
協定締結日 協定締結者 森林の場所 協定面積（ha） HPアドレス 今後の活動予定ほか

1 平成26年2月13日
名取市海岸林再生の会
公益財団法人オイスカ
名取市

名取市下増田字屋敷地内外
名取市北釜地区

96.40
東日本大震災復興海岸林再生プロジェクト
http://www.oisca.org/kaiganrin/

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.37

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.80 一部活動終了

岩沼市寺島字川向地内 3.30 一部活動終了

亘理町吉田字砂浜地内 0.59
令和3年3月31日付
活動終了

東松島市野蒜地内 0.80 一部活動終了

東松島市大曲地内 0.94 一部活動終了

3 平成27年3月17日 みやぎ森林づくり支援センター 亘理郡亘理町吉田字砂浜地内 0.96
公益財団法人みやぎ林業活性化基金
http://www.miyarin.or.jp

令和2年3月31日付
活動終了

4 平成27年3月25日 株式会社ジャパンクリーン 岩沼市寺島字川向地内 0.31
株式会社ジャパンクリーン
http://www.japanclean.com/

5 平成27年3月27日 DCM株式会社 岩沼市寺島字川向地内 0.10
ホームセンターDCMホーマック
http://www.homac.co.jp/

令和2年3月31日付
活動終了

6 平成27年3月31日
特定非営利活動法人
わたりグリーンベルトプロジェクト
亘理町

亘理郡亘理町吉田字砂浜地内 17.31
わたりグリーンベルトプロジェクト
http://watari-grb.org/

7 平成27年4月10日
特定非営利活動法人生命と環境保全
山元町

亘理郡山元町山寺字須賀地内 0.94 Mail：wildbird@seagreen.ocn.ne.jp

8 平成27年4月10日
一般社団法人
宮城県造園建設業協会岩沼分会

岩沼市寺島字川向地内 1.12
宮城県造園建設業協会
http://www.miyagi-zoen.or.jp/index.html

9 平成27年10月1日 ゆりりん愛護会 岩沼市寺島字川向地内 0.60
ゆりりん愛護会
http://www.yuriagehama.com/

10 平成27年11月26日
東根市緑の少年団運営協議会
東松島市

東松島市洲崎・大曲浜地内 0.60 －

11 平成28年1月19日
宮城県土地改良事業団体連合会
亘理町

亘理郡亘理町吉田字砂浜地内 0.47
水土里ネットみやぎ
http://www.mlw.or.jp/

令和4年3月31日付
活動終了

12 平成28年2月26日
被災地里山救済・地域性苗木生産ネッ
トワーク
山元町

亘理郡山元町山寺字須賀地内 0.10

被災地里山救済・地域性苗木生産  プロ
ジェクト「たねぷろじぇくと」
http://www.tane-project.org

13 平成28年3月23日
特定非営利活動法人
宮城県森林インストラクター協会
山元町

亘理郡山元町山寺字須賀地内 0.31
宮城県森林インストラクター協会
http://mifi.main.jp/

14 平成28年3月23日
クミアイ化学工業株式会社
山元町

亘理郡山元町山寺字須賀地内 0.21
クミアイ化学工業株式会社
http://www.kumiai-chem.co.jp/

15 平成28年4月6日
公益社団法人ゴルフ緑化促進会
山元町

亘理郡山元町山寺字須賀地内 0.31 ゴルフ緑化促進会　http://www.ggg.or.jp/

16 平成28年4月22日
DCM株式会社
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 0.22
ホームセンターDCMホーマック
http://www.homac.co.jp/

令和3年3月31日付
活動終了

17 平成28年4月22日
ネッツトヨタ仙台株式会社
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 0.60
ネッツトヨタ仙台　http://www.netz-
sendai.jp/

18 平成28年4月22日
一般社団法人宮城県電業協会
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 0.45 －

19 平成28年7月13日
公益財団法人イオン環境財団
亘理町

亘理郡亘理町吉田字砂浜地内 11.30
イオンこころをつなぐプロジェクト
http://www.facebook.com/   aeonkokoro/

20 平成28年9月15日
一般社団法人宮城県建設業協会
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 0.80
宮城県建設業協会
http://www.miyakenkyo.or.jp

21 平成28年10月7日
菖蒲田浜地区会
七ヶ浜町

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字牛ノ鼻木 0.24 －

みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動協定締結実績一覧表

公益社団法人宮城県緑化推進委員会
（公社）宮城県緑化推進委員会
http://miyagiryokusui.com/sea/
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22 平成28年10月11日
みやぎ森林づくり支援センター
東松島市

東松島市大曲浜地内 0.32
公益財団法人みやぎ林業活性化基金
http://www.miyarin.or.jp

令和3年3月31日付
活動終了

23 平成28年11月2日
宮城県林業公社分収林事業
推進協議会
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 0.20
一般社団法人宮城県林業公社
http://www.miyagi-rinkou.sakura.ne.jp

令和3年3月31日付
活動終了

24 平成29年3月30日
宮城県土地改良事業団体連合会
東松島市

東松島市大曲浜地内 0.26
水土里ネットみやぎ
http://www.mlw.or.jp/

令和4年3月31日付
活動終了

25 平成29年9月29日
みやぎ森林づくり支援センター
南三陸町

本吉郡南三陸町戸倉波伝谷地内 0.30
公益財団法人みやぎ林業活性化基金
http://www.miyarin.or.jp

令和4年3月31日付
活動終了

26 平成29年10月13日
ゆりりん愛護会
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.30
ゆりりん愛護会
http://www.yuriagehama.com/

27 平成29年10月13日
仙台市森林アドバイザーの会
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.18
仙台市森林アドバイザーの会
http://blog.canpan.info/ morittosendai/

28 平成29年10月13日
公益社団法人ゴルフ緑化促進会
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.10 ゴルフ緑化促進会　http://www.ggg.or.jp/

29 平成29年10月13日
クミアイ化学工業株式会社
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.10
クミアイ化学工業株式会社
http://www.kumiai-chem.co.jp/

30 平成29年10月27日
仙台ふるさとの杜再生プロジェクト連
絡会議
仙台市

仙台市若林区荒浜字南官林地内
仙台市宮城野区岡田字砂原地内

3.28
仙台ふるさとの杜再生プロジェクト
http://www.city.sendai.jp/ryokukasuishin
/kurashi/shizen/midori/project/

31 平成30年1月9日
セイホク株式会社
東松島市

東松島市大曲浜地内 0.28
セイホク株式会社
http://www.seihoku.gr.jp

32 平成30年4月12日
一般社団法人森の防潮堤協会
仙台市

仙台市若林区荒浜字南官林地内　　　　 0.99
一般社団法人森の防潮堤協会
http://morinobouchoutei.com

令和3年11月30日付
活動終了

33 平成30年6月29日
ゆりりん愛護会
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.50
ゆりりん愛護会
http://www.yuriagehama.com/

34 平成30年6月29日
特定非営利活動法人
蔵王のブナと水を守る会
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.10
NPO蔵王のブナと水を守る会
http://www.zao.org/

35 平成30年6月29日
ネッツトヨタ仙台株式会社
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.20
ネッツトヨタ仙台　http://www.netz-
sendai.jp/

36 平成30年6月29日
ナイス株式会社
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.10
すてきナイスグループ株式会社
http://www.suteki-nice.jp

37 平成30年6月29日
株式会社七十七銀行
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.20
株式会社七十七銀行
http://www.77bank.co.jp

38 平成30年6月29日
イオン東北株式会社
仙台市

仙台市若林区荒浜字北官林地内 0.60
イオンこころをつなぐプロジェクト
http://www.facebook.com/   aeonkokoro/

令和4年3月31日付
活動終了

39 平成31年2月14日 株式会社藤崎 仙台市若林区荒浜字南官林地内 0.38
株式会社藤崎
http://www.fujisaki.co.jp/   company/

40 令和2年6月11日
株式会社ジャパンクリーン
仙台市

仙台市宮城野区岡田字砂原地内 0.60
株式会社ジャパンクリーン
http://www.japanclean.com/

41 令和2年8月6日 TEAM　ID 岩沼市寺島字川向地内 (0.10) － 保育活動

42 令和2年10月19日
代ヶ崎浜区
七ヶ浜町

宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字西地内 0.15 －

43 令和3年7月8日 宮城ダイハツ販売株式会社 気仙沼市波路上明戸地内 0.19
宮城ダイハツ販売
https://miyagi-daihatsu.co.jp/

44 令和3年7月30日
宮城ダイハツ販売株式会社
岩沼市

岩沼市寺島字川向地内 (0.22)
宮城ダイハツ販売
https://miyagi-daihatsu.co.jp/

保育活動

延べ協定数：44団体
活動中協定数：34団体

149.48


	みん森協定一覧表

