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2019年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 

地域貢献大賞及び助成団体を発表！ 
 

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野  雅史）は、2019 年度公益信託荘内

銀行ふるさと創造基金※ 1 の運営委員会を開催し、2 団体に対する 2019 年度地域貢献大賞※ 2

の贈呈、並びに 64 団体（申請件数 128 件）に対する助成を決定いたしました。なお、地域

貢献大賞受賞団体の詳細及び助成団体は別紙のとおりです。 

当行は今後も「地域とともに発展する銀行」として、地域活性化に向けた支援を積極的に

展開してまいります。  

 

※ 1：山形県内における学校教育、社会教育及び文化活動への支援を通して地域社会の発展に寄与する

ことを目的に、 2001 年に設立。  

※ 2：これまでの助成団体の中から、活動を通じて長期にわたり豊かで潤いのある地域社会の創造に寄

与した団体を顕彰するため、 2012 年に設立。  

 

 

記  

 

(1) 2019 年度地域貢献大賞顕彰先 

①特定非営利活動法人  ひらた里山の会（社会教育活動、酒田市） 

②元泉地域農地・水・環境保全組織（社会教育活動、河北町） 

 

(2) 2019 年度公益信託荘内銀行ふるさと創造基金  助成先件数 

助成件数：64 件（応募総数：128 件） 

 

以  上  
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2019 年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 地域貢献大賞受賞団体 

 

特定非営利活動法人 ひらた里山の会 様 

中山間地の創造的再生に向けて、地域住民、行政、企業、地縁組織、法人などと協力し、住民の多様な

提案の実現に取り組んでおり、中山間地の特性を活かした地域づくりを進め、住民の生活向上に貢献して

いくことを目的としている団体。 

ボランティアの市民、企業、団体のほか、特に地元の小中高生とともに、酒田市東部（旧平田町）の里

山一帯、特に「悠々の杜」の景観整備と付帯する自然体験、観察学習、トレッキングなどを地域との関わ

りの中で実施しており、広範での自立的な運営を継続。 

宮城県松島町の漁業協同組合に、里山の荒廃竹林整備時に除間伐された孟宗竹をカキ養殖棚用資材とし

て加工し、震災の津波でカキ養殖棚がすべて流出した同協同組合に提供するなど、地域外との連携も見ら

れる。 

 

元泉地域農地・水・環境保全組織 様 

農家数の減少や高齢化により地域資源の保全管理が年々困難となっていることや、将来を担う子ども達

や若い後継者の農村環境に対する関心低下が問題となっていたことから、環境保全型農業に取り組む団体。 

田園地における自然環境改善のための地域教育基幹施設として、地域の子ども（小１～6 年生）達を対

象にした「めだかの学校」（町内唯一の在来野生めだかを譲り受け、放流した水田）を開校し、子どもた

ちの興味、関心が向上するなど、教育的観点から継続した成果に結びつけている。 

このほか、GIS（地理情報システム）を活用した地域資源の記録・管理・活用のほか、「めだかの放流会」

等の環境活動、地域外の都市住民との交流活動等、幅広い取組を実施継続している。 

 

【ご参考：地域貢献大賞の概要】 

地域貢献大賞は、これまでの公益信託荘内銀行ふるさと創造基金助成団体の中から、活動を通じて長期
にわたり豊かで潤いのある地域社会の創造に寄与した団体を顕彰するため、2012年に設立されました。こ
れまでの受賞団体は、以下の通りとなります。 

2012上  ① 山五十川古典芸能保存会  ② NPO法人きらりよしじまネットワーク 

2012下  ③ 鶴岡ジュニアオーケストラ  ④ NPO法人小さな天文学者の会 

2013上  ⑤ 鶴岡藤沢周平文学愛好会  ⑥ 山形県立置賜農業高等学校 

2013下  ⑦ 鶴岡市立櫛引南小学校  ⑧ 松諷社 

2014上  ⑨ 指首野川水辺の環境推進協議会  ⑩ モバイルキッズケミラボ 

2014下  ⑪ おいしい山形の食と文化を考える会  ⑫ 生涯学習施設「里仁館」 

2015  ⑬ 万里の松原に親しむ会  ⑭ 山形県立米沢工業高等学校 

2016  ⑮ 杉沢比山連中  ⑯ 山形県立長井工業高等学校 

2017  ⑰ NPO法人えき・まちネットこまつ  ⑱ 東根市立大富小学校 

2018 
 ⑲ NPO法人美しいやまがた 

森林活動支援センター 

 ⑳ 鶴岡中央高等学校 

シルクガールズ・プロジェクト 

 



(別紙)2019年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

1 鶴岡市
特定非営利活動法人
明日のたね

庄内初！庄内で暮らす子育て世代が作る
子育て世代のための地域密着型の子育て応援情報誌の発行

2 鶴岡市 CAP庄内 すべての子どもが大切にされる社会づくり事業

3 鶴岡市
特定非営利活動法人
公益のふるさと創り鶴岡

ケヤキの森がっこうプロジェクト
～里山の苗畑づくりと池の生物調査～

4 鶴岡市 特定非営利活動法人　しぇば 子どものための電話相談「チャイルドライン庄内」開設準備

5 鶴岡市
庄内オーガニックマルシェ
～Peaceful days green market～

庄内オーガニックマルシェ
～Peaceful days green market～

6 鶴岡市 庄内自然博物園構想推進協議会 都沢湿地のトンボ相の解明と環境教育の実践

7 鶴岡市 庄内の在来野菜を腰を据えて取組む会 庄内の食文化（在来野菜）を守り地域に広める取り組み

8 鶴岡市 荘内藩甲冑研究会・荘内武者隊 酒井家入部400年祭に向けて、酒井忠次公の甲冑制作

9 鶴岡市 庄内藩の歴史と食文化を学ぶ会 食べて・学んで・楽しむ庄内藩

10 鶴岡市 致道館文化振興会議
「致道館」の学びの精神を次代につなぐ
－①「論語」を子供たちの日常に②会報「抱朴」の発行

11 鶴岡市 鶴岡ウインドオーケストラ
鶴岡ウインドオーケストラ　春・秋の定期公演
（第2、3回定期演奏会）

12 鶴岡市 「鶴岡水上の音楽祭」実行委員会
鶴岡の魅力の再発見と新たな文化の創造による住み続けたい街への変身
を目指して　～鶴岡水上の音楽祭～

13 鶴岡市 鶴岡にFM局をつくろうプロジェクト
鶴岡にFM局をつくろう！プロジェクト
その１「需要を掘り起こす」

14 鶴岡市 山形県立鶴岡南高等学校山添校
地域に伝わる伝統芸能「黒川能」
～学習・ボランティア・鑑賞～

15 鶴岡市 動物愛護の会・ソレイユ 動物愛護チャリティーコンサート

16 鶴岡市 山の学校たにしの楽校
田麦俣たにしの楽校「未来のふるさと風景づくり」
～ドキュメンタリー映像作品の現地上映会～

17 酒田市
こころの健康づくりボランティア
ほっとハート庄内

こころの健康づくりサロン「とまり木」

18 酒田市 酒田市ボート協会
～水辺でエンジョイ！！！～
みんなでわくわくボート・カヌー体験教室

19 酒田市 公益社団法人酒田青年会議所 地域一体まちつくり・ひとづくり事業　地元若者の就業応援事業

20 酒田市 庄内こころ塾
ふるさと庄内地域で自分らしく生き生きと働き、暮らしていこう
～産業カウンセラーによるメンタルヘルス・キャリア・職場の人間関係の支援
を通じて～

21 酒田市 学校法人東北公益文科大学
過去・現在・未来をIT技術で繋ぐデジタルアーカイブ
（シンポジウム開催事業）

22 酒田市 東北公益文科大学　Praxis
日向Survivor
～タフに、ラフに、生きるための地域づくり～
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(別紙)2019年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

23 酒田市 万里の松原に親しむ会 自然観察教育林整備事業

24 新庄市 NPO法人芸術文化振興市民ネット新庄 子ども郷土料理教室

25 新庄市 鳥越神楽悪魔拂い保存会
伝えよう、広めよう、地域のひとびとに、伝統芸能後継者育成事業（パート
Ⅱ）

26 新庄市
特定非営利活動法人
はぐくみ保育園

ホームスタート

27 新庄市 最上地域農業法人研究会 中高生向け職業体験を通して「人財」定着率の向上を目指す

28 金山町 金山町立明安小学校 明安地区の伝統文化を引き継ごう「明安子ども歌舞伎伝承会」

29 真室川町 真室川町立真室川北部小学校 「触れよう・知ろう・創ろう」北部小森林学習（ふるさと学習）

30 大蔵村 大蔵太鼓保存会 大蔵太鼓保存会継承活動と結成35周年記念事業

31 山形市 災害に強い地域づくりを考える会
災害に強い山形づくり
－地域の防災力向上と人材育成その2－

32 山形市
特定非営利活動法人
サポート唯

「デートDV」リーフレットの作成

33 山形市 つながる企画委員会 楽しく介護準備を考えるゲーム（たのかい）

34 山形市 やまがたイグメン共和国 親子で昆虫観察～見て・触って・伝えよう！～

35 山形市 山形大学附属特別支援学校 山大附特スペシャル・プロジェクト2020

36 山形市 山形大学和算研究所 山形算額勝負～今年は戸澤神社を目指せ～

37 山形市
やまがた福わたし
（フードバンク山形中央）

もったいないを”福”にかえる、フードバンク活動。
古き良き文化、おすそわけの文化を取り戻そう！

38 山形市 やまがたメイカーズネットワーク
21世紀型能力を育むSTEAM教育を推進しよう
～市町村教育センター等への3Dプリンター導入～

39 山形市 山形明正高等学校 未来の自動車について考える電気自動車講座

40 山形市 やまがたヤマネ研究会 夢×自然科学「ネイチャースペシャリストクラブ」

41 山形市 山寺郷土研究会
山形市山寺と高瀬をつなぐ歴史（信仰）古道「お通り沢」ルートの調査・復活
による山寺～高瀬地区の活性化

42 山形市 東沢古道保存会 古道の復元と保全を通じ歴史と森林環境の魅力ある地域創造事業

43 山形市 東沢ホタルの会 導水パイプ改修事業

44 山形市
特定非営利活動法人
プチユナイテッドアスリートクラブ

ひとり親、貧困虐待児童生徒の居場所づくり「目指せ日本のかあちゃん」プ
ロジェクト
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(別紙)2019年度 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 助成団体一覧

No. 市町 村 申請者名 事業名

45 天童市 花笠ほーぷ隊 知的・発達障害地域理解啓発普及事業

46 東根市 ひがしねブックトークの会 きらきらぼし ブックトーク「本の面白さ・楽しさを伝えよう！」

47 村山市
山形県立村山産業高等学校
酒米研究班

地域を興す1滴への挑戦！
～学びの結晶「花ひかり」プロジェクト～

48 寒河江市 寒河江市立白岩小学校
未来につなげよう！白岩の宝
－むかし語りプロジェクト－

49 寒河江市 消費者市民の道しるべ実行委員会 子どもたちをインターネットのトラブルから守る事業

50 中山町 柳沢（やんくさ）もりあげ隊 地域歴史・文化の保存、継承と地域住民との勉強会

51 米沢市 特定非営利活動法人　With優
地域で自立を支える基盤づくり事業
～どんな人も居場所と出番のある地域を目指して～

52 米沢市 綱木獅子踊り保存会 綱木獅子踊り継承のための映像教材制作事業

53 米沢市
山形大学フロンティア有機材料システム
創成フレックス大学院

第7回国際スマートシステム工学会議

54 米沢市 米沢御堀端史蹟保存会 城下町米沢の史蹟・歴史的建造物写生大会によるまちづくりの活性化

55 米沢市 山形県立米沢工業高等学校
工業高校生による地域連携人材育成推進事業
～モノづくりの街・米沢を担う人材育成～

56 米沢市 米沢とんと昔の会 米沢の昔話を楽しく伝える～方言の味わいを今に生かす～

57 長井市 山形県立長井工業高等学校 コミュニケーションロボット製作プロジェクト

58 長井市
山形県立長井高等学校
鷹桜同窓会

長井高等学校鷹桜同窓会　ピアノコンサート

59 長井市 長井文化財保護協会
「我が家の宝物展」と「長井の歴史と文化的景観の写真展」並びに「文化財
保護活動を語る会」

60 長井市 花と緑・環境の会 環境にやさしいまちづくり

61 南陽市 南陽古代織りの伝統を守る会 青苧を育てて青苧織作品をつくってみよう！

62 川西町 山形県立置賜農業高等学校 「ウイルス病対策によるダリアの生産・流通・経営への挑戦」

63 川西町 川西町立川西中学校 川西中学校郷土芸能クラブ「小松豊年獅子踊り」

64 小国町 山形県立小国高等学校
白い森おぐに　ひとづくり・まちづくり
－「全国規模での高校生交流活動・地域課題解決型学習」を通した地域に
貢献する人材の育成－

以上
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