめ桜会 ぬかのめ桜街道維持管理事業 47

長井市 伊佐沢地域振興会 二重坂の桜（桜坂）復活大作戦！ 80

長井市 岡鼠原のみ会 どんぐり広場整備事業 49

長井市 勧進代区 三吉公園整備事業 80

白鷹町 鮎貝区 四季の郷駅前広場の花壇植樹美化事業 66

飯豊町 上郷地区緑化推進協議会 花畑の維持管理事業 70

鶴岡市 温海温泉自治会 あつみ温泉歓迎花壇維持管理事業（ミニバラ） 70
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鶴岡市 木野俣自治会 里山整備 70

鶴岡市 小菅野代自治会 小菅野代集落花いっぱい運動 70

鶴岡市 昭和通り振興会 鶴岡市昭和通り花いっぱい運動 63

鶴岡市 鶴岡コミュニティガーデン コミュニティガーデン事業 70

鶴岡市 鶴岡市温海第3地区自治会 福栄地区夢街道G5V事業 70

鶴岡市 藤倉山ブナ林保存会 やまがた百名山「藤倉山」山道・登山道の環境整備 70

鶴岡市 美原町町内会 美原町花いっぱい運動 70

鶴岡市 山五十川自治会 山五十川花いっぱい運動（花壇整備） 56

庄内町 あまるめさくら咲多会 最上川桜回廊（庄内町余目地域）の桜の維持管理業務 70

③県土緑化の普及啓発・調査研究事業（1件あたり上限10万円）

山形市 山形県緑を育てる女性の会 絆の森維持・林産物利用活性化等事業 59

朝日町 ひめさゆり愛好会 ひめさゆり町民意識啓発事業 70

小国町 Walnusswald 野生動植物環境調査研究会 70

酒田市 万里の松原に親しむ会 海岸砂防林を活用した環境・防災教育の普及啓発 56

④森林環境教育事業（1件あたり上限10万円）

山形市 山形県指導林業士会 原木きのこ植菌体験事業 70
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