
                                               

区 分

第１回 八王子森林パトロール隊　　 東京都 トムラウシ少年グリーンクラブ　　　 北海道 千歳市立支笏湖小学校 北海道

(昭和63年度) 豊田市立猿投中学校　　　　　 愛知県 岩木山パトロール隊　　　 青森県

沼田市青年団連絡協議会　　　　　　 群馬県

剣山顕彰会　 徳島県

大坂緑の少年団 鹿児島県

第２回 東川町大雪山愛護少年団　 北海道 恵山小学校　　　　　　　 北海道 山園小学校　 北海道

(平成元年度) 英彦山を美しくする会　　 福岡県 上足寄小学校グリークラブ 北海道

田山スキースポーツ少年団 岩手県

あだたら山の会　　　　　　　　 福島県

湯ケ島小学校緑の少年団　　　　 静岡県

大豊町豊永青年団　　　　　　 高知県

第３回 草津町立草津中学校 群馬県 糠平少年グリークラブ　　　　　 北海道 伊達市立有珠中学校　　　 北海道

(平成2年度) 米沢山の会　　　　 山形県 十和田湖緑の少年団　　　　　　 青森県

山形市立蔵王小学校　　　　　　　　 山形県

友部町民憲章推進協議会　　　　　　 茨城県

小諸市立野岸小学校　　　　　　 長野県

久々野町立久々野小学校　　　　　 岐阜県

篠山クラブ　　　　 愛媛県

白岩山森林公園協力会　　　　　 宮崎県

第４回 松尾中学校自然愛護少年団 岩手県 北標津グリークラブ　　 北海道 上庶路少年グリークラブ　　　　　 北海道

(平成3年度) 薮原スキークラブ　 長野県 富士宮農業高等学校　　　　 静岡県

依田窪南部ライオンズクラブ　　　 長野県

第５回 宮床中学校　 宮城県 細野森林愛護少年団　　 岩手県 十和田西高等学校　　　　 青森県

(平成4年度) 箱根みどりの少年団　 神奈川県 山寺中学校　　　　　　　　　 山形県

西目小学校　　　　　　　　　 秋田県

寸又峡温泉振興会　　　　　　　　 静岡県

第６回 駒ヶ根・宮田高原を美しくする会 長野県 おいらせ緑の少年団　 青森県 ヒノキ・アスナロ緑の少年団　　　　　 青森県

(平成5年度) 大子町立黒沢中学校　 茨城県 蔵王地蔵尊保存会　　　　　　　 山形県

西川町婦人会　　　　 山形県

乗鞍発芽会　　　 長野県

有田町4区緑の少年団　 　　 佐賀県

森林レクリエーション地域「美しの森づくり活動コンクール」（旧　森林レクリエーション美化活動コンクール）受賞団体一覧表

農林水産大臣賞 林野庁長官賞 協会会長賞



区 分

第７回 立山黒部環境保全協会　 富山県 西根町山岳会　　　　　　 岩手県 青森市山岳団体連盟　　　　　　　　 青森県

(平成6年度) 中川福祉村　 山形県 雫石町立雫石中学校 岩手県

高山植物保護等グリーパトロール隊　 長野県

第８回 白神倶楽部 青森県 馬門みどりの少年団　 青森県 富良野市立布礼別小中学校 北海道

(平成7年度) 鹿角市立八幡平中学校　 秋田県 東成瀬村連合青年会　 秋田県

くらがり林道愛護会　　　　　　　　 愛知県

第９回 蔵王山岳会 宮城県 黒石市開発青年隊　　 青森県 平沢緑の少年団 宮城県

(平成8年度) 須川の自然を考える会　 青森県 岩崎新田森林愛護少年団 岩手県

東由利町八塩山麓会　　　 秋田県

相生第二小学校那比緑化少年団 岐阜県

第10回 一本木山岳会 岩手県 野幌小学校愛林少年団　 北海道 八幡山岳会 山形県

(平成9年度) 帆柱自然公園愛護会　 福岡県 日立北部森林愛護隊 茨城県

健康の森緑の少年隊 山梨県

第11回 学校法人小山学園長野教育ｾﾝﾀｰ 長野県 八尾自然保護の会　　　　　 大阪府 日立市南部森林愛護隊 茨城県

(平成10年度) 剣山顕彰会　　 徳島県 庄内町緑の少年団　 福岡県

小林市立幸ケ丘小学校緑の少年団 宮崎県

第12回 鈴鹿モルゲンロードクラブ 滋賀県 社団法人 上山市山岳会 山形県 函館有鄰会 北海道

(平成11年度) 上高地を美しくする会　　　　 長野県 向田森林愛護少年団 岩手県

仙洞岡緑の少年団 鹿児島県

第13回 気比の松原を愛する会 福井県 僧ケ岳保勝会　　 富山県 琴丘町歩こう会　　　　　　 秋田県

(平成12年度) 石巻緑のﾊｲｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ管理運営協議会 宮城県 東唐津緑の少年団 佐賀県

森の少年団 北海道

権平会 熊本県

第14回 豊かな心　いぼがわ21会 兵庫県 富士宮自然観察会　　　　　　 静岡県 小松島ハイキングクラブ 徳島県

(平成13年度) 鹿角市山岳会　　　 秋田県 遊佐町立西遊佐小学校　　　　 山形県

長谷村立長谷中学校　　　 長野県

第15回 高尾パークボランティア会 東京都 県立八重山農林高等学校　 沖縄県 自然観察ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ県民の森「山歩会」 宮城県

(平成14年度) 矢立自然友の会　 秋田県 東区緑のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 広島県

神戸市立雲雀丘中学校 兵庫県

第16回 やしろの森公園運営協議会 兵庫県 米川小学校みどりの少年団　 宮城県 潮来緑を守少年隊 茨城県

(平成15年度) 特定非営利活動法人 山野草保存会 栃木県 里山保全活動団体　遊林会 滋賀県

河南町立河内小学校 大阪府

農林水産大臣賞 林野庁長官賞 協会会長賞



区 分 林野庁長官賞

第17回 NPO法人 どんぐりネットワーク　 香川県 君津市立北子安小学校緑の少年団 千葉県 水堀森林愛護組合　　　　　　 北海道

(平成16年度) 勝山市立野向小学校児童会　 福井県 愛知県立田口高等学校　生徒会 愛知県

四日市市立常磐小学校PTA 三重県

結出緑の少年隊 愛媛県

第18回 蘖（ひこばえ）　 東京都 松川浦県立自然公園清掃協議会 福島県 旭ケ岡緑の少年団 宮城県

(平成17年度) 熱海市立小嵐中学校緑の少年団　　 静岡県 里山仕事隊　　 新潟県

森林塾　青水（せいすい） 群馬県

つのむれ会 大分県

第19回 川俣里山倶楽部 福島県 牛久市立神谷小学校　 茨城県 蔵王緑の騎士団 山形県

(平成18年度) 十時会　 岐阜県 水の森公園に親しむ会 宮城県

静波海岸ボランティアの会 静岡県

森なかま 京都府

NPO法人　こども環境活動支援協会 兵庫県

剣山自然休養林等保護管理協議会 徳島県

第20回 天生県立自然公園協議会 岐阜県 山倉山の会　　　 千葉県 小樽市立豊倉小学校 北海道

(平成19年度) 佐賀県立唐津南高等学校農業クラブ 佐賀県 神道山ボランティアクラブ 千葉県

愛知県立猿投農林高等学校里山守り隊 愛知県

ささやまの森公園運営協議会　　　　 兵庫県

NPO法人 根来山げんきの森倶楽部 和歌山県

第21回 いいやまブナの森倶楽部 長野県 あおきだいら倶楽部 静岡県 NPO法人 信越トレイルクラブ 長野県

(平成20年度) 東かがわ市北山森林ボランティア会 香川県 金華山サポーターズ 岐阜県

亀岡里山クラブ 京都府

長崎グリーンヘルパーの会 長崎県

第22回 特定非営利活動法人　三嶺の自然を守る会 徳島県 万里の松原に親しむ会 山形県 濃昼山道保存会 北海道

(平成21年度) みどりのまちづくりグループ 愛知県 小山秀峰山岳会　　　　 静岡県

愛知県立安城農林高等学校 愛知県

箕面の山パトロール隊 大阪府

森林ボランテイア猪名川町里山倶楽部 兵庫県
第23回 緑を守り育てる宮城県連絡会議 宮城県 丸山サンクチュアリ 千葉県 仙台市森林アドバイザーの会 宮城県

(平成22年度) 森林ボランテイアフォーレスターうじ 京都府 グリーンパーク岡山を愛する会 三重県
ナシオン創造の森育成会 兵庫県
阿品の森サポーターズ 広島県
特定非営利活動法人徳島共生塾一歩会 徳島県

農林水産大臣賞 協会会長賞



区 分 林野庁長官賞
第24回 五月山グリーエコー 大阪府 上高地を美しくする会 長野県 くじ・川の会 岩手県

(平成23年度) 横山はらっぱ倶楽部 滋賀県 あたご四季の会 茨城県
八島高原を美しくする会 長野県
椎の木谷保全の会 静岡県
六軒町自治会「千本保安林監視員」 静岡県
プロジェクト武田山 広島県

第25回 NPO法人木曽ひのきの森 長野県 アジロ山の自然と環境を守る会 高知県 （協会会長賞）
(平成24年度) NPO法人　唐津環境防災推進機構 佐賀県 外山森林公園サポ－タ－クラブ 岩手県

白根山系の高山植物を護る会 群馬県
きぬがさ山「里山に親しむ会」 滋賀県
こうべ森の学校 兵庫県
NPO法人　フォレストサポ－トクラブ 広島県

（　奨　励　賞　）
北海道音更高等学校農業クラブ 北海道
夕日ケ丘森花倶楽部 福島県
藤枝駿河台森づくり委員会 静岡県
NPO法人　八幡たけくらぶ 京都府
筑紫植物友の会 福岡県

第26回 なか・やちよの森公園運営協議会 兵庫県 小泉山体験の森創造委員会 長野県 （協会会長賞）
(平成25年度) NPO法人 恵那山みどりの会 岐阜県 安比高原ふるさと倶楽部 岩手県

アルカディアの会 千葉県
夢見平遊歩道を守る会 新潟県
夜叉ケ池パトロ－ル員の会 福井県
NPO法人 あいな里山茅葺同人 兵庫県

（　奨　励　賞　）
ユウパリコザクラの会 北海道
NPO法人 いやしの郷　北境 宮城県
NPO法人 いわきの森に親しむ会 福島県
水戸森林クラブ 茨城県
中之条町立六合中学校 群馬県
古戸ひじり会 愛知県
宝塚自然休養林保護管理協議会 兵庫県
山のボランティアNETWORK 愛媛県

農林水産大臣賞 協会会長賞等



区 分 林野庁長官賞
第27回 NPO法人北海道森林ボランティア協会 北海道 利根沼田自然を愛する会 群馬県 （協会会長賞）

(平成26年度) 緑の環境クラブ 兵庫県 阿寒国立公園川湯地域運営協会 北海道
米川生産森林組合 宮城県
道宗道の会 富山県
NPO法人三保の松原・羽衣村 静岡県
采女城跡保存会 三重県
NPO法人フォレストフォーピープル岡山 岡山県

（　奨　励　賞　）
てしお森遊会 北海道
あわらの自然を愛する会 福井県
多良峡もみじの名所作り実行委員会 岐阜県
江田島市立切串小学校 広島県
NPO法人久住高原みちくさ案内人倶楽部 大分県
霧立越の歴史と自然を考える会 宮崎県
蒲生郷おかべ会 鹿児島県

第28回 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 （協会会長賞）
(平成27年度) 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 北海道 　藻岩山きのこ観察会 北海道 もおか環境パートナーシップ会議 栃木県

兵庫県立国見の森公園活動スタッフ会 兵庫県 山志の会 新潟県
西尾市立八ツ面小学校 愛知県
ふるさとを美しくする会 三重県
白髪岳を守る山の会 熊本県

（　奨　励　賞　）
秋田林友会 秋田県
ＯＫＩグループ 東京都
まちなか里山公園づくりの会 石川県
平湯巨樹・巨木保全協議会 岐阜県
特定非営利活動法人 里山再生クラブ 静岡県
香川県勤労者山岳連盟 香川県

第29回 特定非営利活動法　大平山南山麓友の会 栃木県 雪入山友の会 茨城県 （協会会長賞）
(平成28年度) 静岡県立大学サークルCO-CO 静岡県 いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 北海道

仁頃山愛好会 北海道
入日の森　友の会 新潟県
滝ヶ原町鞍掛山を愛する会 石川県
倉敷地域森づくりの会 岡山県
滑床を愛する会 愛媛県

（　奨　励　賞　）
芝山自然公園美化協力会 福島県
神山地区自治振興会 福井県
山梨県北杜市立　長坂中学校 山梨県
長野県諏訪市立城北小学校 長野県
岡山県立真庭高校しめ山プロジェクト 岡山県
さつき松原管理運営協議会 福岡県

農林水産大臣賞 協会会長賞等



区 分 林野庁長官賞
第29回 特定非営利活動法　大平山南山麓友の会 栃木県 雪入山友の会 茨城県 （協会会長賞）

(平成28年度) 静岡県立大学サークルCO-CO 静岡県 いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 北海道
仁頃山愛好会 北海道
入日の森　友の会 新潟県
滝ヶ原町鞍掛山を愛する会 石川県
倉敷地域森づくりの会 岡山県
滑床を愛する会 愛媛県

（　奨　励　賞　）
芝山自然公園美化協力会 福島県
神山地区自治振興会 福井県
山梨県北杜市立　長坂中学校 山梨県
長野県諏訪市立城北小学校 長野県
岡山県立真庭高校しめ山プロジェクト 岡山県
さつき松原管理運営協議会 福岡県

第30回 特定非営利活動法人　信越トレイルクラブ 長野県 野幌森クラブ 北海道 （協会会長賞）
(平成29年度) 特定非営利活動法人　三島フォレストクラブ 静岡県 特定非営利活動法人　森のこだま 北海道

太白山ふれあいの森協力会 宮城県
群馬県中之条町立六合中学校 群馬県
森林インストラクター東京会 東京都
特定非営利活動法人　甘利山倶楽部 山梨県
特定非営利活動法人　森倶楽部２１ 長野県
特定非営利活動法人　養生の郷 鳥取県

（　奨　励　賞　）
権現森自然研究会 宮城県
成沢グリーンフィールド協力隊 山形県
富山森のこども園 富山県
坂崎区有林管理委員会 愛知県
松尾桜会 愛媛県

第31回 特定非営利活動法人　もりふれ倶楽部 島根県 特定非営利活動法人　秩父百年の森 埼玉県 （協会会長賞）
(平成30年度) 剣山自然休養林等保護管理協議会 徳島県 おもてごう里山クラブ 福島県

塩原温泉パークコンダクター連絡会 栃木県
嵐山モウモウ緑の少年団 埼玉県
特定非営利活動法人　環境整備・森と竹で健康クラブ 静岡県
えひめ森の案内人会 愛媛県

（　奨　励　賞　）
田代岳を愛する会 秋田県
風呂の前里山保存会 千葉県
さくほ森の子育成クラブ 長野県
太陽生命くつきの森林「どんぐりプロジェクト」 滋賀県
高野「めざめ」の森づくり実行委員会 和歌山県

農林水産大臣賞 協会会長賞等



区 分 林野庁長官賞
第32回 箕面の山パトロール隊 大阪府 岩屋緑地に親しむ会 愛知県 （協会会長賞）

(令和1年度) えんとつ山倶楽部 愛媛県 源流の森インタープリション協会 山形県
特定非営利活動法人　南湖森林公園案内人の会 福島県
真岡児童館やさしクラブ 栃木県
千本桜を守る会 広島県
特定非営利活動法人　奥雲仙の自然を守る会 長崎県

（　特別奨励賞　）
糠平少年グリーンクラブ 北海道

（　奨　励　賞　）
大松建設株式会社 秋田県
東海大学山形高等学校 山形県
南会津町の湿原を守る会 福島県
小松市立安宅小学校 石川県

第33回 美人林を守る会 新潟県 伏木ふれあいの杜管理協力会 富山県 （協会会長賞）
(令和2年度) 北郷森林ガイドいつつの木 宮崎県 オホーツク森林づくりクラブ 北海道

みどり十字軍 宮城県
フォレストサポート・高尾 東京都
森の仲間 新潟県
岩崎里山の会 愛知県

（　特別奨励賞　）
ひだまり里郷プロジェクト 栃木県

（　奨　励　賞　）
函館有鄰会 北海道
ユニバーサルパーク・ネットワーク 青森県
滋賀グリーンクラブ 滋賀県
フォレスト・マントル上鹿川 宮崎県

農林水産大臣賞 協会会長賞等


