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令和３年度 地域青少年ボランティア活動推進事業 

ＹＹボランティアビューロー「夏の体験ボランティア」の実施について（依頼） 

 

 

 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。本県の地域青少年ボランティア活動

の推進につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび標記の事業を実施することになりました。 

 つきましては、下記のとおり要項等をお送りしますので、本事業の趣旨を御理解のうえ、

ボランティア活動へ体験参加できる活動を企画いただき、生徒の受け入れに御協力くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 「夏の体験ボランティア」実施要項 

２ 「夏の体験ボランティア」企画実施の手引き 

３ 「夏の体験ボランティア」企画書（様式１）及び記入例 

４ 「夏の体験ボランティア」参加状況報告書（様式２）及び記入例 

５ 令和３年度「夏の体験ボランティア」依頼先一覧 
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令和３年度 地域青少年ボランティア活動推進事業 

ＹＹボランティアビューロー 夏の体験ボランティア実施要項 

 

１ 目 的 

  青少年が参加しやすいボランティア活動体験の機会をコーディネートすることにより、

青少年のボランティア活動への参画を促し、青少年の社会力と自立心の育成を図る。 

 

２ 主 催  山形県教育委員会（山形県青年の家） 

 

３ 参加対象  山形県内各地域の中学生・高校生 

 

４ 募集対象 

  期間中に開催予定の企画に中・高生を中心とする青少年ボランティア活動の受け入れ

が可能な実施主体 

  ・ＹＹボランティアサークルおよび他のボランティアサークル等 

  ・福祉施設等（青少年とのふれあい活動や日常の器具清掃活動等） 

  ・イベント等開催機関（地域住民参加型の観光行事等） 

  ・その他、諸活動のスタッフとしてボランティア受け入れ可能な企画を持つ各種団体 

 

５ 内 容 

 ⑴ 各実施主体に青少年が参加しやすく、安全なボランティア活動を企画していただい

たうえで、その情報を集約したリーフレットを作成する。 

 ⑵ 県内４地域（村山・最上・置賜・庄内）ごとに作成したリーフレットを該当地区の

中学生および高校生に配布し、活動への参加を促す。 

 ⑶ ＹＹボランティアビューローＨＰやＳＮＳなどを用いての情報提供も行う。 

 ⑷ 活動終了後、各実施主体から参加状況報告書の提出を受け、それを集約する。 

 

６ 期 間  令和３年７月１７日（土）～令和３年９月２３日（木） 

 

７ 実施スケジュール 

  ５月 中旬    実施主体の募集および活動企画書提出の依頼（今回） 

  ５月３１日（月） 活動企画書提出締切→【県】 リーフレット編集・印刷 

  受付～６月４日（金） 掲載情報の校正 

  ６月 下旬    【学校】 高校生、中学２・３年生にリーフレットを配布 

【中学生・高校生】 実施主体へ問い合わせ・参加申し込み 

【実施主体】 参加者募集開始・参加希望者との受け入れ調整 

  ７月１７日（土）  

  ～９月２３日（木）  

           【実施主体】 活動実施後、参加状況報告書を作成 

 １０月 ６日（木） 参加状況報告書提出最終締切 

【体験参加者】 実施主体で活動 



山形県青年の家 担当 鈴木貴博 

ＴＥＬ ０２３－６５４－４５４５ 

ＦＡＸ ０２３－６５２－２００７ 

E-mail suzukitakahiro@pref.yamagata.jp 

 

８ そ の 他 

 ⑴ 新型コロナウィルスの対応については、実施団体や事業所で感染拡大防止の対策（換

気の徹底・接触感染の防止・飛沫感染の防止等）の徹底をお願いします。 

 ⑵ 具体的な企画実施の流れについては、同封の「企画実施の手引き」を御覧ください。 

 ⑶ 参加状況報告書の提出期限は、活動実施後２週間以内とします。 

 ⑷ 御不明な点があれば県青年の家へお問い合わせください。 
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令和３年度 地域青少年ボランティア活動推進事業 ＹＹボランティアビューロー 

実施主体向け「夏の体験ボランティア」企画実施の手引き 
 

 

１．はじめに 
  「夏の体験ボランティア」は、県内の青少年にボランティアの楽しさを体感できる機

会を提供し、継続的な活動参加につなげていこうという企画です。そのためには、県内

のＹＹボランティアサークルおよび福祉施設、諸団体の皆様のお力添えが必要不可欠で

す。どうか御協力くださいますようお願い申し上げます。 

  企画実施にあたってサークルおよび施設の皆様にお願いするのは、以下の三点です。 

   ①活動企画書の作成と提出 

   ②活動参加希望者への対応とボランティア活動企画の実施 

   ③参加状況報告書の作成と提出 

 

 

２．活動企画書の作成と提出・校正について 
 (1) 「様式１ 夏の体験ボランティア 活動企画書」に必要事項を記入して、山形県青

年の家担当者までメールで送信ください。 

    山形県青年の家 担当者     鈴木 貴博 

            メールアドレス suzukitakahiro◆pref.yamagata.jp 

                    ◆を@に変えてお送りください 

            電話番号    ０２３－６５４－４５４５ 

 

 ※記入上の留意点 

 ・「実施場所」…集合場所と活動場所が異なる場合は、その旨御記入ください。 

 ・「受け入れ可能な最大人数」…次の例を参考に、具体的な人数を御記入ください。 

  ○：「３名」、「５名まで」 ×：「何人でも」、「適宜」 

 ・「連絡先 受付時間帯」…必ず中学生・高校生が電話可能な時間帯を含むように設定し

てください（平日夕方や土日など）。 

 

 (2) 複数種類の活動を実施する場合は、用紙をコピーして御使用ください。なお、同じ

内容の活動を複数回実施する場合は、１枚の用紙に複数の実施日時を記入する形で結

構です。提出の締切は５月３１日（月）です。 

 

 (3) 受付した原稿をもとに掲載原稿を作成し、メールで返信しますので御確認下さい。

校正作業は 6 月 4 日（金）完了予定です。 

 

 

３．活動参加希望者の生徒への対応について 
  御提出いただいた活動企画書をもとに、村山・最上・置賜・庄内の４地区ごとに活動

内容を集約したリーフレットを作成し、県内の中学生と高校生に配布（中学校の２・３

年生と高校生全員予定）します。参加希望者は、リーフレットに記載された実施団体（施

設）の連絡先宛てに直接申し込みの電話をいたしますので、参加する青少年への御指導

をよろしくお願いします。 
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４．参加状況報告書の提出について 
 (1) 活動実施後、「様式２ 参加状況報告書」を御提出いただきます。青年の家までメ

ールでお送りください（参加がない場合でもその旨連絡をお願いいたします）。 

 (2) 提出は活動実施日からおおむね２週間以内とさせていただきます（複数の活動を実

施した場合は、最も遅い日程の活動終了後２週間以内）。お手数ですが、活動の種類

の数だけ用紙をコピーして報告していただきますようお願いいたします。同じ内容の

活動を複数回実施した場合は、１枚の用紙を用いて、分類ごとにすべての回の合計人

数を記入してください。また、サークル会員と一般体験者の数は分け、中高生の所属

校を記入してください。 

 

 

５．企画の日時設定について 
  体験ボランティアは７月１７日（土）から９月２３日（木）まで約２か月間の期間が

ありますが、日によっては生徒が参加しづらい場合があります。以下に主な例を挙げま

すので参考になさってください。 

 

 (1) ７月下旬の平日 

   比較的多くの高校が、一学期終業式の後も７月末まで全員対象の夏期講習を実施し

ます。 

 (2) ９月１１日（土）～１２日（日） 

   高校の地区新人戦が実施されます。文化部や３年生の生徒も授業日扱いです。 

   →この２日間は、高校生の参加は難しくなります。 

 (3) ９月１８日（土）～１９日（日） 

   中学校の地区新人戦（最上・田川・飽海地区）が実施されます。文化部や３年生の

生徒も授業日扱いです。 

   →この２日間は、中学生の参加は難しくなります。 

 

 

６．その他、留意事項等 
 (1) 初めて参加する方々がイメージしやすいように、活動企画書には活動の内容を具体

的に御記入ください。 

 (2) 実施主体によって企画の内容が多様であるため、保険については当所（県青年の家）

でまとめて手続きすることはできません。保険に加入する場合は実施主体ごとに手続

きをしていただきますので、御了承ください。なお、ボランティア保険は、社会福祉

協議会、ＪＡ、各種保険会社・保険代理店等で様々な種類が取り扱われております。 

 (3) 御不明な点があれば山形県青年の家の担当者にお問い合わせください。 

 (4) 新型コロナウウィルスの対応については、実施主体や事業所で感染防止行動（換気

の徹底・接触感染の防止・飛沫感染の防止等）を徹底して下さい。 



様式１
令和３年度ＹＹボランティアビューロー

提出締切：５月３１日（月）
◎　リーフレット掲載情報

団体（施設）名

活動企画名

活動実施月日

※同じ内容を複数回実施する場合は、

　すべての期日を記入してください。

活動実施時間帯（集合～解散）

活動実施場所

実施場所を学区とする中学校名

対象者（中学生、高校生、中・高ともに
可、その他、のいずれかに○印又は記
入）

　　　　　中学生　　　　　高校生　　　　　中・高ともに可

　　　　　その他：

受け入れ可能な最大人数

参加費用（あれば）

具体的な内容・持ち物、
募集メッセージ等（１００字以内）

申込締切日

連絡先　電話番号

連絡先　担当者名

連絡先　受付時間帯（あれば）

◎　その他、この活動に関してご要望等があればご記入ください。

提出先　山形県青年の家　担当者　鈴木
アドレス　suzukitakahiro◆pref.yamagata.jp
　　　　　　◆を@に変えてお送りください

夏の体験ボランティア　活動企画書

※各回の集合・解散時間が異なる場合は、それ
ぞれについて記入してください。



様式１
令和３年度ＹＹボランティアビューロー

提出締切：５月３1日（月）
◎　リーフレット掲載情報

団体（施設）名 舞鶴青少年の家

活動企画名 駅舎の清掃

活動実施月日 ①　７月２４日（土）

※同じ内容を複数回実施する場合は、 ②　８月２２日（日）

　すべての期日を記入してください。

活動実施時間帯（集合～解散） ①　８：００～１０：００

②　７：３０～９：３０

活動実施場所 ＪＲ天童東駅

実施場所を学区とする中学校名 天童一中

対象者（中学生、高校生、中・高ともに
可、その他、のいずれかに○印又は記
入）

　　中学生　　　　高校生　　　　中・高ともに可

　　その他：

受け入れ可能な最大人数 １０名

参加費用（あれば） なし

具体的な内容・持ち物、
募集メッセージ等（１００字以内）

公共の場の美化にご協力をお願いします。ほうき・ちり
とりなどは用意しますので、軍手を持ってきてくださ
い。
飲み物や帽子など、熱中症対策を各自でしっかりして、
よい汗を流しましょう。

申込締切日 各実施日の３日前

連絡先　電話番号 ０２３－６５４－４５４７

連絡先　担当者名 鶴山　舞

連絡先　受付時間帯（あれば） 平日１３：００～１７：３０

◎　その他、この活動に関してご要望等があればご記入ください。

提出先　山形県青年の家　担当者　鈴木
アドレス　suzukitakahiro◆pref.yamagata.jp
　　　　　　◆を@に変えてお送りください

　　　　　　　　　　夏の体験ボランティア　活動企画書　　 　　　　　記入例

※各回の集合・解散時間が異なる場合は、それ
ぞれについて記入してください。

中学生・高校生が電話す
ることのできる時間帯を

具体的な人数を記載してください。

長くなり過ぎないよう
にお気をつけください。

ホームページに掲載可
能な連絡先をお願いし



参加有 参加無

※　参加の有り無しに○をつけて下さい。無い場合も連絡用情報を記入しご提出ください。

小学生 中学生 高校生 学生 その他 担当職員

体験ボランティア参加者数

活動会員数
（ＹＹボランティアサークルのみ記入）

学　校　名 人　数 人　数

（　　　）
（　　　）
（　　　）

提出先
アドレス

来年度実施される「夏の体験ボラン
ティア」への参加もご検討いただけま
すか？（いずれかに○）

参加の方向で検討する
まだわからない
参加は見送る予定である

山形県青年の家　担当　鈴木
suzukitakahiro@pref.yamagata.jp
◆を@に変えてお送りください

◎　活動を実施してみての感想、次回への意見・要望等

※　参加した児童・生徒・学生の所属する学校名を下記表に記入してください。

学　校　名

実際の活動内容

当日の参加者数

※　下段「活動会員数」は、実施主体がＹＹボランティアサークルである場合のみご記入ください。

※　同じ活動を複数回実施した場合は、項目ごとにすべての回ののべ人数をご記入ください。

実施月日

※実施日に変更があった場合のみご記入ください。

実施した場所

◎　実施した活動について

団体（施設）名

企画名

様式２
令和３年度ＹＹボランティアビューロー

夏の体験ボランティア　参加状況報告書

提出期限：活動実施後２週間以内

◎　参加の有無



参加有 ○ 参加無

※　参加の有り無しに○をつけて下さい。無い場合も連絡用情報を記入しご提出ください。

小学生 中学生 高校生 学生 その他 担当職員

体験ボランティア参加者数 1 3 3 2 1 1

活動会員数
（ＹＹボランティアサークルのみ記入）

学　校　名 人　数 人　数
天童市立小路小学校 1
天童市立舞鶴中学校 2
天童市立愛宕中学校 1
山形県立津山高等学校 2
私立清池高等学校 1
王将医療専門学校 1
国立最上大学 1

（　　　）
（　　　）
（　　　）

提出先
アドレス suzukitakahiro◆pref.yamagata.jp

学　校　名

実施月日 ７月２４日（土）

※実施日に変更があった場合のみご記入ください。

実施した場所 ＪＲ天童東駅

様式２
令和３年度ＹＹボランティアビューロー

提出期限：活動実施後２週間以内

※　同じ活動を複数回実施した場合は、項目ごとにすべての回ののべ人数をご記入ください。
※　参加した児童・生徒・学生の所属する学校名を下記表に記入してください。

実際の活動内容 ゴミ拾い、草むしり

当日の参加者数

※　下段「活動会員数」は、実施主体がＹＹボランティアサークルである場合のみご記入ください。

夏の体験ボランティア　参加状況報告書　　記入例

◎　参加の有無

団体（施設）名 舞鶴青少年の家

企画名 駅舎の掃除

◎　活動を実施してみての感想、次回への意見・要望等

◎　実施した活動について

来年度実施される「夏の体験ボラン
ティア」への参加もご検討いただけま
すか？（いずれかに○）

参加の方向で検討する
まだわからない
参加は見送る予定である

山形県青年の家　担当　鈴木

◆を@に変えてお送りください

上記の当日の参加
者数と表の人数が
合うようにお願い
します。



令和３年度　「夏の体験ボランティア」依頼先一覧
No. 地区 市町村名 団体名
1 村山 山形市 生涯教育・学習振興課
2 村山 寒河江市 村山教育事務所社会教育課
3 最上 新庄市 最上教育事務所社会教育課
4 置賜 長井市 置賜教育事務所社会教育課
5 庄内 三川町 庄内教育事務所社会教育課
6 村山 大江町 朝日少年自然の家
7 最上 真室川町 神室少年自然の家
8 置賜 飯豊町 飯豊少年自然の家
9 庄内 鶴岡市 金峰少年自然の家
10 庄内 遊佐町 海浜自然の家
11 村山 山辺町 山形市少年自然の家
12 村山 山形市 県立図書館
13 村山 天童市 教育センター
14 村山 山形市 県立博物館
15 村山 山形市 山形市教育委員会社会教育青少年課社会教育係
16 村山 上山市 上山市教育委員会生涯学習課
17 村山 天童市 天童市教育委員会生涯学習課
18 村山 山辺町 山辺町教育委員会教育課社会教育係
19 村山 中山町 中山町教育委員会教育課生涯学習グループ
20 村山 寒河江市 寒河江市教育委員会中央公民館
21 村山 河北町 河北町教育委員会生涯学習課
22 村山 西川町 西川町教育委員会生涯学習課
23 村山 朝日町 朝日町教育委員会中央公民館
24 村山 大江町 大江町教育委員会中央公民館
25 村山 村山市 村山市教育委員会生涯学習課生涯学習係
26 村山 東根市 東根市教育委員会生涯学習課
27 村山 尾花沢市 尾花沢市教育委員会社会教育課
28 村山 大石田町 大石田町教育委員会教育文化課生涯学習グループ
29 最上 新庄市 新庄市教育委員会社会教育課（しずく）
30 最上 金山町 金山町教育委員会教学課生涯学習・社会教育係
31 最上 最上町 最上町教育委員会中央公民館社会教育係
32 最上 舟形町 舟形町教育委員会中央公民館
33 最上 真室川町 真室川町教育委員会教育課生涯学習・スポーツ担当
34 最上 大蔵村 大蔵村教育委員会事務局
35 最上 鮭川村 鮭川村教育委員会教育課生涯学習係（SAKEKKO)
36 最上 戸沢村 戸沢村教育委員会共育課社会教育体育係（STAFF）
37 置賜 米沢市 米沢市教育委員会社会教育・体育課
38 置賜 南陽市 南陽市教育委員会社会教育課社会教育係
39 置賜 高畠町 高畠町教育委員会社会教育課（テラ）
40 置賜 川西町 川西町教育委員会生涯学習課
41 置賜 長井市 長井市教育委員会文化生涯学習課生涯学習係
42 置賜 小国町 小国町教育委員会教育振興課生涯学習担当
43 置賜 白鷹町 白鷹町教育委員会事務局
44 置賜 飯豊町 飯豊町教育委員会社会教育課生涯学習振興室
45 庄内 鶴岡市 鶴岡市教育委員会社会教育課
46 庄内 鶴岡市 鶴岡市藤島庁舎総務企画課
47 庄内 鶴岡市 鶴岡市羽黒庁舎総務企画課（川で遊ぼう）
48 庄内 鶴岡市 鶴岡市櫛引庁舎総務企画課
49 庄内 鶴岡市 鶴岡市朝日庁舎総務企画課
50 庄内 鶴岡市 鶴岡市温海庁舎総務企画課
51 庄内 庄内町 庄内町教育委員会社会教育課社会教育係
52 庄内 三川町 三川町教育委員会三川町子育て交流施設テオトル（来夢来人）
53 庄内 酒田市 酒田市教育委員会社会教育文化課（かざみどり）
54 庄内 遊佐町 遊佐町教育委員会遊佐町生涯学習センター
55 村山 河北町 ＧＩＦＴ（山形県立谷地高等学校）
56 最上 新庄市 みつばち（新庄東高等学校）
57 最上 新庄市 プライマルプロジェクト（新庄映画センター内）
58 置賜 米沢市 防犯・交通米沢少年隊（米沢警察署生活安全課）
59 置賜 米沢市 万世友ゆうジュニアリーダー
60 置賜 南陽市 中高生ボランティアサークル　にじ（南陽市社会福祉協議会）
61 置賜 長井市 グローブ・北斗（伊佐沢地区公民館）
62 置賜 長井市 長井組（長井市子ども会育成会連絡協議会事務局）
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63 村山 山形市 ワーク・ポケット
64 村山 山形市 山形市養護老人ホームあたご荘
65 村山 山形市 特別養護老人ホームなごみの里
66 村山 山形市 山形市社会福祉協議会
67 村山 山形市 母子生活支援施設　むつみハイム
68 村山 山形市 学童保育所　たてやまっ子クラブ
69 村山 山形市 出羽学童保育所　受楽園
70 村山 山形市 介護老人保健施設　さくらパレス
71 村山 山形市 山形県子ども会育成連合会
72 村山 山形市 ガールスカウト山形県連盟
73 村山 上山市 公益財団法人　上山城郷土資料館
74 村山 上山市 養護老人ホーム蔵王長寿園
75 村山 天童市 天童南部学童保育所
76 村山 天童市 介護老人保健施設　ラ・フォーレ天童
77 村山 天童市 天童市立津山公民館　津山の自然を守る会・津山地区連合子ども会育成会

78 村山 天童市 天童北部公民館　天童北部地域づくり委員会
79 村山 天童市 天童南部第三学童保育所
80 村山 天童市 介護付有料老人ホームソーレ天童
81 村山 山辺町 介護老人保健施設メルヘン　相談課
82 村山 中山町 特別養護老人ホーム　中山ひまわり荘　事務所
83 村山 寒河江市 さくらんぼ共生園・ころころ遊園
84 村山 寒河江市 特別養護老人ホーム長生園
85 村山 寒河江市 特別養護老人ホーム　いずみ
86 村山 寒河江市 特別養護老人ホーム　しらいわ
87 村山 河北町 ＮＰＯ元気netかほく事務局　どんがホール
88 村山 河北町 地域密着型特別養護老人ホームひいなの里
89 村山 河北町 特別養護老人ホーム眺葉園
90 村山 河北町 河北町立中央図書館
91 村山 河北町 ＮＰＯ法人河北子育てアドバイザーセンター　ひなのおうち
92 村山 西川町 特別養護老人ホーム　ケアハイツ西川
93 村山 朝日町 特別養護老人ホーム　ふれあい荘
94 村山 朝日町 明鏡荘
95 村山 大江町 特別養護老人ホームラフランス大江
96 村山 大江町 特別養護老人ホーム大寿荘
97 村山 村山市 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター村山
98 村山 村山市 養護老人ホーム村山光ホーム
99 村山 村山市 特別養護老人ホーム　ふもと
100 村山 村山市 村山市社会福祉協議会
101 村山 村山市 村山市社会福祉協議会　総合福祉支援センター　放課後等デイサービス　たいよう

102 村山 村山市 村山市社会福祉協議会　総合福祉支援センター　放課後等デイサービス　おひさま

103 村山 村山市 小規模特別養護老人ホーム　はやまホーム
104 村山 東根市 ＮＰＯ法人クリエイトひがしね　さくらんぼタントクルセンター（東根市ファミリーサポートセンター）

105 村山 東根市 ＮＰＯ法人クリエイトひがしね　ひがしね　あそびあランド
106 村山 東根市 東根市社会福祉協議会（まちねっと神町）
107 村山 東根市 特別養護老人ホームおさなぎ
108 村山 東根市 大富わらしっこクラブ
109 村山 東根市 介護老人保健施設　ナーシングホームさくらんぼ
110 村山 尾花沢市 社会福祉法人　尾花沢市社会福祉協議会
111 村山 尾花沢市 特別養護老人ホーム長寿園
112 村山 尾花沢市 特別養護老人ホーム　よつば荘
113 村山 尾花沢市 介護老人保健施設　ハイマート福原
114 村山 大石田町 特別養護老人ホーム　仁風荘
115 村山 大石田町 大石田町役場総務課内（大石田まつりを10倍楽しくする会）
116 最上 新庄市 新庄市地域子育て支援センター　わらすこ広場
117 最上 新庄市 最上保健所　保健企画課
118 最上 新庄市 新庄市民プラザ
119 最上 新庄市 新庄市社会福祉協議会
120 最上 新庄市 カイセイディサービス・カイセイほっと新庄
121 最上 金山町 特別養護老人ホームみすぎ荘
122 最上 最上町 特別養護老人ホーム紅梅荘
123 最上 最上町 最上町介護老人保健施設やすらぎ
124 最上 舟形町 特別養護老人ホームえんじゅ荘
125 最上 舟形町 介護老人保健施設　舟形徳洲苑
126 最上 舟形町 光生園
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127 最上 真室川町 真室川町社会福祉協議会
128 最上 大蔵村 特別養護老人ホーム翠明荘
129 最上 鮭川村 特別養護老人ホームひめゆり荘
130 最上 戸沢村 特別養護老人ホームまごころ荘
131 最上 戸沢村 障害者支援施設　清流園
132 置賜 米沢市 米沢市児童会館
133 置賜 米沢市 社会福祉法人米沢弘和会サンファミリア米沢
134 置賜 米沢市 米沢市社会福祉協議会
135 置賜 南陽市 養護老人ホーム南陽やすらぎ荘
136 置賜 南陽市 南陽市立図書館
137 置賜 南陽市 老人介護保健施設　ほなみ荘
138 置賜 南陽市 Ｇｒａｔｉｔｕｄｅ（グラッティテュード）
139 置賜 川西町 犬川地区青年団（川西町役場　税務収納課）
140 置賜 川西町 特別養護老人ホーム　そよ風の森
141 置賜 川西町 山形県総合コロニー希望が丘　しらさぎ寮
142 置賜 川西町 山形県総合コロニー希望が丘　ひめゆり寮
143 置賜 川西町 山形県総合コロニー希望が丘　こだま寮
144 置賜 長井市 長井市ボランティアセンター（長井市社会福祉協議会）
145 置賜 長井市 介護老人保健施設　リバーヒル長井　（総合相談センター）
146 置賜 長井市 長井市西根地区公民館（ＧＣＣ）
147 置賜 長井市 中央コミュニティセンター
148 置賜 長井市 障害者福祉サービス事務所せせらぎの家
149 置賜 長井市 社会福祉法人　長井福祉会　慈光園
150 置賜 長井市 放課後デイサービスPOCCOながい
151 置賜 長井市 特別養護老人ホーム　寿泉荘
152 置賜 長井市 小規模ディサービス　河井の里
153 置賜 小国町 小国町社会福祉協議会（手をつなぐ育成会）
154 置賜 白鷹町 障がい福祉サービス事業所　こぶしの家
155 置賜 白鷹町 特別養護老人ホーム白光園
156 置賜 白鷹町 介護老人保健施設　白鷹あゆみの園
157 置賜 白鷹町 白鷹介護サービスセンター　ふれあいの里
158 置賜 飯豊町 特別養護老人ホーム　ひめさゆり荘
159 置賜 飯豊町 特定非営利活動法人　ほっと
160 庄内 鶴岡市 鶴岡市中央児童館　ひろっぴあ
161 庄内 鶴岡市 社会福祉法人朝日ぶなの木会　デイサービスセンターであい
162 庄内 鶴岡市 特別養護老人ホーム桃寿荘
163 庄内 鶴岡市 特別養護老人ホームかみじ荘
164 庄内 鶴岡市 特別養護老人ホームふじの花荘
165 庄内 鶴岡市 ＮＰＯ法人　明日のたね
166 庄内 鶴岡市 デイサービスセンター　ふれあい
167 庄内 鶴岡市 鶴岡西部児童館　ゆめっくり
168 庄内 鶴岡市 鶴岡南部児童館　みなっくる
169 庄内 鶴岡市 鶴岡市暘光児童館
170 庄内 鶴岡市 障害児通所支援　鶴岡市立あおば学園
171 庄内 鶴岡市 鶴岡市社会福祉協議会　羽黒福祉センター
172 庄内 鶴岡市 株式会社　互恵　コミュニティママ家
173 庄内 鶴岡市 特別養護老人ホーム　温寿荘
174 庄内 鶴岡市 特定非営利活動法人　いなほ作業所
175 庄内 庄内町 特別養護老人ホーム　ソラーナ
176 庄内 庄内町 特別養護老人ホーム山水園
177 庄内 三川町 特別養護老人ホームなの花荘
178 庄内 三川町 介護老人保健施設　ほのか
179 庄内 酒田市 社会福祉法人光風会　光風園
180 庄内 酒田市 特別養護老人ホームサン・シティ
181 庄内 酒田市 特別養護老人ホーム幸楽荘
182 庄内 酒田市 特別養護老人ホーム寿康園
183 庄内 酒田市 松陵保育園
184 庄内 酒田市 報恩会保育園
185 庄内 酒田市 若浜保育園
186 庄内 酒田市 浜田保育園
187 庄内 酒田市 浄徳幼稚園
188 庄内 遊佐町 特別養護老人ホーム松濤（まつなみ）荘
189 庄内 遊佐町 特別養護老人ホームゆうすい
190 庄内 遊佐町 特別養護老人ホームにしだて
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191 村山 山形市 山形県観光文化スポーツ部
192 村山 上山市 上山青年会議所
193 村山 上山市 上山市観光物産協会
194 村山 中山町 中山町役場産業振興課（かぶと虫相撲大会）
195 村山 天童市 天童市観光物産協会
196 村山 天童市 天童市生活環境課内　天童市地球温暖化対策協議会
197 村山 寒河江市 寒河江市さくらんぼ観光課
198 村山 河北町 どんがまつり実行委員会（河北町観光協会）
199 村山 村山市 東沢バラ公園
200 村山 東根市 東根市体育協会
201 村山 東根市 東根温泉協同組合
202 村山 東根市 神町公民館
203 村山 東根市 ひがしね祭実行委員会（東根市商工観光課）
204 村山 尾花沢市 尾花沢産牛振興協議会（尾花沢市農林課）
205 最上 金山町 もがみ北部商工会金山事務所
206 最上 真室川町 真室川まつり実行委員会（町役場交流課）
207 最上 戸沢村 最上峡芭蕉ライン観光株式会社
208 置賜 米沢市 米沢市役所　牛肉まつり実行委員会
209 置賜 南陽市 南陽市観光協会
210 置賜 高畠町 高畠町観光協会
211 置賜 高畠町 高畠町役場商工観光課（産業経済課）
212 置賜 川西町 川西町民総合体育館
213 置賜 長井市 長井市観光協会
214 置賜 小国町 小国町役場産業振興課
215 置賜 白鷹町 白鷹町観光協会
216 置賜 飯豊町 中津川地区公民館
217 置賜 飯豊町 東部地区公民館
218 庄内 鶴岡市 鶴岡市食文化推進室（鶴岡市観光物産課）
219 庄内 鶴岡市 由良地域協議会「ゆらまちっく」戦略会議
220 庄内 鶴岡市 道の駅「あつみ」しゃりん
221 庄内 鶴岡市 荘内大祭実行委員会（荘内神社）
222 庄内 鶴岡市 赤川花火大会実行委員会
223 庄内 鶴岡市 羽黒庁舎総務企画課
224 庄内 庄内町 庄内町商工観光課観光物産係
225 庄内 庄内町 庄内町観光協会（夏宵まつり）
226 庄内 三川町 三川町観光協会
227 庄内 酒田市 酒田市観光振興課
228 庄内 酒田市 酒田市商工港湾課
229 庄内 遊佐町 遊佐鳥海観光協会
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