
地　区 氏　名 所　属 専門分野 主な資格等

全　県 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター

石井　勝 社会共育支援事務所 森林環境教育 プロジェクトワイルドデュケーター

齋藤　良治 河村式種菌研究所 森林環境教育 きのこアドバイザー

山口　充夫 おきたまラジオＮＰＯセンター その他 ＮＰＯアドバイザー

佐藤　寛子 森林環境教育 2級ビオトープ施工管理士・計画管理士

井上　邦彦 飯豊朝日山岳遭難対策委員会山岳救助隊 危機管理・救急処置

高橋　誠 イヌワシの森倶楽部 森林環境教育 自然観察指導員（鳥類）

梅津　勘一 北庄内森林組合 森林環境教育・森林整備 樹木医・松保護士

伊藤　文安 山形県森林インストラクター会 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター

奥山　彰敏 山形県森林インストラクター会 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター

齋藤　一雄 山形県森林インストラクター会 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター・木育指導員

横戸　美栄 山形県森林インストラクター会 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター

細川　秀彦 源流の森インタープリター 危機管理・救急処置 応急手当指導員・蔵王テラポイト

吉田　岳 NPO法人ここ掘れ和ん話ん探検隊 森林整備・森林環境教育 森林インストラクター

有川　冨二子 山形村山ネイチャーゲームの会 森林環境教育 ネイチャーゲーム指導員

長澤　重憲 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター

砂山　隆司 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター

佐藤　潔 森林整備

鈴木　教弘  危機管理・救急処置 救急救命士・応急手当指導員

渡邉   紀生  危機管理・救急処置 救急救命士・応急手当指導員

櫻井　啓志 県民の森森の案内人の会 森林環境教育

田中　康裕 東北山岳ガイド協会・遊学の森案内人会 森林環境教育 山岳ガイド

山田　寛爾　 　 森林環境教育・森林整備 樹木医

島貫　清美　 よねざわ昆虫館・源流の森インタープリター 森林環境教育 　

佐藤　恒治 山形県森林インストラクター会 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター・林業技士

高橋　知美 イヌワシの森倶楽部 森林環境教育 自然観察指導員（鳥類）・ネイチャーゲーム指導員

柴田　一 やまがた公益の森づくり支援センター 森林環境教育・森林整備  

鏡　美季 やまがた公益の森づくり支援センター 森林環境教育 木育インストラクター

白壁　洋子　 やまがた公益の森づくり支援センター 森林環境教育・森林整備 自然観察指導員・ネイチャーゲーム指導員・木育インストラクター



地　区 氏　名 所　属 専門分野 主な資格等

村　山 県民の森森の案内人の会 森林環境教育 クラフト・森林案内

山形地方森林組合 森林整備全般

ＮＰＯ法人エコプロ 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター

三森　和裕 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター・樹木医

上野　亘 県民の森森の案内人の会 森林環境教育 樹木医・木育指導員

佐藤　春洋 県民の森森の案内人の会 森林環境教育 木育指導員・ 緑 花文化の知識認定1級

星川　直 ＮＰＯ法人グランドワーカーズ 森林環境教育 プロジェクトワイルドエデュケーター

竹内　敏夫 県民の森森の案内人の会 森林環境教育

結城　チヨノ 県民の森森の案内人の会 森林環境教育

會田　恵子 県民の森森の案内人の会 森林環境教育

長岡　信幸 県立博物園インタープリター 森林環境教育

　 鈴木　秀伸 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター・ネイチャーゲーム指導員

岡田　弘志 東根市森林組合 森林整備

村中　亮竜 遊学の森案内人会 森林環境教育 ネイチャーゲーム指導員

倉本　かおり NPO法人エコプロ・山形県立博物園 森林環境教育・森林整備 森林インストラクター

大山　正平  森林環境教育・森林整備

近田　郁子 NPO法人エコプロ・山形県立博物園 森林環境教育

最　上 遊学の森案内人会 森林環境教育

齋藤　正昭 遊学の森案内人会 森林環境教育

矢口　末吉 ＮＰＯ法人ネイチャーアカデミーもがみ 森林環境教育

豊後　富也 遊学の森案内人会・山形県産業科学館 森林環境教育 自然観察指導員

星川　千恵子 遊学の森案内人会 森林環境教育

笹原　孝雄 日本野鳥の会・遊学の森案内人会 森林環境教育

星川　隆広 遊学の森案内人会 森林環境教育

三上　重幸 遊学の森案内人会 森林環境教育

三上　俊一 遊学の森案内人会 森林環境教育

樋渡　友和 遊学の森案内人会 森林環境教育

伊藤　喜代子 遊学の森案内人会 森林環境教育

八鍬　博敏 　 森林環境教育 コケ玉つくりインストラクター
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置　賜 源流の森インタープリテーション協会 森林環境教育

遠藤　良二  森林整備・森林環境教育

塚田　哲也 山形県立自然博物館インタープリター 森林環境教育 森林インストラクター

富岡　正之 米沢地方森林組合 森林整備・森林環境教育 　

荒澤　芳治 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター

黒田　三佳 森林環境教育 里山ソムリエ

黒田　明雄 おきたま癒しの森案内人 森林整備・森林環境教育 指導林家・林業士

黒田　幸治 ログハーツクロダ 森林整備・森林環境教育 林業士

我妻　明 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育 　

菱沼　博 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育 　

植木　正博 源流の森インタープリター・おきたま癒しの森案内人 森林環境教育 ネイチャーゲーム指導員

鳥海　隼夫 日本鳥類保護連盟専門委員・おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

織田　洋典 ＮＰＯ法人美しいやまがた森林活動支援センター 森林環境教育・森林整備

鈴木　美喜子 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

齋藤　喜一 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

佐々木　拓磨 山形置賜ネイチャーゲームの会 森林環境教育 ネイチャーゲーム指導員

櫨木　順一 源流の森インタープリター 森林環境教育 ネイチャーゲーム指導員

　 恩地　耕一郎 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

田中　市衛 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

川井　榮助 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

江口　忠博 不伐の森に親しむ会 森林環境教育・森林整備

熊谷　茜 源流の森インタープリター 森林環境教育

山口　八郎 源流の森インタープリター・おきたま癒しの森案内人 森林整備・森林環境教育 林業士

渡部　岩次 飯豊町木炭生産組合 森林環境教育

橋本　美佐子 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

疋田　力 おきたま癒しの森案内人 森林環境教育

丸山　久 山形県森林インストラクター会・森林セラピーソサエティ 森林環境教育 森林インストラクター
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庄　内 眺海の森森の案内人協議会 森林環境教育

出羽庄内森林組合 森林整備

北庄内森林組合 森林整備

加藤　周一 山形県林業士会 森林整備 林業士

砂山　弘 庄内海岸のクロマツ林をたたえる会 森林整備・森林環境教育

三沢　英一 万里の松原に親しむ会 森林整備・森林環境教育

小林　信昭 北庄内森林組合 森林整備

成田　康 北庄内森林組合 森林整備

丹　四郎 山形県森林インストラクター会 森林環境教育 森林インストラクター・樹木医

池田　克彦 眺海の森森の案内人協議会 森林環境教育 自然観察指導員・ネイチャーゲーム指導員

島貫　陽 鳥海山飛島ジオパークガイドの会 森林環境教育 エコインストラクター・鳥海山ジオパーク認定ガイド

村山地区 粟野　桂子 　 森林環境教育 木育指導員

木育指導員 奥山　ちか子 ＮＰＯ法人ポポーのひろば 森林環境教育 木育指導員

小野　八重 グリーンライフ女性の会・森の案内人 森林環境教育 木育指導員

川原子　美和 学校法人山鳩学園東原幼稚園 森林環境教育 木育指導員

佐藤　泉 学校法人山鳩学園東原幼稚園 森林環境教育 木育指導員

志田　ふみ 森の案内人 森林環境教育 木育指導員

杉山　真希 やまがたBOSQUEの会 森林環境教育 木育指導員

鈴木　佳成子 学校法人山鳩学園東原幼稚園 森林環境教育 木育指導員

高橋　進一 北村山森林組合 森林環境教育 木育指導員

田村　明美 　 森林環境教育 木育指導員

長澤　愛 やまがたBOSQUEの会 森林環境教育 木育指導員

長澤　恒平 やまがたBOSQUEの会 森林環境教育 木育指導員

明日　美幸 認定こども園寒河江第二幼稚園 森林環境教育 木育指導員

早坂　優紀 ＮＰＯ法人ポポーのひろば 森林環境教育 木育指導員

松田　晃 森の案内人・蔵王緑の騎士団 森林環境教育 木育指導員

松田　泰之 天童市森林組合 森林環境教育 木育指導員

紺野　忠久 県民の森森の案内人の会 森林環境教育 木育指導員


