平成10年度 主な活動内容

ごあいさつ

お客様、加盟店様、
ボランティア団体、各財団などのご協力を得て、環境をテーマに社会貢
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献に取り組むことを目的に平成6年3月よりスタートしました「セブンーイレブンみどりの基金」。

自然環境の美化・保全活動
●特別対象地域―富士山（富士山クリーン作戦 98、
富士山エコツアー＆クリーンコンサート）、
尾瀬（日光国立公園）の美化保全への助成
●一般公募―牛深ダイビングクラブなど国立・国定公園内で活動する
全国24のボランティア団体への助成

平成10年度の事業活動は、各ボランティア団体とともにより内容を拡充することに努めました。
おかげさまで、
いっそう幅広い地域・内容の活動を展開することができ、
ひとつひとつの活動に
つきましても着実に成果をあげております。
今年度からの新しい活動としては、富士山地域の環境保全をより多くの人に考えてもらう
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ための「富士山エコツアー＆クリーンコンサート」の開催をはじめ、自然体験イベント「グ

●札幌大通り公園花壇への出展
●一般公募―（財）岡山市公園協会など全国24都市・団体へ
緑化・植花活動を支援

リーンライフアドベンチャー」を当基金の主催で実施。環境庁主催の「こどもエコクラブ全
国大会」にも支援を行い、青少年の環境教育・啓蒙活動にもいっそう力を入れました。
また
当基金の呼びかけによる環境ボランティアネットワーク会議が、九州に続いて北海道でも開
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青少年の環境教育・健全育成への支援活動
●自然体験「グリーンライフアドベンチャー」を主催
●環境庁主催の「こどもエコクラブ全国大会」活動への助成
●ボーイスカウトの行う環境奉仕活動「カントリー大作戦」への資材提供

催され、地域ボランティアの交流も広がりを見せています。
事務局での新しい取り組みとしては、本年度より（株）セブンーイレブン・ジャパンから当基
金に対してマッチングギフト制度が導入されました。
これは、企業が社会貢献および社員ボラ

都市部の緑化・植花活動
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ンティア活動を支援する寄附制度のひとつです。
これまでは（株）セブンーイレブン・ジャパンよ

地域ボランティアへの支援活動
●環境ボランティアネットワーク構築への支援（北海道・九州）
●九州地区一斉清掃キャンペーン「ラブアース・クリーンアップ 98」への支援
●鳩川・水辺の森の会など全国27のボランティア団体への助成

り基金運営費用のみ負担していただいていましたが、本年度から前年度のお客様の募金総
額の30％が一括寄附されることになり、基金としてさらに充実した活動を推進できることになり
ました。今年度は28,154,171円が（株）セブンーイレブン・ジャパンより寄附されました。
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●全国都市緑化フェア セブンーイレブンみどりの基金コンサート
「すべての人の心に花を」を主催
●「地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」への協賛
●テレビコマーシャル、新聞広告、店内ポスターによる活動告知

加えて、各加盟店店頭に設置していただいております募金箱をリニューアルし、2個に増設
しました。加盟店様にも「小さいので場所をとらない」
「中が見えるのでお客様も募金をしやす
い」と好評で、募金が増えているとのうれしい声もいただいております。
平成10年度、加盟店様店頭等でお客様からお寄せいただいた募金総額は1億6万7,934
円でした。
これからも、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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環境に関する啓蒙・広報活動
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災害地復旧のための義援活動
●千葉県飯岡町へ重油漂着に対するお見舞金
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自然環境の美化・保全活動

富士山や尾瀬をはじめ、多くの人々に愛されている国立公園や国定公園における

全国各地でのさまざまな助成事業

環境美化活動を継続的に支援しています。

全国の国立・国定公園内で活動するボランティア団体を支援しました。

本年度初の取り組みとして、富士山清掃活動を中心としたエコツアーとコンサートを実施。
さらに富士山地域の問題に積極的に取り組む市民団体「富士山クラブ」の設立をバックアップしました。
また、全国の国立公園・国定公園において環境活動を展開しているボランティア団体にも幅広く助成を実施しました。
富士山地域美化推進事業
環境庁・山梨県・静岡県・富士山周辺市町村およびセブンーイレブ
ンみどりの基金・民間清掃協力団体などが参加し誕生した「富士
山地域美化推進会議」。8月には山梨県側、静岡県側からの一斉
清掃活動を行いました。また、初めての試みとして富士山クリーン
コンサート実行委員会の主催による「富士山エコツアー」を実施。

富山県ナチュラリスト協会（富山県）
中部山岳国立公園で一般県民を対象とした自
然観察会を開催。

支笏湖ビジターセンター運営協議会（北海道）
パークボランティアの活動に使用する無線機を
購入。

中・四国環境教育ネットワーク（広島県）
ワークショップ開催や一般公募による多彩な活
動を支援。

牛深ダイビングクラブ（熊本県）
水中ダイビングによる漂着ゴミの回収を実施。

野尻湖環境促進女性の集いの会（長野県）
野尻湖に在住する女性グループによる花壇づく
りを応援。

志賀高原の自然を愛護する会（長野県）
国立公園・志賀高原の自然美化を維持するため
の清掃活動。

首都圏の方々にも富士山の抱える多くの問題を知ってもらおうと、
富士山周辺の清掃活動とクリーンコンサートが開催されました。

富士山エコツアー
普段、観光でしか訪れない富
士山の現状を知るために約
550人がエコツアーに参加。

富士山クリーン作戦 98
日本の大切な財産である富士山の環境を守るため、多くの方が清掃活動
に参加しました。

富士山クラブ
富士山地域の環境活動を総合的に行っていこうとする市民団体「富

全国各地でさまざまな助成事業を行っています。
（平成10年度 助成実績24団体）
「富士山クラブ」の
発足や活動を取り
上げた新聞記事。

士山クラブ」の設立を支援。今後、富士山環境ボランティアネット

●

●大雪山国立公園パークボランティア運営協議会（北海道）

●

●かわづ花の会（静岡県）

●

●支笏湖ビジターセンター運営協議会（北海道）

●

●富山県ナチュラリスト協会（富山県）

●

ワーク会議の開催や「富士山水と緑の育水基金」の創設、富士山

●早池峰の自然を考える会（岩手県）

●

●能登国石動山を護る会（石川県）

●

学会設立などの事業が計画されています。セブンーイレブンみどり

●皆瀬観光協会・栗駒を美しくする会（秋田県）

●

●美しい長浜をつくる会（滋賀県）

●

の基金では、今後も富士山クラブの活動を支援していきます。

発足後、活動報告やイベント告知のための
「富士山クラブ通信」がさっそく発行されました。

●日光 尾瀬地区（福島県・群馬県・栃木県）

●

●那須観光協会（栃木県）

●

●志賀高原の自然を愛護する会（長野県）

●

●野尻湖環境促進女性の集いの会（長野県）
●白樺湖浄化緊急対策協議会（長野県）

●

●

●
●
●
●
●

●美しいマキノ・桜守の会（滋賀県）
●兵庫県勤労者山岳連盟（兵庫県）
●宇宙船地球号の会（広島県）
●中・四国環境教育ネットワーク
（広島県）
●津田町婦人会（香川県）

●

日光国立公園・尾瀬地区への助成

●白樺高原を美しくする会（長野県）

●

●七志開（愛媛県）

●

●富士山地域美化推進会議（山梨県・静岡県）

●

●足摺宇和海国立公園大月地区自然保護ボランティア協議会（高知

●

ビジターセンター職員などをはじめ、尾瀬の自然を守り育てている

の貴重な自然を守っていくことの重要性をアピールし、環境保全

●富士山クラブ（山梨県・静岡県）

●
●

人々の活動や山小屋の四季などを紹介したビデオを作成。尾瀬

活動に対する積極的な協力を呼びかけました。
3
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県）
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都市部の緑化・植花活動

都市部における緑と花のある街づくりのため、

緑化・植花活動助成

全国各地域の緑化・植花活動を応援しています。
本年度はより幅広い地域にフラワースタンドの寄贈やスポットガーデンづくりの支援を実施。
また、昨年に引き続き札幌大通り公園花壇に出展し、
札幌を訪れる多くの観光客や市民の目を楽しませています。
フラワースタンド設置助成

（財）
亀岡市都市緑化協会（京都府）
花と緑のある街をめざして実施された、市民による植花活動。

（財）
岡山市公園協会（岡山県）
JR一の宮駅・地域街路への植花活動。

東予市緑を守り育てる会（愛媛県）
市役所前通路に7基のフラワースタンドを設置。

（財）
名古屋市公園緑地協会（愛知県）
地下鉄平針駅前に15基のフラワースタンドを設置。

川口市都市計画部
公園緑地課（埼玉県）
市民会館内に12基
のフラワースタンドを
設置。

（財）足利市緑化・公園管理協会（栃木県）
松田ふれあい広場に20基のフラワースタンドを設置。

（財）
大和市みどりのまちづくり振興財団（神奈川
県）
市民の手によって、美しく植花・整備される花壇。

（財）福岡市緑のまちづくり協会（福岡県）
大博通りの花壇へ植花。

小田原市建設部公園緑地課（神奈川県）
歩道脇の花壇への植花。

全国各地でさまざまな助成事業を行っています。
〈平成10年度 助成実績24団体〉

札幌大通り公園花壇への出展

【フラワースタンド設置助成】
【緑化・植花活動助成】
●（財）足利市緑化・公園管理協会（栃木県） ●（財）大和市みどりのまちづくり振興財団（神奈川県）

【フラワースタンド維持管理助成】
●

●旭川市土木部水みどり公園課（北海道）

●

平成9年度から出展している札幌大通り公園「セブンーイレブンみ

●（財）柏市みどりの基金（千葉県）

●小田原市建設部公園緑地課（神奈川県）

●

●取手市建設部水とみどりの課（茨城県）

●

どりの基金」花壇に2,600株の植花を行いました。春はパンジー、

●大宮市建設局都市計画部みどり課（埼玉県） ●八尾市都市整備部みどり室（大阪府）

夏はマリーゴールドやベゴニア、サルビアなど色とりどりの花々が、

●川口市都市計画部公園緑地課（埼玉県）

公園を訪れる人々の目を楽しませました。

●（財）亀岡市都市緑化協会（京都府）

●

●

●（財）名古屋市公園緑地協会（愛知県）

●赤穂市建設部都市計画課（兵庫県）

●東予市緑を守り育てる会（愛媛県）

●川西市土木部公園緑地課（兵庫県）

●北九州市建設局公園緑地部緑政課（福岡県）

●（財）岡山市公園協会（岡山県）

●

●（財）福岡市緑のまちづくり協会（福岡県）

●

●
●
●
●
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●城山町建設経済部都市計画課（神奈川県）

●
●

市民の憩いの場、大通り公園の花壇を
華やかに彩る花々。

●大宮市建設局都市計画部みどり課（埼玉県）

●

●

●（財）横浜市緑の協会（神奈川県）
●（財）新潟県都市緑花センター（新潟県）
●（財）名古屋市公園緑地協会（愛知県）
●四日市市都市計画部公園緑地課（三重県）
●神戸市建設局公園砂防部計画課（兵庫県）
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青少年の環境教育・健全育成への 支援活動

「セブンーイレブンみどりの基金」では、青少年の環境意識を育てる活動を支援しています。
今年度は新たに自然体験イベント「グリーンライフアドベンチャー」の実施や
環境庁主催の「こどもエコクラブ」などへの助成を通じ、

「9月15日スカウトの日・カントリー大作戦」への支援
台風5号の影響であいにくの雨にもかかわらず、1,398団、63,073

名の子供たちが参加、約61万本の空缶を回収しました。

自然の素晴らしさ、大切さを子供たちが実感できる活動を支援しました。
また昨年度に続き、
ボーイスカウトによる散乱空缶の回収とリサイクルを
目的とした全国一斉環境奉仕活動「カントリー大作戦」を、資材提供の形で支援しました。
グリーンライフアドベンチャー
「セブンーイレブンみどりの基金」主催の自然体験イベントを奥多
摩川井キャンプ場にて実施。都会に住む子供たちにも、近郊の自
然にふれるきっかけをつくり、自然の素晴らしさ、大切さを実感して
もらうための活動を行いました。
秋田県

秋田19団

宮城県

白石1団

「セブンーイレブンみどりの基金」では、
オリジナルゴミ袋、軍手、ぬりトング、の
ぼり、参加記念バッチなどの資材を提供し活動を応援しました。

群馬県

桐生13団

兵庫県

姫路6団

〈都道府県別参加活動状況一覧表〉
都道府県
約50名の参加者が「ツリーハウス」づくりと多摩川の河原での自然観察を楽
しみました。

※このツリーハウスは木を傷めない特別な施工法でつくられています。

こどもエコクラブ全国大会活動助成

参加
団体数

参加人数

回収空缶
合計本数

都道府県

参加
団体数

参加人数

回収空缶
合計本数

都道府県

参加
団体数

参加人数

回収空缶
合計本数

北海道

20

614

7,276

富山

18

669

4,801

岡山

11

478

4,009

青森

15

552

6,233

石川

15

677

3,318

広島

4

209

1,779

岩手

9

239

1,408

福井

9

244

2,541

山口

16

684

5,765

宮城

20

1,098

8,533

長野

19

1,050

3,763

徳島

6

231

2,424

5

234

1,995

岐阜

24

1,395

9,876

香川

7

144

1,875

環境庁主催の「こどもエコクラブ夏の全国交流会」を助成。山梨県・

秋田

本栖湖周辺で行われた「サマーエコキャンプin富士五湖」では、全

山形

ー

ー

ー

静岡

77

3,041

26,083

愛媛

27

1,314

15,813

国から集まった子供たちが交流を深めるとともに、体験活動などを

福島

14

671

4,332

愛知

140

6,899

62,120

高知

2

88

800

通じて身近な自然環境・地球環境の大切さを学びました。

茨城

21

888

7,397

三重

12

518

4,231

福岡

52

2,865

33,297

栃木

7

340

2,696

滋賀

29

1,360

7,969

佐賀

ー

ー

ー

群馬

41

1,615

18,521

京都

62

2,634

22,295

長崎

4

683

8,278

埼玉

64

3,220

33,427

兵庫

92

4,148

46,784

熊本

ー

ー

ー

千葉

78

3,798

38,737

奈良

36

1,516

10,787

大分

8

375

1,010

神奈川

92

3,942

33,294

和歌山

18

949

9,590

宮崎

6

175

1,558

山梨

10

502

3,079

大阪

112

5,862

58,690

17

544

1,696

東京

158

5,922

78,347

鳥取

ー

ー

ー

沖縄

4

179

3,670

新潟

ー

ー

ー

島根

17

507

9,740

合計

1,398

63,073

609,837

全国こどもエコクラブ会員、スタッフら550人が参加。
植物観察や牛乳パックを再利用した「手すきハガキづくり」などさまざまな
体験をしました。

7

8

鹿児島
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地域ボランティアへの支援活動

「セブンーイレブンみどりの基金」では、

ラブアース・クリーンアップ 98

全国各地域で活動しているボランティア団体への支援を行っているほか、

「クリーンふくおかの会」をはじめとするボランティア団体と九州地

各団体が情報を共有化し、活用できるように地域ごとのネットワーク会議を開催しています。

域の市民・行政が協力して毎年実施している一斉清掃活動が6月7

また、
身近な自然環境や地域環境を守り、育てるボランティア団体への助成を、

日に行われました。福岡市内では約31,000人が参加し、
また今宿長

備品購入支援や資金援助といった形で応援しています。

垂会場ではセブンーイレブン社員がリーダーとなり、オーナー様と従
業員の方々、社員や家族も参加し、地域の方々とともに散乱ゴミを
回収しました。
今宿長垂海水浴場での清掃活動（福岡県）

環境ボランティアネットワーク
地域ボランティアへの支援

北海道環境ボランティアネットワーク会議
昨年まで九州で行われていた、環境に関する活
動を続けるボランティア団体のネットワーク構築・

情報の共有化と活用を目的とした会議が、本
年度は北海道でも開催されました。23団体が
集まり、ワークショップや観察会を通して活動
報告や情報交換が活発に行われました。

田毎の月保存と農業体験同好会（長野県）
メンバー32名が棚田40枚に米づくりを実施。

手稲山での観察会を実施。

会場となった手稲山研修センター

九州環境ボランティアネットワーク会議
昨年に引き続き、
「九州環境ボランティアネットワーク会議」を支援。

豊栄グラウンドワーク実行委員会（新潟県）
JR豊栄駅に寄せ植えプランター60鉢を設置。

鳩川・水辺の森の会
（神奈川県）
神奈川県相模原市に流
れる鳩 川の水 辺の森を
蘇らせようと発足した会
への支援を実施。子供た
ちをはじめ30名の参加者
が、約1,000鉢・40種類
の花々を川沿いに植え込
みました。

長池地区環境管理準備会（大阪府）
「ため池ふれあいまつり」を開催。

音更川グラウンドワーク
研究会（北海道）
町内の主婦のみなさんが
中心となった活動を応援。
牛乳パックの回収金で植
樹を行い「リサイクルの森
づくり」に取り組みました。

全国各地でさまざまな助成事業を行っています。
（平成10年度 助成実績27団体）

本年度の会議では参加型ワークショップが初の試みとして実施され、
地域ボランティア活動の問題点や今後について積極的な意見交
換が行われました。また、引き続き九州一斉の統一行動として散乱
ゴミ調査を実施しました。

九 州 各 県より1 4
団体32名が参加。
ネットワーク構 築
の 必 要 性を再 認
識しました。

九州ネット統一の散乱ゴミ調査

さらに、関西、富士山地域でも準備が進んでいます。
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●モエレまちづくり委員会（北海道）
●スコップ倶楽部（北海道）
●音更川グラウンドワーク研究会（北海道）
●（財）日本グラウンドワーク協会北海道支部（北海道）
●西神楽地域づくり研究会（北海道）
●東京都勤労者山岳連盟（東京都）
●鳩川・水辺の森の会（神奈川県）
●かまくらみどりの会（神奈川県）
●花のボランティア藤沢（神奈川県）
●かなざわ森沢山の会（神奈川県）
●豊栄グラウンドワーク実行委員会（新潟県）
●田毎の月保存と農業体験同好会（長野県）
●めだかの学校（山梨県）
●全国牛乳パックの再利用を考える連絡会（山梨県）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●浅畑沼エコアップ研究会（静岡県）
●グラウンドワーク三島実行委員会（静岡県）
●稲取温泉観光協会（静岡県）
●相生山緑地オアシスの森クラブ（愛知県）
●日野親睦会（三重県）
●長池地区環境管理準備会（大阪府）
●市民の森に自然生態圏をつくる会（大阪府）
●大阪環境ボランティアネットワーク会議準備会（大阪府）
●第9回全国トンボ市民サミット神戸大会実行委員会（兵庫県）
●米子地区環境問題を考える企業懇話会（鳥取県）
●社団法人高知県生態系保護協会（高知県）
●福岡県グラウンドワークトラスト研究会（福岡県）
●クリーンふくおかの会（福岡県）
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環境に関する啓蒙・広報活動

「セブンーイレブンみどりの基金」では、環境保全のための行動を広く社会に呼びかける
啓蒙・広報活動を行っています。本年度も「地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」の

第46回国立公園・国定公園写真コンクール
（財）国立公園協会が主催する「第46回国立公園・国定公園写真

店頭ポスターやチラシ・新聞広告を作成し、作品募集を促進。

コンクール」。本年度は1,685点の応募の中から美しい自然景観を

さらに「全国都市緑化フェア」
「国立公園・国定公園写真コンクール」などのイベントを

みごとに表現した50点が選ばれ、各賞受賞者に「セブンーイレブン
みどりの基金賞」が贈られました。

通しての活動や、
さまざまなメディアにおいて、環境保全の意識アップを呼びかけました。

特選・山本久右衛門さん
（大東市）の作品
「キバナカンノンゾウの丘」
（佐渡弥彦米山国定公園）

「地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」協賛
8回目となる平成10年度は、6歳から92歳まで、世界33ヵ国から

店頭応募促進ポスター

TV-CM、新聞、ポスターによる活動紹介

26,499点と昨年の約2倍もの応募が寄せられました。実体験や取
り組みの報告、自分自身の考えを述べたものなど、一歩踏み込ん

募金していただいたお客様へのお礼とご報告として、
「セブンーイレブン スポーツスペシャル 99横浜国際女子駅伝」中継中のテレビ

で環境問題を捉えた作品が多く見られました。

コマーシャルにて、セブンーイレブンみどりの基金の活動内容・活動報告を放映しました。また新聞広告にて、セブンーイレブンみどりの

（受賞作品は98年11月28日の読売新聞朝刊に掲載されました。）

基金とセブンーイレブンの環境をテーマにした取り組みを全国に広く紹介。店頭ポスターでは、平成10年度の募金総額とともに活動

〈各賞受賞者〉

内容をお知らせしました。

【作文・活動報告部門】
●内閣総理大臣賞
「石動山（いするぎやま）ユリの再生をめざして」／宮崎伸二くん（富山県）中学3年
●文部大臣賞
小学生の部「みんなかえっておいで」／赤坂 純さん（青森県）小学2年
中学生の部「青虫が教えてくれたこと」／高木良輔くん（岡山県）中学1年
高校生の部「地球は僕らの母さんだ」／西野弘剛くん（大阪府）高校3年

応募御礼新聞広告

●通産大臣賞
一般の部「老人会との交流を通じて」／井家慎市さん（兵庫県）42歳
●環境庁長官賞
外国人の部「私のごみは、私の責任」／
ボニファシオ・アマード・M・キローグ,Jr.さん（フィリピン）36歳
【ポスター部門】

TV-CM

●環境庁長官賞 「海を洗おう」／平川奈津子さん（長崎県）小学6年

新聞広告

店頭ポスター

●優秀賞 「森をまもろう」／池田ひろきくん（福岡県） 小学1年
応募総数

26,499

●作文・活動報告部門
小学生の部
2,928
中学生の部 10,343
高校生の部
4,531

「第8回 地球にやさしい
作文・活動報告コンテスト」表彰式

●ポスター部門
一般の部
外国人の部

1,763 小学生の部のみ 6,725
209

内閣総理大臣賞
宮崎伸二くん（富山県）中学3年
「石動山（いするぎやま）ユリの再生をめざして」
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災害地復旧のための義援活動

セブンーイレブンみどりの基金コンサート

「セブンーイレブンみどりの基金」では、大規模な火災や地震、

にいがた緑のものがたり 98

台風などの災害時に被災地がすみやかに復旧できるよう義援活動を行っています。

（財）都市緑化基金の全国都市緑化フェア「にいがた緑のものが
たり 98」において、セブンーイレブンみどりの基金の主催により、喜

千葉県飯岡町重油漂着へのお見舞金

納昌吉＆チャンプルーズのチャリティーコンサートを開催しました。
新潟県内の障害者作業所のみなさんをご招待し、
また約800名の

8月16日に発生した重油流出事故により、飯岡町海岸へ重油が漂

来場者に花の苗をプレゼン

着し、回収作業が行われました。
「セブンーイレブンみどりの基金」

トしました。

では、飯岡町にお見舞金を贈りました。
緑と花がいっぱいの会場風景

「すべての人の心に花を」を
テーマにしたコンサート。

会場に訪れた約800人の方々には
花の苗がプレゼントされました。
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セブンーイレブン飯岡平松
店の小野桂司オーナー
様より向 後 町 長にお見
舞金をお渡ししました。
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平成10年度 都道府県別助成一覧表

都道府県

助成先

活動内容

埼玉

川口市都市計画部公園緑地課

市民会館内にフラワースタンド 12 基を設置。花と緑のある
街づくりを応援しました。

東京都勤労者山岳連盟

清掃登山「奥多摩・高尾クリーンハイク」において、山の自然
破壊の現状調査に使う水質検査キットの購入を支援しました。

グリーンライフアドベンチャー

自然の大切さを実感していただく体験イベントを実施。約 50
名がツリーハウスづくりと自然観察を楽しみました。

●都道府県別助成実績
都道府県

助成先

活動内容

大雪山国立公園パーク
ボランティア運営協議会

ゴミ持ち帰り・裸地化防止・遭難防止活動への助成。活動
10周年を記念したシンポジウムも開催しました。

支笏湖ビジターセンター
運営協議会

湖周辺の清掃や自然観察会などを行う支笏湖パークボラン
ティアの活動を支援。無線機を備えました。

札幌市や企業の協力のもと、市民参加の公園づくりを進め
る活動を応援。2,500本の植林などを実施しました。

スコップ倶楽部

町内の主婦のみなさんが中心となって進めている、自然と
ふれあえる遊び場づくりの活動を応援しました。

音更川グラウンドワーク研究会

（財）日本グラウンドワーク協会
北海道支部

小田原市建設部公園緑地課

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

鳩川・水辺の森の会

鳩川の水辺の森を蘇らせるための活動を応援。川沿いに約
1,000鉢・40種類の花々を植花しました。
「若宮大路グリーンクリーン清掃活動」への助成。市民・行政・
企業が一体となった活動に資材を提供しました。

神奈川

「北海道環境ボランティアネットワーク会議」を実施。地域ボ
ランティアの方々が情報交換を行い、交流を深めました。

旭川市土木部水みどり公園課

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

かまくらみどりの会

昨年度から出展しているスポンサー花壇に、今年も 2,600株
の植花を実施。季節の花々が訪れる人を楽しませました。

札幌大通り公園花壇

7条緑道に設置された16基のフラワースタンドの維持管
理助成を行いました。

花のボランティア藤沢

福祉施設の花壇に植える花の苗を購入し、活動を支援。団体
は全国花いっぱいコンクールで特別優良賞を受賞しました。

かなざわ森沢山の会

間伐・下草刈りなど、森の保全活動を行うための作業道具購
入を支援しました。

城山町建設経済部都市計画課

原宿公園に設置された15基のフラワースタンドの維持管
理助成を行いました。
おいしんぼ横丁に設置された20基のフラワースタンドの
維持管理助成を行いました。

（財）横浜市緑の協会

JR 西神楽駅構内の花壇整備および農村と都市の交流事
業への助成。デジタルカメラなどを備えました。

西神楽地域づくり研究会

岩手

（財）大和市みどりの
まちづくり振興財団

「住民参加の花と緑のまちづくり」活動への助成。学校や公
園を中心に花壇づくり、園芸講習会等の啓蒙活動を実施。

モエレまちづくり委員会

北海道

東京

自然観察会・シンポジウムを通じた啓蒙啓発活動への助成。
観察資材の整備等を支援しました。

早池峰の自然を考える会
皆瀬観光協会・
栗駒を美しくする会

新潟

にいがた緑のものがたり 98

都市緑化フェアにおいて「すべての人の心に花を」をテーマ
にしたコンサートを主催しました。

豊栄グラウンドワーク実行委員会

JR 豊栄駅に寄せ植えプランター 60鉢を設置。環境に対する
啓蒙活動を支援しました。

自然の大切さを訴えながら、
自然を生かした環境整備を行う
活動を支援。今年度は草刈り機を購入しました。

（財）新潟県都市緑花センター

福島・群馬・栃木 日光 尾瀬地区

尾瀬の貴重な自然環境を保全するための活動を紹介し、
そ
の重要性を啓蒙するためのビデオ作成を支援しました。

志賀高原の自然を愛護する会

国立公園・志賀高原の優れた景観を守るための活動に助成。
清掃等に必要な資材を備えました。

那須観光協会

緑化修景活動に関する事業への助成。エゾリンドウの増加
を図るため、山岳地帯などに２万本を植栽しました。

野尻湖環境促進
女性の集いの会

野尻湖在住の女性グループを支援。道路端の花壇づくり、
清掃・除草活動に必要な資材を備えました。

白樺湖浄化緊急対策協議会

白樺湖の修景整備活動と環境美化活動への助成を実施。
平成 9年度の活動をもとにした浄化プランを応援しました。

秋田

栃木

茨城

（財）足利市緑化・公園管理協会

松田ふれあい広場にフラワースタンド 20基を設置。花と緑の
ある街づくりを応援しました。

取手市建設部水とみどりの課

戸頭ショッピングセンター街に設置された20基のフラワー
スタンドの維持管理助成を行いました。

白樺高原を美しくする会

ボランティア団体による清掃活動への助成。作業の効率化
が図れるようゴミ収集用軽トラックを購入しました。

JR 北柏駅前広場にフラワースタンド 20 基を設置。花と緑の
ある街づくりを応援しました。

田毎の月保存と
農業体験同好会

棚田保全と米づくりを通じて都会との交流を図っている会の
活動を応援。中古トラクターを購入しました。

（財）柏市みどりの基金

千葉

埼玉

鳥屋野潟公園に設置された10基のフラワースタンドの維
持管理助成を行いました。

千葉県飯岡町

8月16日に起こった重油流出事故により被害を受けた飯岡
町に、
お見舞金を贈りました。

大宮市建設局
都市計画部みどり課
大宮市建設局
都市計画部みどり課

JR 宮原駅周辺にフラワースタンド 5 基を設置。花と緑のある
街づくりを応援しました。

長野

山梨
JR指扇駅前に設置された10基のフラワースタンドの維持
管理助成を行いました。
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山梨・静岡

めだかの学校

富士吉田市明見池の環境改善とめだか育成活動への助成。
自然観察や清掃活動、PR 活動を応援しました。

全国牛乳パックの
再利用を考える連絡会

親子で植樹を体験する「親子ドングリ学習会」、環境シンポ
ジウム「日本の森とわたしたちの暮らし」を支援しました。

富士山地域美化推進会議

恒例の富士山一斉清掃活動に加え、初の試みとしてエコツ
アーを実施。コンサートとともに環境保全の大切さを訴えまし

14

都道府県

助成先

活動内容

富士山クラブ

富士山地域の環境問題を考える市民団体「富士山クラブ」の
設立を支援。今後も富士山の環境を守る取り組みを進めます。

かわづ花の会

緑化修景活動への助成。花壇や花畑の管理に役立つ小型
中耕機を購入しました。

浅畑沼エコアップ研究会

エコマップ（環境地図）作成をバックアップ。他団体と協力し、
シンポジウムや学校ごとの植生調査を実施しました。

グラウンドワーク三島実行委員会

水の都・三島の歴史的遺産、三島梅花藻の保護の場として
「かみなり井戸」の整備事業を応援しました。

稲取温泉観光協会

町ぐるみで取り組む緑化推進活動への助成。
フラワーミニパ
ークづくりの工事費の一部を支援しました。

富山

富山県ナチュラリスト協会

自然観察と自然解説ボランティア交流促進事業への助成。自
然観察会や「全国ナチュラリスト大会」の開催を支援しました。

石川

能登国石動山を護る会

能登半島国定公園・石動山地域の美化清掃活動および自然ふ
れあい活動への助成。清掃や自然散策会用の資材を整備しました。

相生山緑地オアシスの森クラブ

親子自然観察会やエコパルスクールの開催など 森づくり活
動 への助成を実施。作業用材料購入等を支援しました。

山梨・静岡

静岡

愛知

三重

（財）名古屋市公園緑地協会

地下鉄平針駅前にフラワースタンド 15 基を設置。花と緑の
ある街づくりを応援しました。

（財）名古屋市公園緑地協会

旭出商店街に設置された20基のフラワースタンドの維持
管理助成を行いました。

京都

兵庫

助成先

活動内容

川西市土木部公園緑地課

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

神戸市建設局
公園砂防部計画課

東遊園地に設置された10基のフラワースタンドの維持管
理助成を行いました。

鳥取

米子地区環境問題を
考える企業懇話会

企業・行政・地域住民の協力による環境保護・啓蒙活動を
支援。
メダカや蛍の棲む里づくりをバックアップしました。

岡山

（財）岡山市公園協会

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

兵庫

宮島クリーンアップ活動への助成を実施。
カヌーにより、車で
は行けない南部海岸の清掃活動を行いました。

宇宙船地球号の会

広島

「中・四国の自然公園に自然学校をつくろう」事業への助成。
フィールド調査やワークショップ開催などを支援しました。

中・四国環境教育ネットワーク

香川

松原地元婦人会による清掃活動への助成。より効率良く清掃
を行うための四輪駆動の軽トラックを購入しました。

津田町婦人会

「子供たちに送る美しい自然をありがとう運動」への助成。
子供たち 100 人により植樹活動が行われました。

七志開

愛媛

市役所前通路にフラワースタンド 7 基を設置。花と緑のある
街づくりを応援しました。

東予市緑を守り育てる会

高知

足摺宇和海国立公園大月地区
自然保護ボランティア協議会
社団法人
高知県生態系保護協会

「ヒメシロレイシガイダマシ掃討作戦」事業への助成。サンゴの
被害を食い止め海中景観を保護する活動を応援しました。

日野親睦会

快適環境づくり を目的に活動する市民団体への助成。
動力草刈り機等を備え、
環境美化・保全活動を応援しました。

四日市市都市計画部
公園緑地課

市民公園に設置された15基のフラワースタンドの維持管
理助成を行いました。

美しい長浜をつくる会

7月1日「びわ湖の日」に実施された清掃活動および湖岸に
散乱する空缶回収活動を支援しました。

美しいマキノ・桜守の会

海津大崎景観保全事業への助成。桜の保全活動や周辺の
清掃活動などを支援しました。

長池地区環境管理準備会

ため池公園の利用促進・環境啓蒙活動への助成。広報誌
の発行やため池ふれあいまつり開催を応援しました。

クリーンふくおかの会

「ラブアース・クリーンアップ 98」への助成を実施。市民主
導の九州一斉清掃活動を支援しました。

市民の森に
自然生態圏をつくる会

自然環境への情操教育に役立つ「どんぐりの森」づくりをバ
ックアップ。資材購入などを支援しました。

クリーンふくおかの会

九州各地のボランティア団体のネットワーク構築を目指した「九
州環境ボランティアネットワーク会議」を支援しました。

八尾市都市整備部みどり室

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

牛深ダイビングクラブ

サンゴをはじめ海中景観の保護と清掃活動・環境啓蒙活動へ
の助成。海亀保護のための海岸清掃も応援しました。

大阪環境ボランティア
ネットワーク会議準備会

北海道・九州地区で実施されている「環境ボランティアネットワーク
会議」を来年度大阪で開催するための準備会設立を支援しました。

滋賀

大阪

都道府県

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

（財）亀岡市都市緑化協会

福岡県グラウンドワーク
トラスト研究会

イギリスのグラウンドワーク職員を招いての実践交流会や環
境教育授業参観、
セミナーなどを実施。報償金を助成しました。

北九州市建設局公園
緑地部緑政課

福岡

熊本

日高村調整池と河川周辺の環境整備活動への助成。清掃
作業用カヌーの購入をサポートしました。

響灘緑地内都市緑化センター前にフラワースタンド10 基を
設置。花と緑のある街づくりを応援しました。

（財）福岡市緑のまちづくり協会

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

●全国エリア対象の助成実績
スカウト隊員による空缶回収活動「カントリー大作戦」に資
材を提供し応援。約 61万本の空缶を回収しました。

（財）ボーイスカウト日本連盟

兵庫県勤労者山岳連盟

六甲山系を中心とした環境保護・美化活動への助成。地震
災害地復興のための植樹用苗や肥料などを購入しました。

こどもエコクラブ全国大会

さまざまな自然体験を通し、子供たちが環境について学習する
機会を提供しました。

第９回全国トンボ市民サミット
神戸大会実行委員会

野外トンボ見学会やふれあいイベントなどの開催を応援。市民
が身近に自然に親しみ、環境を大切にする心を育みました。

第8回地球にやさしい作文・活動報告コンテスト

小学生から一般・外国人までを対象にポスター、作文活動報
告を募集。内閣総理大臣賞をはじめ各賞の表彰を行いました。

赤穂市建設部都市計画課

市民による緑化・植花活動への助成。花と緑のある街づくり
を応援しました。

第46回国立公園・国定公園写真コンクール
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（財）国立公園協会主催のコンクールに協賛。50 点の入賞
作品に「セブンーイレブンみどりの基金賞」を贈りました。
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平成11年度
セブンーイレブンみどりの基金委員会

平成10年度 収支報告書
第5期（平成10年3月1日〜平成11年2月28日）

●収入

●オーナー理事（14名）
摘

要

金額（円）

募 金

備

100,067,934

考

28,154,171 （株）
セブンーイレブン・ジャパン

拠出金運用益

12,768,000 （財）国立公園協会信託分
8,594
8,015,841

前年度繰越金
合

計

149,014,540

●支出
摘

要

金額（円）

自然環境の美化・保全活動

38,768,000

都市部の緑化・植花活動

19,085,575

青少年の環境教育・
健全育成への支援活動

20,100,000

地域ボランティアへの支援活動

9,898,953

環境に関する啓蒙・広報活動

15,808,575

災害地復旧のための義援活動

合

備

考

備

考

19,480,671

活動報告書・VTRなど制作費
備品購入、
振込手数料他

123,241,774

計

●残高
摘

要

金額（円）

当期残高

25,772,766
17

店

北海道

北33条店

端

東

郡山日大前店

川島

栃木・茨城

宇都宮池上店

群馬・新潟

北

オーナー氏名

役職名

氏

名

備

考

備

考

取締役 副会長

清水

秀雄

専務取締役 商品本部長

池田

勝彦

田中 弘一

常務取締役 総務本部長

萬歳

教公

館林バイパス店

油井 忠五郎

常務取締役 企画室長兼財務本部長

氏家

忠彦

照雄
忠

埼

玉

川口新井宿店

鈴木

常久

常務取締役 オペレーション本部長

山口

俊郎

千

葉

成田並木町店

内海

丈夫

常務取締役 商品本部食品部長

伊藤

勝広

東

京

豊洲店

山本

憲司

取締役 オペレーションサポート部長

山口

積惠

多

摩

国領店

小松

征雄

広報室総括マネジャー

秋山

英敏

神奈川

大矢部店

島崎

克尚

長

松本北元町店

折井 弘志

御殿場永原店

斉藤

野

東海・山梨

100,000

活動運営費

ゾーン

店頭募金、本部募金

寄附金

預金利息

名

●本部理事（8名）

●監事（2名）

行好

関

西

京都府庁前店

中川 清幸

中

国

福山引野店

瀬尾

九

州

大楠店

水城 良雄

役職名

友之

第6期（平成11年度）に繰越
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氏

名

東京ゾーン 世田谷給田店

稲葉

進

主計部固定資産管理マネジャー

篠原

康之

