
単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額

1
緑のボランティアの森」記念造成事業
さがみの森２１ ((継続))

神奈川 フォレスト２１連絡協議会 東京 5,000

2
緑のボランティアの森」記念造成事業
いずみの森２１ ((継続))

大阪 いずみの森連絡協議会 大阪 5,000

3
緑のフィランソロピーの森造成事業
富士山緑の募金の森造成事業

静岡
富士山緑の募金の森造成事
業実行委員会

東京 9,000

4
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（丹沢水源の森整備事業）

神奈川
丹沢で共生の森づくりを進め
る会

神奈川 3,500

5
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（麻生平水源の森整備事業）

東京 東京緑化推進委員会 東京 2,000

6
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森 （滑山共生の森整備事業）

山口 徳地町森林組合 山口 2,470

7
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森 （丹沢共生の森整備事業）

神奈川
丹沢で共生の森づくりを進め
る会

神奈川 2,500

8 市民参加による里山再生事業 ((継続)) 兵庫 ひょうご森の倶楽部 兵庫 3,000
9 森林整備合宿の集い ((継続)) 青森 （社）青森県緑化推進委員会 青森 1,000
10 森林整備合宿の集い ((継続)) 埼玉 （社）埼玉県緑化推進委員会 埼玉 1,000
11 森林整備合宿の集い ((継続)) 山梨 （財）山梨県緑化推進機構 山梨 1,000
12 森林整備合宿の集い ((継続)) 和歌山 （財）和歌山県緑化推進会 和歌山 1,000
13 森林整備合宿の集い ((継続)) 徳島 （社）とくしま森とみどりの会 徳島 1,000
14 森林整備合宿の集い ((継続)) 福岡 （財）福岡県緑化推進機構 福岡 1,000

15 さわやかボランティア間伐の森 ((継続)) 大阪
さわやかボランティア間伐の
森実行委員会

大阪 3,000

16 鹿食害防止作戦 ((継続)) 栃木 栃木県森林被害対策協議会 栃木 1,000
17 水源の森整備グリーンカレッジ((継続)) 愛知・長野 中日森友隊 愛知 2,000

18 市民参加による豊かな共生の森林づくり((継続)) 北海道
北の森２１運動道東地方実
行委員会

北海道 3,000

19 山村と都市を結ぶ森林づくり ((継続)) 東京 創夢舎 埼玉 300
20 荒れた林地の保全ボランティア ((継続)) 東京 浜仲間の会 東京 300

21 山と緑の協力隊((継続))
関東・中部
森林管理
局管内

地球緑化センター 東京 2,000

22 草刈リ十字軍 ((継続)) 富山 農業開発技術者協会 富山 1,500
23 宮川流域再生-宮川の森林づくり事業 ((継続)) 三重 三重県漁業協同組合連合会 三重 2,000
24 台風被害林再生ボランティア ((継続)) 福岡 福岡ＹＭＣＡ 福岡 1,500
25 忠別川上流森林整備事業((継続)) DC 北海道 北の森２１運動の会 北海道 2,000
26 「山と海・交流の森」造成事業((継続)) 青森 大畑町林業振興対策協議会 青森 2,000
27 子供の夢を育む気仙川水源整備事業((継続)) DC 岩手 住田町林業振興協議会 岩手 2,000
28 技術体験の森づくり((継続)) 秋田 秋田県林業公社 秋田 2,200
29 「全国緑化行事発祥の地」整備事業((継続)) DC 茨城 緑と木に親しむ会 東京 2,000

30 青少年による丹沢の緑の回廊づくり ((継続)) DC 神奈川
丹沢の緑を育む集い実行委
員会

神奈川 1,700

31 「志木の森」づくり ((継続)) 三重 志木の森実行委員会 埼玉 2,000
32 赤目の里山再生試策事業 ((継続)) 三重 赤目の里山を育てる会 三重 1,000
33 田中山被災林緑化活動 ((継続)) 滋賀 みどりの会桃山 京都 1,000
34 親子が集う恵みの森づくりキャンペーン((継続)) DC （高知） 恵みの森づくり実行委員会 高知 2,000
35 健やかな森づくり事業((継続)) 高知 森林救援隊 高知 2,000

36 京築の森林づくり事業((継続)) 福岡
ハローグリーンけいちく―み
どりの応援隊―

福岡 600

森林の整備

●平成11年 緑の募金事業（中央事業）の実施状況

平成１1年は、次のとおり全国の民間ボランティア団体等が実施する我が国内外での森林づくり事業の支援のた
め交付いたしました。



37 小中学生体験交流の森づくり DC 岩手 ゆうなっこの森を育てる会 岩手 2,000

38 どんぐり植樹・育林活動
岐阜、静

岡
ドングリの会 岐阜 2,000

39 富士山の森再生実験活動 静岡 富士山自然の森づくりの会 静岡 1,500
40 鳳来・つげ野「いろいろの森」造成事業 DC 愛知 つげ野の森市民ネットワーク 愛知 2,000

41 湖国の森林づくり DC 滋賀
琵琶湖・淀川水源林整備実
行委員会

滋賀 3,000

42 青年ボランティアによるスギ美林育成活動 京都
林業ボランティア団体杉良太
郎

京都 300

43 大阪みどりのアクティビティー’９９森づくり体験編 大阪
第２３回全国育樹祭大阪府
実行委員会

大阪 3,000

44 「シカとの共存の森」整備事業 島根 島根県シカ被害対策協議会 島根 500
45 都市住民による里山マツ林整備事業 広島 ひろしま人と樹の会 広島 1,300

46 都市と山村交流の森造成事業 DC徳島
美馬町交流の森造成事業実
行委員会

徳島 3,000

47 もやいの森づくり 熊本 水俣市久木野地域振興会 熊本 1,800

48 青少年による野鳥の森整備事業 DC大分
香々地青少年野鳥の森整備
事業実行委員会

大分 2,000

49 水を育む広葉樹の森林づくり事業 鹿児島 （社）鹿児島県森林整備公社 鹿児島 2,500

単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額

1 緑の社会貢献フォーラム（さとやまフォーラム） 大阪
「さとやま」フォーラム実行委
員会

大阪 2,000

2
地球温暖化防止に向けた森林づくり（世界遺産
登録地（白神の森）の整備）

DC 青森 自然・文化創造会議／工場 群馬 3,000

3
地球温暖化防止に向けた森林づくり（地球温暖
化防止に向けた植樹交流）

山形
地球温暖化防止に向けた植
樹交流実行委員会環境運動
推進特別委員会

東京 1,550

4 緑のフレンドシップ推進事業 岡山
緑のフレンドシップ推進事業
実行委員会

岡山 4,000

5
被災地緑化推進事業 雲仙普賢岳被災地緑化プ
ロジェクト((継続))

DC 長崎
深江町「再生の森」づくり実
行委員会

長崎 15,000

6 日光杉並木樹勢回復事業((継続)) 栃木 （財）日光杉並木保護財団 栃木 2,000

7 体験の森林づくり事業((継続)) 岐阜
みの国民参加の森林づくり
を進める会

岐阜 2,000

8 グリーンパートナー定着促進事業((継続)) 福岡
福岡県林業研究グループ連
合会

福岡 1,500

9 子供たちによるマツ林再生事業((継続)) DC 新潟 お幕場整備実行委員会 新潟 2,000

10 荒廃二次林修景整備事業((継続)) DC 奈良
グリーンボランティアならクラ
ブ

奈良 1,700

11 熊野国際技術移転の森林づくり((継続)) 和歌山 熊野森林文化国際交流会 和歌山 1,000
12 元気が育つ北の森づくり DC 北海道 北の森２１運動の会 北海道 2,000
13 ２０００年どんぐりの森づくり DC 福島 校舎のない学校 福島 1,500

14 学生による国際交流の森づくり
東京、大
阪、福岡

ＮＩＣＥ（国際ワーキングキャ
ンプ日本事務局）

東京 1,800

15 御蔵島チルドレン・フォレスト運動 東京 巨樹の会 東京 1,800

16 緑の少年団による「千年の森づくり」 DC 福井
八ツ杉「千年の森づくり」実
行委員会

福井 3,000

17 県境開通記念交流緑化事業 埼玉・山梨 三富村緑化推進委員会 山梨 1,400

18 森林ボランティア交流事業 長野
長野県林業研究グループ連
絡協議会

長野 400

19 緑の少年団によるカエデの森づくり事業 DC 岐阜
明智町カエデの森づくり実行
委員会

岐阜 2,000

20 ふれあい環境林造成事業 DC 三重 四日市南ロータリークラブ 三重 2,000

緑化の推進



21 「みんなで創る恵の森」事業 滋賀 遊林会 滋賀 1,600
22 水源とふれ愛の森林づくり 滋賀 ＮＰＯ自然と緑 大阪 1,200
23 子供たちの夢をつなぐ被災地跡の森づくり DC 奈良 山添村緑の文化協会 奈良 2,000

24 岡山グリーンカレッジinひるぜん 岡山
エコファミリー養成講座実行
委員会

岡山 2,000

25 芦田川源流植林事業 DC 広島 福山平成ライオンズクラブ 広島 1,000
26 青少年による蒼社川水源の森造成事業 DC 愛媛 今治地方水と緑の懇話会 愛媛 3,000

27 小中学生による三里松原保全活動 DC 福岡
三里松原防風保安林保全対
策協議会

福岡 1,100

28 日韓文化交流の森づくり事業 長崎 豊玉町緑化推進協議会 長崎 2,500

29 緑の少年団による緑と小鳥の森林づくり DC宮崎
ひなもり台県民ふれあいの
森

宮崎 2,500

30 居住環境緑化事業 東京 サンシティー管理組合 東京 500
31 大都市圏幼稚園における緑化普及啓発事業 東京 花と緑の募金協力会 東京 1,300

32 コミュニティ・フォレストづくり事業
栃木、埼
玉、静岡

Mori Mori ネットワーク 東京 2,100

単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額
1 緑の募金国際協力の森造成事業 インドネシ

ア
（財）国際緑化推進センター 東京 5,000

2 南西アジア山岳村落周辺植林計画((継続)) パキスタン ヒマラヤン・グリーンクラブ 滋賀 5,000
3 サヘルグリーンベルト造成事業((継続)) マリ サヘルの会 東京 5,000

4
中国都市周辺環境林造成事業 （上海環境林造
成）

DC 中国
上海環境林造成事業実行委
員会

東京 5,000

5
中国都市周辺環境林造成事業 （北京日中友好
の森づくり）

DC 中国
北京日中友好の森づくり実
行委員会

大阪 5,000

6 南インド湿原周辺荒廃森林保全事業 インド （財）オイスカ 東京 5,000
7 チャド協同組合育苗支援プロジェクト((継続)) チヤド 緑のサヘル 東京 1,900
8 マンハン沙漠植林((継続)) 中国 沙漠植林ボランティア協会 岩手 2,600

9 「子供の森」計画支援事業((継続))

パプア
ニューギニ
ア・バンク
ラディシュ

（財）オイスカ 東京 3,000

10 日中共同桜友誼林造成事業((継続)) 中国
日中共同桜友誼林建設保存
協会

三重 900

11 マノボ族植林・果樹プロジェクト((継続)) フィリピン 少数民族里親の会 大阪 2,300
12 ツルガオ地区植林支援事業((継続)) フィリピン （財）キープ協会 山梨 1,100

13
ヌエバシジャ熱帯林再生のための造林山岳民の
環境教育((継続))

フィリピン ＩＣＡ文化事業協会 東京 1,100

14 ブラジル大西洋熱帯林再生造林((継続)) ブラジル 日本ブラジルネットワーク 東京 1,800

15 寒帯林植林継続事業((継続)) ロシア
むさしの・多摩ハバロフスク
協会

東京 2,200

16 コンゴ・シナングァ中・高校学校林事業((継続)) コンゴ
SAVE AFRICA PROJECT「ア
フリカ村おこし運動」

三重 1,100

17
中国黄土高原における緑化協力（植物見本園の
建設）((継続))

中国 緑の地球ネットワーク 大阪 3,900

18 緑の募金延安日中平和友好林((継続)) 中国 中国同人館 鹿児島 1,500
19 サマット平和の山建設国際友好植樹事業((継

続))
フィリピン 宮崎県日比友好親善協会 宮崎 600

20 ベトナムにおけるマングローブ植林支援((継続)) ベトナム マングローブ植林行動計画 東京 1,800
21 環境保全、森林保全のための植林事業((継続)) ベトナム （社）日本国際民間協力会 京都 1,800

22
環境教育センターの育苗場の整備とモデル植林
事業 ((継続))

インド ＩＣＡ文化事業協会 東京 1,900

23
パキスタン・ソンミアニにおけるマングローブ植林
((継続))

パキスタン マングローブ植林行動計画 東京 1,500

国際緑化



24 タンザニア・ドドマ共生林の造成 タンザニア 地球緑化の会 熊本 2,100

25 日中友好防護林造成事業 中国
浜田市国際交流会日中友好
防護林整備実行委員会

島根 1,000

26 河西回廊安西県を中心とした砂漠緑化植林計画 中国 河西回廊沙漠緑化植林協会 東京 2,500

27 四川省岷江流域植林及び啓発活動 中国 （社）国際善隣協会 東京 1,800

28
内蒙古ホルチン沙漠烏雲の森植林ボランティア
活動

中国
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア会

徳島 2,000

29 ラオス農林生産複合計画 ラオス みどりのコンビナート研究所 宮崎 1,800
30 チークの森友好造成事業 ラオス 山梨県海外林業研究会 山梨 500

31 環境教育と緑化推進プロジェクト カンボジア
日本国際ボランティアセン
ター

東京 1,200

32 チーク林の保全・再生対策支援事業 タイ 日本樹木医会 東京 1,500
33 ウンケン森林再生事業 タイ ワールド・ビジョン・ジャパン 東京 2,000

34 地球環境再生植林フォーラム２０００
タイ・マ

レーシア
地球環境再生植林フォーラ
ム実行委員会

山梨・静
岡

3,000

35
サバ州の荒廃地における郷土樹種によるモデル
造林

マレーシア フォスター・フォレスト・クラブ 千葉 500

36 未植林地の植林及び乾季対策 ネパール カトマンドゥ 長野 2,000
37 乾燥地における苗畑運営及び植林支援 ネパール ヒマラヤ保全協会 東京 1,000
38 森林林業研究海外情報交流事業 世界各国 日本林学会 東京 1,000


