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助成先団体・活動

分類

オホーツク森林レスキュー

自然災害（台風等）による被害を受けた森林や手入れ不足の森林を健全にする活動

活動

NPO法人 新山川草木を育てる集い

水田跡１haを植林する。2003年以降植えた５haを含め６haの保育を行う

活動

おもしろ探検隊

荒廃した里山を子どもたちとともに自然活動を楽しみながら、森の再生を目指す

活動

大雪山国立公園
パークボランティア連絡会

「大雪山自然解説マニュアル」を作成し、自然環境保護・保全の意識向上を推進する活動

活動

北海道の山のトイレ問題の啓発活動とフォーラム開催により山岳環境の改善を目指す

活動

こんぶ研究会

北海道沿岸に生育するコンブの培養保存株の作成と、それを用いた“海の森”づくり

活動

旭岳研究会 ゆこまん隊

旭岳山麓において、普及啓発のためのパンフレット作成や観察会などの活動を行う

活動

NPO法人
ビオトープ・イタンキ in 室蘭

身近な自然を復元して、獲物のあるビオトープを作り、子どもたちの健全な成長に寄与する

活動

山のトイレを考える会

羽幌みんなでつくる自然空間協議会

北海道

支援内容・活動内容

「自然空間はぼろ」の池の整備と森づくりを行い、羽幌町本来の自然の復元を目指す

活動

G8サミット市民フォーラム北海道

G8サミットで来道する人たちへ、北海道の環境保全活動を紹介するパンフレットの作成

活動

尻別川の未来を考えるオビラメの会

絶滅危惧種イトウの生息南限である尻別川で、失われた繁殖環境の復元を目指す

活動

NPO法人 タンチョウ保護研究グループ

十勝地方で保護されたタンチョウの野生復帰とその追跡調査を通した普及啓発活動

活動

知床海鳥研究会

ケイマフリを保護するために生息地の内部構造を調査し、積極的な保護対策を実行する

活動

NPO法人 北の海の動物センター

漁業被害実態調査・アザラシの行動調査の結果を、共生策の資料として地元に還元する活動

活動

NPO法人
登別自然活動支援組織モモンガくらぶ

中学生が自然体験活動や共同生活を通して人と自然、人と人とのつながりに気づくキャンプ
の開催

活動

エコ・モビリティ サッポロ

札幌市にて気軽な交通手段となるベロタクシーを運行し、CO2排出量の削減活動を行う

活動

北広島環境市民の会

生ごみ堆肥化の正しい方法を広く普及し、
生ごみの減量と一層の堆肥化を目指す

活動

地球を愛する会＠月形

広報誌の発行、
学習会等の開催、
外部研修会への参加により、
温暖化防止活動を行う

活動

シマフクロウを増やす会

シマフクロウが後世も存続していけるように、保護・保全・普及・啓発活動を行う

2008
NPO

ＮＰＯ法人 ＮＡＴＵＲＡＳ

海から川に遡上し、捕食されて海の栄養を森に運ぶサケを中心に、自然界の栄養循環を学習

2006
NPO

ＮＰＯ法人 藻岩山きのこ観察会

自然生態系の中で森をつくり育てている菌類の観察をし、楽しくごみ拾いを行う

2007
NPO

ＮＰＯ法人 ねおす

公園管理費用を利用者負担とし、ボランティア参加などの仕組みを構築する

2006
自立

NPO法人 北海道海濱美化をすすめる會

北海道の海岸を親子3代で、都市部と地元の連携とともに海浜清掃を行う

清掃

河川愛護団体 リバーネット21ながぬま

会員と町民の賛同者とともに馬追運河をごみのないきれいな川にする活動

清掃

北海道の環境市民活動の支援を目的としたネットワークの構築活動

地域

NPO法人 北海道市民環境ネットワーク
（略称：きたネット）

NPO法人 北海道市民環境ネットワーク（略称：きたネット） 市民団体の活動資金となる助成金への理解を促すための助成金セミナーをきたネットと共
「環境市民活動助成金セミナー」
同主催

地域

NPO法人 北海道市民環境ネットワーク（略称：きたネット）
北海道の環境に関わる市民や団体が、互いの活動や情報を交流するための交流会
「北海道市民環境ネットワーク全道交流会」

地域

11 セブン-イレブンみどりの基金

都道府県
（エリア）

北海道

助成先団体・活動

支援内容・活動内容

分類

支笏湖周辺台風災害・
復興の森づくり実行委員会

2004年9月に台風被害にあった支笏湖周辺の森林再生を、市民が森の育て親になり100ｈ
ａに10万本を植樹。保育活動を継続して実施

自然

認定ＮＰＯ法人 霧多布湿原トラスト

パートナーシップ協定に基づいた霧多布湿原保全活動

自然

札幌大通公園花壇への出展

札幌大通公園の大通4丁目東側に花壇出展

美化

北海道洞爺湖町への
フラワースタンド出展

洞爺湖サミット開催地である洞爺湖町の「花いっぱいおもてなし活動」の支援として、駅前と
湖畔遊歩道にフラワースタンドを出展

美化

北海道で実施されている、海岸、河川、山の一斉清掃活動「ラブアース・クリーンアップ」

美化

北海道森林スポーツフェスタ実行委員会

定山渓の国有林で開催されるエコスポーツと参加者による森林保全活動

広報

NPO法人 白神自然学校一ツ森校

自然遺産白神山地の森林保全活動を通した地球温暖化を討議し、情報発信を行う

活動

NPO法人 いわて森林再生研究会

炭窯をつくり、間伐材を炭に焼いて温暖化防止を図る活動

活動

ＮＰＯ法人 岩手子ども環境研究所

葛巻町にある自然エネルギー教育とエコロジカルな生活教育の場「森と風のがっこう」の組
織基盤拡充

2006
NPO

権現森自然研究会

快適性・安全性を確保するための、遊歩道の刈払い、枝打ち・除伐、枯木・倒木等の除去活動

活動

化女沼2000本桜の会

桜の管理（病害虫駆除・下枝おろし）と環境整備、環境美化活動

活動

「ラブアース・クリーンアップ
iｎ 北海道2008」実行委員会

青森
岩手

宮城

秋田

山形

福島
関東地域

茨城

栃木

群馬

埼玉

NPO法人 いきいき亘理

国道沿線の緑地帯に花壇を造成し、春と秋に季節の花苗に植替え通年植栽管理活動を行う

植花

くりはら花の会

栗原市内高森遺跡周辺の緑化植花活動

植花

東松島市北赤井地区
フラワーロード推進委員会

県道沿いの花壇の植栽および沿道の清掃活動

植花

ボランティア28・うし、とら会

花の植栽・除草管理などを通じて、福祉施設周辺の美化と地域福祉に寄与する

植花

院内地域づくり協議会

雄物川の上流の3ヵ所の橋の上下流域の河川に生い茂っている雑木とヨシ草の除去を行う

清掃

Ｅネットたかはた わー愛

燃費計を装着したレンタカーに乗って、エコドライブを体験・習得してもらい、省エネルギー
化を目指す

活動

ＮＰＯ法人 里の自然文化共育研究所

持続可能な里の自然と文化の形成を目指す、共有と保全活動を行う環境ネットワークづくり

2007
NPO

NPO法人 公益のふるさと創り鶴岡

江戸時代より鶴岡市内に残る外堀堰沿線の環境整備の一環として植栽活動を展開する

植花

マイ夢の花の里づくりクラブ

南遊佐地域（マイ夢の里）に植花し、よりきれいに、心やすらぐ豊かな地域づくり

植花

指首野川水辺の環境推進協議会

昔から市民に親しまれてきた指首野川を浄化し、ホタルやイバラトミヨが棲める川にする活動

清掃

西会津まちづくり応援隊

荒廃した畑地・林地を整備し、子どもたちに植林・自然との係りについて体験学習を行う

活動

NPO法人 奥会津金山あそびのがっこう

妖精の里に相応しい花咲き乱れる公園整備を目指し、除草、植樹、植花を重点に実施する

植花

環境市民活動助成金セミナー

市民団体の活動資金となる助成金への理解を促すための助成金セミナーを主催

地域

エコ・グリーンピア

花苗生産・花壇作りを通じ、花を介した交流で住環境の改善に努める

植花

NPO法人 ふれあいネット会

公共図書館周辺をプランターに植栽した花で飾り、情操教育や環境美化の進展を目指す

植花

小貝川・花とふれあいの輪

小貝川堤の荒地を花の公園に変える活動を通して、環境美化への実践と啓蒙を行う

植花

子供の遊び応援団

市内の公園・遊歩道の花植え、美化活動

植花

ＮＰＯ法人 アサザ基金

アサザプロジェクトによる霞ヶ浦・北浦の環境改善活動推進のための事務所費・専従スタッフ
費の事務局経費を支援

自然

（財）日光杉並木保護財団

特別史跡、特別天然記念物「日光杉並木」の保護活動

自然

環境こつこつ市民の会

試作した回収設備を回収拠点で試験運用し、設備の確立と運用ノウハウの構築を行う

活動

粕川フラワーロードの会

温暖化防止とエコイベントを目指すため、リユース食器の貸出しを通した3Ｒの啓発活動

活動

上州高山・竹倶楽部

竹炭、竹粉などを生産し、代替エネルギー、肥料などとして生かし里山の整備を図る

2008
NPO

紫陽花を育てる会

国道254号線沿線の山林への紫陽花苗木植え付けによる緑化、景観整備および管理活動

植花

粕川フラワーロードの会

不法投棄防止と花と緑あふれる街づくりを目的に、粕川右岸にガーデンや花の道を作る活動

植花

NPO法人 和光・緑と湧き水の会

冊子「和光の緑と湧き水」を出版し、身近な自然の保全と活用の促進を目指す

活動

NPO法人 埼玉ツーリズム協議会

荒れ地が多くなっている里地で、古民家を拠点に大都市との交流を含めた活性化事業を行う

活動

NPO法人 里山環境プロジェクト・はとやま

産・官・学・住の連携と協働による「里山環境を資源としたまちづくり」のための啓発活動

活動

海の生き物を守る会

日本の砂浜環境を保全し、白砂青松を復活する活動を市民と科学者が共同で行う

活動

もりと水の源流文化塾

豊かな自然と地域の暮らしを保全するとともに活用し、地域の活性化に繋げる活動

活動

わくわく自然冒険クラブ

子どもの自然体験活動およびエコ啓蒙活動

活動

百年の森づくりの会

県内荒川流域の森林に落葉広葉樹を植栽し、緑化推進を図ると共に、啓蒙活動を実施

2008
NPO

新方川をきれいにする会 芝桜部会※

新方川河川敷に芝桜を植え、地域の憩の場所にする活動

植花

※入金・助成決定発表後に辞退のお申し出があり、返金していただきました。
（2008年5月20日付）
2008年度 活動報告書
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2008年度（平成20年度）都道府県別助成先団体と活動一覧

都道府県
（エリア）

助成先団体・活動

支援内容・活動内容

分類

「泳げる印旛沼に！」を目標に筏に植物を栽培し水質浄化を図る。また筏の開発、浄化システ
ム調査方法の確立を行う

2008
モデル

きれいな千倉海岸を守る会

「ちくらビーチ・クリーン・キャンペーン」に必要な軍手とごみ袋を提供

美化

鏡ヶ浦をきれいにする会

「湾岸まるごとゴミ拾い with 鏡ヶ浦クリーン作戦」に軍手とごみ袋を提供

美化

NPO法人 印旛野菜いかだの会
千葉

NPO法人 地球緑化センター

市民ボランティアによる富士山自然休養林の人工林の整備活動

活動

永山駅前雑木林 保全育成の会

観察路づくりと樹名ラベルの取り付け、パンフレットの作成

活動

NPO法人 樹木・環境ネットワーク協会

さまざまな活動主体と協働し、和歌山の本来の潜在植生である常緑照葉樹の森づくりを行う

活動

NPO法人 日本森林管理協議会

世界の自然環境と森林破壊問題そして森林認証制度を学ぶ連続セミナーの開催

活動

NPO法人 杜の会

炭焼きと炭を使った大地の環境改善作業を学び、地域の問題解決と豊かな地域づくりを行う

活動

NPO法人 国際ボランティア学生協会

地元の住民、団体、企業、自治体、大学生会員による九十九里浜全域の清掃活動

活動

NPO法人 地域自然情報ネットワーク

東京の地域を代表する生態系をその成り立ちもふまえて抽出し、GISマップを作成公表する
活動

活動

NPO法人 玉川まちづくりハウス

民有地の緑を住民自らの力で保全するための基金の創設とその理念の普及活動

活動

多摩川流域の小学校が参加する子どもシンポジウムの冊子の発行

活動

「狛江水辺の楽校」運営協議会

東京

神奈川

新潟

石川

福井

山梨

NPO法人 国立市動物調査会

韮崎市周辺において、児童約30名を対象にオオムラサキ等の昆虫の生態観察会を行う

活動

カーフリーデージャパン

広報活動の充実により幅広い市民が参加したカーフリーデーアジア会議の開催

活動

ＮＰＯ法人 生態工房

武蔵野台地をフィールドに、失われた自然環境の復元を行い、その技術を確立する

2006
自立

ＮＰＯ法人 ECOPLUS

新潟県南魚沼市の山村で地元の人々が伝え持ってきた自然と共生をする技と知恵を提供

2007
自立

NPO法人 渋谷さくら育樹の会

桜並木坂道のさくら通り両脇に植花する活動

植花

NPO法人 地球こどもクラブ

次代を担う子どもたちと一緒に河口湖畔にて、植樹活動および自然体験学習を実施

植花

NPO法人 芦花公園花の丘友の会

地域文化の向上と活性化、地球温暖化防止、環境の保全、自然環境の保護などを行う

植花

練馬石神井川かるがも友の会

練馬石神井川をきれいにし、緑とかるがもと鯉にやさしいやすらぎのある水辺の環境をつく
る活動

清掃

一学一山運動実行委員会

全国各地の大学が連携した各地にまたがる自然環境保護運動

自然

ＮＰＯ法人 東京緑樹木医プロジェクト

千代田区内3,000本の桜を守るために、
「さくら教室」の開催や桜の保全管理活動

自然

NPO法人 園芸アグリセンター

東京都三宅島の噴火災害の復元活動

美化

NPO法人 四十八瀬川自然村

森林整備の充実による間伐材の有効利用とグリーンツーリズム化を図り、循環型社会を目指す

活動

NPO法人 山の自然学クラブ

1996年9月の台風17号による風倒被害地での自然林復元活動

活動

NPO法人 鶴見川流域ネットワーキング

鶴見川流域の環境活動や治水・環境関連施設をスタンプラリーでつなぐ学習プログラムの実践

活動

水仙の会

水仙の植付（草刈、開墾、植付）

植花

萩桜会

地域に桜と萩を植えて地域環境を守り次代に継げていく活動

植花

NPO法人 鶴見川流域ネットワーキング

鶴見川流域各所（川崎市、横浜市、東京都町田市など）における環境整備・美化活動

清掃

ＮＰＯ法人 緑のダム北相模

FSC(森林管理協議会)の精神に沿い、新しい森林創生事業を創出する事業を支援

美化

NPO法人 かまくら緑の会

国史跡であり、鎌倉市のメインロードである若宮大路に花を植える活動

植花

ＮＰＯ法人 かまくら緑の会

鎌倉地域清掃活動「若宮大路グリーン・クリーン運動」を実施

美化

平作川クリーン大作戦実行委員会

平作川流域を中心とした清掃活動に必要な軍手とごみ袋を提供

美化

大佐渡放牧トラスト

牛放牧の減少で荒廃した草原の再生を図るための草刈り作業および現地調査活動

活動

NPO法人 エコネット上越

ごみの減量化や省エネルギーを買い物の時点から考える活動の普及

活動

ＮＰＯ法人 五泉トゲソの会

イバラトミヨ保護のため、観察会の開催や土水路掘りによる生息地確保などを実施

2006
NPO

いずみ福祉園保護者会

保健防砂保安林内の地域交流施設「こんぺいとう」周辺を緑で潤った、憩の場所とする

植花

長岡市花いっぱいフェア開催協議会

花によるまちづくりや人づくりに取り組んでいる団体を紹介し、花いっぱい運動の輪を広げる

植花

NPO法人 新潟水辺の会

会員、住民と共に、川の水面に浮かぶごみ、堤防上のごみの回収を行う

清掃

NPO法人 おとぎの杜

自転車補修・点検活動で「資源は有限、環境保護は身近から」のエコサイクルを確立する

活動

NPO法人 里豊夢わかさ

持続的な環境保全活動ができる里地里山をもった癒しの農山村の復元を目指す

活動

NPO法人 三国湊魅力づくりPJ

持続可能で汎用性のある里山保全方法を構築し、荒廃した三国湊の里山景観を再生する活動

活動

水辺と生き物を守る農家と市民の会

里地里山保全再生に向けた全国のNPOや団体、専門家、農業者、自治体による研修会を開
催する

活動

NPO法人 えがおつなげて

生産から販売・消費において、環境に負荷を掛けない食料流通システムのモデルを構築する

活動

猿橋駅周辺の環境を守る会

花いっぱい運動により、明るく心豊かな生活環境をつくる

植花

13 セブン-イレブンみどりの基金

都道府県
（エリア）

長野

東海
地域

富士山
地域

岐阜

静岡

愛知

助成先団体・活動

三重

滋賀

京都

林内に放置される間伐材を薪として利用し、その利用者、収益により森づくりを行う

活動

田毎の月棚田保存同好会

荒廃地の棚田を復活させ、農業の大切さを理解し、人とのふれあいを深め棚田を保全する

活動

NPO法人
北アルプスネイチャートラスト

一の瀬牧場の草原景観の復元および野生動物との住み分けを図るための藪の刈り払い活動

活動

NPO法人 森のライフスタイル研究所

全国的な平地林保全活動の活性化と支援を目的としたイベントの開催、活動団体との連携活動

活動

NPO法人
グリーンウッド自然体験教育センター

ワークショップにより「森のようちえん（幼児の野外保育）
」の可能性を探る活動

活動

農具川環境美化委員会

農具川の両岸に本年1,600株のアヤメ植栽計画、全体で１万株を目標に活動する

植花

白馬郷土山野草友の会

白馬に自生する山野草で官地を美化する活動

植花

ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター

東海3県の環境市民活動の支援を目的としたネットワーク構築活動

地域

ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター
「環境市民活動のための助成金セミナ－」

市民団体の活動資金となる助成金への理解を促すための助成金セミナーをNPO法人地域の未
来・志援センターと共同主催

地域

ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター
「環境・地域サミット in 高山 2008」

東海地域の市民団体が、互いの活動や情報を交流するための交流会

地域

ＮＰＯ法人 富士山クラブ

富士山地域での総合的な環境活動

自然

NPO法人 長良川環境レンジャー協会

身近な自然とふれあい遊び、体験を通して人と環境の関わりについて学び理解を深める活動

活動

NPO法人 WOOD AC

地域の木造住宅の省エネルギー・安全等の質の向上を目的とした体験型セミナーの開催

活動

NPO法人
いびがわミズみずエコステーション

一級河川揖斐川の本流および支流を清掃し、アユの放流を行う

清掃

南アルプス高山植物保護
ボランティアネットワーク

固有種や南限種に富む南アルプスの高山植物を次代に引き継ぐための保護活動

活動

NPO法人 ホールアース研究所

農林業などの作業を通し、農山村の住民と国内外の若者の交流、相互理解を推進する活動

活動

とみつか未来塾

ふるさとの自然の中で地域とふれあい、21世紀を担う子どもたちを育む活動

活動

たけのこっちクラブ

四季折々のさまざまな自然体験活動を通して、環境学習を行う

活動

未来創りねっとわーく なの花クラブ

菜の花による地域に根ざした循環型社会づくり

活動

NPO法人 地域づくりサポートネット

住民が道やまちの状態を点検し「簡易な応急処置」を行い、清潔で美しい地域にする活動

活動

ＮＰＯ法人 サンクチュアリエヌピーオー

飲料水のデポジット販売を通して空容器・ごみのポイ捨て防止と文化財保全啓発を行う

2007
モデル

岩崎里山の会

人の手が入らず荒廃した里山・里地にて、雑木・下草を整理し活気ある姿に戻す活動

活動

伊勢・三河湾流域ネットワーク

環伊勢湾をモデルに、東アジア地域5ヵ国語の生物多様性保全のためのテキスト等を作成

活動

NPO法人 表浜ネットワーク

アカウミガメの上陸する表浜海岸をワイズユース（賢明な利用）の理念に基づき保全する

活動

水野地域まちづくり協議会

市道上水野、本郷線の歩道植栽帯における植花活動

植花

NPO法人 かすがいネイチャー

絶滅危惧種ニホンリス・ギフチョウの棲む高森山公園、みろく山麓における住民による美化活動

清掃

地域環境活性化協議会

空き缶や吸殻などのごみ拾いや雑草取りなどを定期的に行う

清掃

近畿2府4県の環境市民活動の支援を目的としたネットワークの構築活動

地域

NPO法人 近畿環境市民活動相互支援センター（通称：エコネット近畿） 市民団体の活動資金となる助成金への理解を促すための助成金セミナーをエコネット近畿と
「環境市民活動のための助成金セミナ－」 共同主催

地域

NPO法人 近畿環境市民活動相互支援センター（通称：エコネット近畿） 近畿地域の環境に関わる市民や団体が、互いの活動や情報を交流するための交流会をエコ
「近畿の環境団体情報交流会」
ネット近畿と共同主催

地域

NPO法人 森林の風

人工林の再生のための、水源の森プログラムを作成し、きこりを育成する講座を開設

活動

NPO法人 四日市農地活用協議会

耕作放棄地を市民農園として活用できるように整備する活動

活動

雲出川フロンテー

雲出川沿いの集落を尋ね自然地域等の実態を観察し、環境学習を行う

活動

草津塾

葉山川の水環境と流域の多くの人たち・子どもたちの親しめる水辺づくりを行う

活動

NPO法人 モスグリーンECO

コケ等のグランドカバープランツの栽培加工で建物の屋上、壁面、駐車場緑化を行う

活動

みどりの会桃山

栗東市荒張地区の共有林の間伐枝打作業

活動

小学校への出前授業、ビオトープの保全、竹林の整備と環境保全活動

活動

薪く炭くKYOTO

森林バイオマスの体験学習プログラムの提供および勉強会やイベントの実施による普及啓発

活動

ヴィレッジ・トラスト・つくだ農園

環境に優しい「食」と「農」の体験学習、マップ、ネットワーク作り、情報発信を行う

活動

使用済み天ぷら油の回収を通した、市民主導型の環境啓発活動

活動

環境の都づくり会議
「ビオトープPJT・竹林再生部会」

NPO法人 エコネット丹後
大阪

分類

NPO法人 薪の会

NPO法人 近畿環境市民活動相互支援センター
（通称：エコネット近畿）
近畿
地域

支援内容・活動内容

幼児と自然ネットワーク
NPO法人 オーシャンゲート ジャパン

「自然と生活と人を結ぶ」をテーマにした公開研究会開催と保育者向け実践事例集の作成
海と森と人とのつながりを学ぶ体験教室とセーフティサポーター養成コースの開催

活動
活動

2008年度 活動報告書
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2008年度（平成20年度）都道府県別助成先団体と活動一覧

都道府県
（エリア）

大阪

兵庫

奈良

和歌山
鳥取
岡山

広島

助成先団体・活動

支援内容・活動内容

分類

クワガタ探検隊

日本古来の自然観に基づく、カブト虫・クワガタ虫との体験学習

2008
NPO

金剛の自然環境を守り育てる会

地域公園の緑化・植樹活動

植花

花の世話人 OUR GARDEN コアテイ

公園内花壇の手入れと、周辺の清掃活動

植花

桃谷連合自治会 さんさん倶楽部

花や緑を育てるかたわら、老若男女が和める地域活動の一環としての緑化植花活動

植花

ロマンチック街道21世紀の会

約2㎞のロマンチック街道の街路樹マス（350ヵ所）を花でいっぱいにする活動

植花

NPO法人 あい・すまいる淀川
高齢者・障害者自立支援センター

白杖・車椅子使用者が多い地域のごみ・糞等の掃除・ペットマナーの呼びかけを行う

清掃

三ノ瀬総合型スポーツクラブ

地域住民同士のスポーツや文化イベントを通じて、三ノ瀬公園周辺の清掃美化を行う

清掃

櫻守の会

里山を整備し、生態系の保全、地球温暖化防止などの貢献活動

活動

日本ハンザキ研究所

オオサンショウウオ研究施設およびあんこうミュージアム施設の整備と自主運営活動

活動

NPO法人 野生生物を調査研究する会

猪名川流域における自然学習用の副読本を作成し、小中学校へ配布。教員向け環境講座を
開催

活動

NPO法人 ピア・しんぐう

地域を構成する高齢者、担い手、学生が主体となり、地域で遊休化した農地を再生する

活動

NPO法人 六甲山の自然を学ぼう会

六甲山の自然を教材とした子ども向けネイチャークラフト、ネイチャーゲームなどの実施

活動

グリーンランド・プロジェクト 実行委員会

都市緑化を自然農法で育てられた植物（野菜など）で行い、都市の生産自給率も高める活動

活動

NPO法人 天然主義

山と畑をワークショップで整備しながら、親子のための環境教育フィールドをつくる

活動

500人委員会板宿会

地域の花壇を美しく維持管理し、植物にかかわる内容で講座を開催する

植花

道場桜づつみを守る会「花いっぱいの会」 花の植栽を通じてまちづくりを実施

植花

NPO法人
コミュニティ・サポートセンター神戸

駅前等における深刻なごみ投棄を、本活動を通じてその解消を目指す

清掃

ＮＰＯ法人 メリーポピンズの会

花と緑を通じて、新しい地域社会を創立するネットワーク事業に必要な経費を支援

美化

奈良・人と自然の会

市街地の管理不十分な里山を住民と共に整備、自然環境の復旧・維持保全の活動

活動

NPO法人 東洋蝙蝠研究所

環境省レッドリスト種に指定されたコウモリの生息実態を調べ、保護策を勘考し実施する

活動

NPO法人 山野草の里づくりの会

親子で里山の自然に触れ、自然から学ぶ体験活動

活動

グリーンスポーツ奈良

広場に芝生を植え、各家庭の空地・空間にも広げ地球温暖化防止の輪を広げる

2008
NPO

NPO法人 奈良ネイチャーネット

奈良県内の産官学民が連携し、菜の花・バイオマスの利用による環境負荷の低減社会の実現
を目指す

2008
モデル

NPO法人 World Human Bridge

地域のごみを拾いながらウォーキングし、異世代間の親睦交流・環境問題に対する意識を高
める活動

清掃

グリーンボランティアならクラブ

矢田山遊びの森内の駐車場周辺、芝生広場、自然研究路のごみ拾いと整備

清掃

ＮＰＯ法人 紀州えこなびと

子どもたちが試乗できるソーラーカーを製作し、体感型学習による人材育成の実施

2007
NPO

グリーンクラブ

風致地区・文教地区を巡る道に植栽を施し、
「みんなの散歩道」を整備する活動

植花

NPO法人 中海再生プロジェクト

小中学生を対象にポスターを募集し、表彰・展示を行う普及啓発活動

活動

NPO法人 21世紀の環境づくりを進める会

歩道・緑地帯での草花の植栽管理

植花

NPO法人 おしあげ

美しいごみのない地域を目指した障害者の社会参加活動

清掃

西条・山と水の環境機構

憩いの森公園を中心とした龍王山一帯の森林整備と除伐材の有効利用を行う

活動

NPO法人 グリーンラインを愛する会

公園・遊歩道・沿道の枯木・危険木・竹林などの伐採木再利用、ごみの不法投棄監視・収集活動

活動

ＮＰＯ法人 環・太田川

情報誌、学習会を通して、流域住民が「太田川」を知り相互の交流を図る

2007
NPO

NPO法人 ひろしま自然学校

西中国山地の地域との連携による小麦をテーマとした食を通した体験型環境学習

活動

ごみ５R推進本舗

循環型社会形成を通じて、環境保全、環境学習および啓発活動、政策提言を目的として活動

清掃

広島市内パートナー花壇出展

広島市内の4ヵ所に「パートナー花壇」を出展

美化

周東里山の会

溜め池沼を昭和20年代の状態に再生した里山ビオトープづくりと子どもたちへの里山文化
伝承活動

活動

美竹林ボランティア錦川

竹薮を整備し、かつて日本三大美竹林と称賛された美竹林を再生し市民の憩の場とする活動

活動

西祖谷山村連合婦人会

花壇、道路わき26ヵ所＋50個プランターに5,600本の植花を行う

植花

奉仕橋かもクラブ

花壇4つと花園で「いやしの花園づくり」を行う

植花

香川

NPO法人
香川ボランティア・NPOネットワーク

環境保全の座学と実践を地域の共同体と協働で行う環境学習およびコミュニティー創造

活動

三谷地区コミュニティ協議会

花や樹木を育てて、ごみの不法投棄を撲滅する活動

植花

愛媛

NPO法人 石鎚森の学校

西日本最高峰・日本百名山・日本7霊山の１つである石鎚山の７合目成就地区への植樹

植花

山口

徳島

15 セブン-イレブンみどりの基金

都道府県
（エリア）
高知

九州
地区

福岡

助成先団体・活動
NPO法人 いきいきみはら会

支援内容・活動内容

分類

多くの方々の交流の場に通じる道を、緑化植花活動により、心和むロードに育てる

植花

四万十つるの里づくりの会

四万十川に飛来するツルの越冬地づくり

自然

九州環境サポートセンター

九州の環境市民活動の支援を目的としたネットワークの構築活動

地域

九州環境サポートセンター
「環境市民活動のための助成金セミナ－」

市民団体の活動資金となる助成金への理解を促すための助成金セミナーを九州環境サポー
トセンターと共同主催

地域

九州環境ボランティア会議実行委員会
「九州環境ボランティア会議 in 春日」

九州地区の環境活動団体の交流を深め、情報交流により課題解決を図る会議を九州環境ボ
ランティア会議実行委員会と共同主催

地域

九州森林スポーツフェスタ実行委員会

福岡県糟屋郡篠栗町若杉山国有林地域で開催されるエコスポーツと参加者による森林保全
活動

広報

NPO法人 北九環浄研

酸性雨の被害を、竹炭のアルカリにより中性化し、浄水・土壌改良を行う

活動

NPO法人 あんしんまちづくりの会

放任竹林を整備し（環境保全）、竹林生産物による地域との交流活動

活動

農と自然の研究所

田んぼの草の多様な役割に着目し、田んぼの総合管理のためのガイドブックを発行する

活動

久岐の浜 クリーングループ

環境美化、花の街、まちの活性化を目指し、地域ぐるみで花づくりを実施

植花

こども病院フラワーボランティア

こども病院の花壇整備と近辺の老人施設への園芸福祉活動

植花

NPO法人 遠賀川流域住民の会

遠賀川上流から下流の流域住民に呼びかけ、芦屋海岸の清掃と交流を行う

清掃

NPO法人
ボランティアネットワークすくらむ

毎月15日、運動公園までウォーキングしながら、道路沿いや公園内のごみ回収を実施する

清掃

那珂川に清流とホタルを
よみがえらせる会

那珂川の水質調査・汚水防止の巡視・清掃、ホタル公園清掃活動

清掃

虹の会高炉台公園愛護会

高炉台公園南側一帯の清掃活動

清掃

東区マナーアップサークル香椎来い

放置自転車の整理防止、違法広告物の撤去、空き缶・タバコの吸殻・ごみの収集などの活動

清掃

NPO法人 夢の学校をつくる会

子どもたちが豊かなこころとからだを育むための自然体験や社会体験の活動

活動

佐賀

NPO法人
唐津環境防災推進機構KANNE

リユース食器利用による、ごみ排出抑制、資源の節約、利用者の意識改善・啓発

活動

長崎

NPO法人 長崎街道松並復元会

伊能忠敬の測量、吉田松陰の往来した長崎街道に昔の松並木を復元する活動

活動

NPO法人 こころの森

里山の整備活動（川の清掃・田畑の復元）

活動

地域を流れる白川の自然環境を子ども・学生・住民共生の体験学習による再生活動の推進

活動

NPO法人 水辺楽校福祉ネット西原
熊本

大分
宮崎
鹿児島

エコ村伝承館

「衣・食・住」に密着した環境学習の実施と実践的な講師の人材育成

活動

環境ネットワークくまもと

「持続可能な熊本への提案」の実現にむけた環境保全活動

2008
NPO

NPO green bird 熊本チーム

集合・解散場所である公園の美化と路上のごみ拾い、不法投棄の通報などの活動

清掃

原口 昭

ラムサール条約登録湿地のタデ原・坊ガツルの土壌環境撹乱要因の解析と植生変遷の予測

自然

中津クリーンアップ作戦

定期的に行っている清掃活動に必要な軍手とごみ袋を提供

美化

大塚台西３丁目地区
高齢者クラブひいらぎ会

地区内幹線道路、空地、公園などにおける清掃美化活動の推進

清掃

ＮＰＯ法人 屋久島うみがめ館

屋久島のウミガメの生態調査や、生息環境保全活動の専従スタッフ費を支援

自然

全国エリア対象の活動実績
都道府県
（エリア）

全国

助成先団体・活動

支援内容・活動内容

分類

第11回
環境ボランティアリーダー海外研修

環境ボランティアリーダーのスキルアップを支援するため、
ドイツの環境市民団体から組織運
営や資金調達を学ぶ研修を実施

VL

第3回
環境ボランティアリーダー会議

環境ボランティアリーダー海外研修参加者の専門性を効果的に活かし、活動を推進していく
ための会議を開催

VL

（財）ボーイスカウト日本連盟
セブン&アイHLDGS .
全国一斉清掃活動

スカウトが参加する全国一斉空き缶・ペットボトル回収活動

美化

セブン-イレブン加盟店オーナーや従業員をはじめ、イトーヨーカドーやそごう、西武百貨店な
どグループ全社よる全国一斉清掃活動

美化

広報誌『みどりの風』

「人と自然」
「自然環境と地域社会」をテーマにした広報誌『みどりの風』を年4回発行

広報

セブン-イレブンみどりの基金
環境学習教室

“環境”をテーマにした体験型環境学習教室を通じて、社会貢献活動への参加の機会を提供
する

学習
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