
単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額
緑のボランティアの森」記念造成事業
さがみの森２１
緑のボランティアの森」記念造成事業
いずみの森２１
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
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再生事業
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（筑波水源の森造成事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（丸山水源の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（高取山水源の森造成事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（白州水源の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（トラックの森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（雄物川の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（美作の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（嬉野の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
遊学の森（遊学の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
さくら名所等保全事業
緑のフィランソロピーの森造成事業
住民参加によるさくら保全活動

16 野生動物との共生の森造成事業 北海道
野生動物のすすめる森づくり
のネットワーク（トラジロウの
森ネットワーク）

北海道 1,500

17 森林整備合宿の集い（石川県） 石川 （財）石川県緑化推進委員会 石川 1,000

18 森林整備合宿の集い（山口県） 山口 （財）やまぐち森と緑の公社 山口 1,000

19 さわやかボランティア間伐の森 大阪
さわやかボランティア間伐の
森実行委員会

大阪 1,500

20 簾舞の森にふれ、学ぶ集い 北海道 北の森21運動の会 北海道 1,000
21 20世紀記念分収造林「はやせの森」 青森 三陸森の会 青森 800
22 森林ボランティア　悠々の森 宮城 古川中央ライオンズクラブ 宮城 500
23 市民参加の森づくり事業 宮城 矢くらい森の会 宮城 1,000
24 公社と県民が育てる“やまがた公益の森”事業 山形 （財）山形県林業公社 山形 1,500
25 大館山どんぐりの森づくり事業 福島 堰本自治会 福島 500
26 利根の森整備事業 群馬 山和会 群馬 300
27 水源の森林再生事業 埼玉 埼玉森林サポータークラブ 埼玉 400

森林の整備

14 全国 （財）日本さくらの会 東京 11,523

15 東京 さくら連絡会 東京 3,000

12 佐賀
NPO災害通信ネットワーク森
林監視隊福岡・佐賀支部

佐賀 1,000

13 栃木 山和会 栃木 1,000

10 秋田
雄物川の森整備事業実行委
員会

秋田 1,500

11 岡山
美作の森整備事業実行委員
会

岡山 1,500

8 山梨
白州水源の森整備事業実行
委員会

山梨 2,000

9 北海道 北の森21運動の会 北海道 2,000

6 栃木 リュウオウ・フォレストパーク 栃木 600

7 滋賀 大滝山林組合 滋賀 2,450

4 静岡 富士山ナショナル・トラスト 静岡 3,000

5 茨城 緑と水に親しむ会 東京 2,000

2 大阪 いずみの森連絡協議会 大阪 3,000

3 静岡
富士山緑の募金の森造成事
業実行委員会

東京 13,500

1 神奈川 フォレスト２１連絡協議会 東京 3,000

●平成16年 緑の募金事業（中央事業）の実施状況

平成１6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。



28 百年の森づくり 埼玉 百年の森づくりの会 埼玉 700

29 共生の森づくりワークキャンプ 長野 （財）東京基督教女子青年会 東京 800

30 高尾の森づくり活動 東京
（社）日本山岳会　「高尾の
森づくりの会」

東京 2,000

31 多様な緑の資源を育てる森林整備管理事業 宮城
消費科学連合会　みどりの
会

東京 800

32 「ふれあいの森」森林整備 群馬 （特）木もく倶楽部 東京 1,000
33 数馬の湯の森整備事業 東京 東京緑化推進委員会 東京 1,800
34 「森林を楽しむ会」の林業体験活動 栃木 森林を楽しむ会 東京 400
35 里山森の学校整備事業 新潟 （特）里山クリーン新潟 新潟 600
36 多摩川源流「森林再生プロジェクト事業」 山梨 多摩川源流研究所 山梨 500
37 上下流域住民協働による森林整備 長野 森林自由クラブ 長野 600
38 緑の環境整備ボランティア活動事業 富山 かしも山歩倶楽部 岐阜 1,000
39 千本松原再生事業 岐阜 宝暦治水史蹟保存会 岐阜 2,000

40 鳳来・つげ野「いろいろの森」広葉樹植林事業 愛知 つげ野の森市民ネットワーク 愛知 1,000

41
森林づくり、国づくり、伝えよう生命力豊かな森林
を

三重
グリーンボランティア「森林づ
くり三重」

三重 1,000

42 淡海森林クラブ森林ボランティア活動事業 滋賀 淡海森林クラブ 滋賀 1,000
43 和歌山・大阪森林体験会 和歌山 里山友好の会 大阪 700
44 柊の郷の森林公園づくり活動 奈良 （特）自然と緑 大阪 500

45 「なごみの森づくり運動」植樹大会 兵庫
姫路地区緑の尐年団連絡協
議会

兵庫 900

46 県民参加による里山松林育成の集い事業 広島 ひろしま人と樹の会 広島 700

47 丹生谷山林植林事業 徳島
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア協会

徳島 700

48 高知県森林ボランティアとの交流活動 高知 こにふぁくらぶ 香川 300
49 川上と川下が連携して行う森林整備事業 愛媛 地域づくり研究会「源流」 愛媛 300

50
都市住民と中山間地住民の架け橋となる広葉樹
の森づくりⅡ

愛媛 えひめ千年の森をつくる会 愛媛 1,000

51 蒼社川流域住民と次代を担う青尐年による水源
の森造成事業

愛媛 今治地方水と緑の懇話会 愛媛 800
52 健やかな森づくり事業 高知 によど川森林救援隊 高知 600

53 ふれあい２１世紀の森づくり事業 高知
物部川２１世紀の森と水の
会

高知 800

54 中津江村育林・森林ボランティア 大分 （財）福岡ＹＭＣＡ 福岡 800

55 わくわくの森の整備 宮崎
水源の森づくりをすすめる市
民の会

宮崎 400

56 みんなで元気にしよう「水源の森林づくり」 鹿児島 鹿児島　水と緑の委員会 鹿児島 800
57 親と子・漁民による森林づくり 鹿児島 東町みどり推進協議会 鹿児島 250
58 自然豊かな青い森を育む森林整備事業 青森 森林ボランティア青森 青森 1,200

59 さかなたちの森 東京
トーマス・エル・ブレークモア
記念社団

東京 1,500

60 里山にブナ林を育む学校林ボランティア 新潟 栄町ブナの会 新潟 150

61 豊かな森林づくり推進事業 岐阜
岐阜県緑化推進委員会可茂
支部東白川分会

岐阜 1,000

62
木曽川の上流と下流を結ぶ親子森づくり体験ツ
アー

岐阜 （特）恵那山みどりの会 岐阜 300

63 流域住民でつくる水源の森づくり 愛知 （特）森を再生する会 愛知 1,000
64 湖東と湖西の水源の森づくり 滋賀 （特）自然と緑 大阪 800

65 車椅子で森へ行こう！ PART2 大阪
（特）里山復興協力隊ＳaveＦ
orestＣlub

大阪 800

66 ササユリの小径プロジェクト 大阪 フリースクール・どんぐりの家 大阪 500

67 廃山を緑の山への環境変化
広島、山

口
廃山に緑を増やす馬鹿会 広島 500



68 過疎地の放置荒廃林の環境整備 広島 ＭＩＫ山に緑を奉賛会 広島 500
69 ボランティアの森づくり事業 高知 黒潮森林倶楽部 高知 500
70 四万十川の朝霧ただよう森づくり事業 高知 朝霧森林倶楽部 高知 500

単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額
緑の社会貢献フォーラム
地球温暖化防止シンポジウム
地球温暖化防止に向けた森林づくり
「自然の叡智」継承 瀬戸の森づくり
地球温暖化防止に向けた森林づくり
敬宮殿下御誕生記念の森づくり
木の文化復興の森林づくり
工芸の森（パーシモンの森林づくり）
木の文化復興の森林づくり
工芸の森（青尐年による竹林ルネッサンス）
木の文化復興の森林づくり
フォークロア共存の森づくり

7 緑のエコライフ推進事業 全国
緑のエコライフ事業実行委
員会

東京 4,000

8 緑のボランティアリーダー育成事業 東京 （特）森づくりフォーラム 東京 1,500

9 国際里山保全ワーキングホリデー 愛知
国際里山保全ワーキングホ
リデー実行委員会

愛知 3,000

10 親子ボランティアの森づくりと自然体験 北海道 北の森21運動の会 北海道 2,000
11 20世紀の森並びに千本桜堤の造成 福島 （特）みどりと花の大地学園 福島 500

12 森と人の未来のための群馬ビジョン推進事業 群馬
群馬ビジョンを推進する県民
の会

群馬 1,000

13 御蔵島におけるツゲ造林地の再生事業 東京 巨樹の会 東京 1,000
14 小学生の緑の総合学習支援事業 東京 サンシティー管理組合 東京 500
15 森林整備と間伐材等を活用した森の広場づくり 埼玉 Mori Mori ネットワーク 東京 800
16 国産材循環推進事業 全国 （特）国産材 東京 1,300
17 「技術習得制度」講習会、審査会試行事業 東京、愛

知
（特）森づくりフォーラム 東京 1,500

18 丹沢「森の仲間たち」 神奈川 丹沢「森の仲間たち」 神奈川 500

19
「竹の学校」＆「竹林の里親制度」推進による竹
林の保全活動

神奈川 日本の竹ファンクラブ 神奈川 1,100

20
ラポーゼかわだ人の森との新たなボランティアの
森づくり

福井
福井県フォレストサポーター
の会

福井 1,200

21 大月市笹子黒野田の森林整備事業 山梨 大月森つくり会 山梨 900
22 下農・名古熊村塾 長野 名古熊村塾 長野 160
23 どんぐり育林活動2004 茨城・東

京・静岡・
（特）ドングリの会 岐阜 1,500

24 グリーン　レスキュー員養成講座 静岡
グリーンボランティア　わし沢
里山の会

静岡 600

25 間伐材の短寸玉切り・担ぎ出しボランティア 愛知、長
野

（特）愚公医山堂 愛知 1,200
26 小学生水源の森づくり事業 愛知 （特）穂の国森づくりの会 愛知 1,000

27 森林施業、林業生産等の体験活動と森林整備 京都
「府民の森ひよし」森林倶楽
部

京都 800

28 「体験の森」整備再生事業 奈良
グリーンボランティアならクラ
ブ

奈良 1,600

29 森林ボランティア体験活動 島根 遊木民倶楽部 島根 900

30 エコキャンプ ２００４ 岡山
エコキャンプ ２００４実行委
員会

岡山 2,000

31 緑の教室と芦田川源流植林事業 広島 福山平成ライオンズクラブ 広島 300

32 上・下流交流の森づくり事業 高知 高知県レジ袋削減推進会議 高知 700

緑化の推進

6 千葉
（特）樹木・環境ネットワーク
協会

東京 3,000

4 岐阜
パーシモンの森林づくり実行
委員会

岐阜 3,000

5 東京
（特）日本青尐年音楽芸能協
会

東京 1,500

愛知
「自然の叡智」継承 瀬戸の
森づくり委員会

愛知 500

3 静岡
「敬宮殿下御誕生記念の森」
造成 実行委員会

静岡 2,000

1 東京
地球温暖化防止シンポジウ
ム実行委員会

東京 3,500

2



33 豊かな森へ 宮崎 ロキシーヒル 宮崎 700

34 「森林ボランティアの日」森林づくり事業 鹿児島
鹿児島県森林ボランティア連
絡会

鹿児島 400

35 川上と川下が連携して行う緑化推進事業 北海道
（特）茨戸川環境市民フォー
ラム

北海道 1,500

36 親子自然体験教室 北海道
自然・文化創造工場北海道
事業部

北海道 400

37
洞爺丸台風森林被害復興５０周年記念ボラン
ティアの森づくり

北海道
洞爺丸台風森林被害復興５
０周年記念事業実行委員会

北海道 2,000

38
世界遺産白神山地周辺における枝払い作業と交
流会

青森
森林との共生を考える会inみ
やぎ

宮城 400

39 寒河江川流域の水と緑を守る森林整備事業 山形 月山朝日連峰・緑の会 山形 1,500
40 いき2 もり2 大作戦 福島 （特）クリーンラップみずほ 福島 600

41 「緑のボランティアの日」普及・推進事業 福島
南会津地方森林組合職員連
絡協議会

福島 600

42 湖畔の広葉樹の森整備事業 福島
（特）会津の森林を育む協議
会

福島 200

43 源流地域の緑の環境を守る森林整備事業 長野 千曲川源流の緑を守る会 東京 800

44 国際・長期ボランティアによる水源の森づくり
熊本・大

分
（特）ＮＩＣＥ（日本国際ワーク
キャンプセンター）

東京 1,300

45 森林セラピーの為の森づくり 東京 五反舎 東京 1,000

46
多摩川上下流住民による巨樹巨木の森水源整
備事業

東京
（特）子ども劇場東京都協議
会

東京 1,500

47 巨樹・巨木統一プレート設置事業 全国 巨樹・巨木保護中央協議会 東京 1,000

48 どんぐりの森づくり林床改良及び植樹事業 新潟
花と緑の環境づくりネット
ワーク

新潟 1,500

49 ふるさとの森づくり大会 新潟
（社）にいがた緑の百年物語
緑化推進委員会津川支部

新潟 600

50 都市と農村の人と森との新たな交流 福井
八ッ杉千年の森づくり実行委
員会

福井 1,500

51 共生の森林づくり事業 岐阜
みの国民参加の森林づくり
をすすめる会

岐阜 1,000

52 木の文化を支える「裏木曽古事の森」づくり 岐阜 裏木曽古事の森育成協議会 岐阜 700

53 飛騨山系・河合の緑を守る森林整備管理事業 岐阜 飛騨・河合の環境を守る会 岐阜 1,300
54 放任竹林の整備と竹材活用 静岡 森のボランティア 静岡 1,000
55 木曽谷の水源林を育成する森づくり協力事業 長野 （特）緑の挑戦者 愛知 900
56 猿投の森の森づくり活動 愛知 （社）日本山岳会東海支部 愛知 1,500

57 高校生のための森林の学校
大阪、鳥

取
（特）日本森林ボランティア協
会

大阪 1,000

58 裏山に「命を学ぶ」教室を創ろう 大阪
東大阪市立上四条小学校Ｐ
ＴＡ「樵くらぶ」

大阪 1,000

59
世界遺産登録記念 紀伊半島三県森林ボランティ
ア交流大会

奈良
紀伊半島三県森林ボラン
ティア交流大会実行委員会

奈良 2,100

60 高野山古事の森育成事業 和歌山 高野山古事の森育成協議会 和歌山 700

61 森林・山村とふれあう週末 in 県立高丸千年の森 徳島 （社）とくしま森とみどりの会 徳島 2,000

62
第８回国際里山・田園保全ワーキングホリデーin
福岡

福岡
国際里山・田園保全ワーキ
ングホリデー実行委員会

福岡 2,000

63 雲仙普賢岳再生の森づくり 長崎 （社）長崎県緑化推進協会 長崎 500

64
川上と川下の連携による水源涵養・ふれあいの
森づくり活動

熊本 （財）阿蘇グリーンストック 熊本 1,000

65 森林ボランティア啓発事業 宮崎 桜宴會 宮崎 400



66 第６回ふるさとの森植林事業 鹿児島 （特）エコライフ鹿児島 鹿児島 900
67 植えて・育てる「森林にまなび・森林とふれあう」 鹿児島 （財）かごしまみどりの基金 鹿児島 940

68 県民参加の森林づくり事業 鹿児島
県民の森２０周年実行委員
会

鹿児島 500

単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額
南西アジア山岳地域植林計画
ヒマラヤ山岳村落周辺自然林再生計画
南西アジア山岳地域植林計画
アフガニスタン復興支援植林事業
東アジア環境林造成事業
モンゴル森林火災被災地の再生
東アジア環境林造成事業
中国黄土高原郷土の森造成

5 緑の国際ボランティア研修事業 フィリピン （特）ＩＣＡ文化事業協会 東京 3,000

6
ラリベラ21世紀の森構想・ラリベラの環境教育に
よる緑化事業

エチオピア
（特）フー太郎の森基金事務
局

福島 1,000

7 渭河平原沙灘地「千葉の森」造成事業 中国
（特）日中友好千葉県緑化協
力委員会

千葉 2,400

8
フィリピン国ケソン州ラモン湾地区における養殖
放棄地へのマングローブ植林（フェーズⅢ）

フィリピン フォスター・フォレスト・クラブ 千葉 500

9
アグロフォレストリーによる森林再生，土壌改善，
および住民生活の安定

フィリピン （特）ＩＣＡ文化事業協会 東京 1,300

10
中国内モンゴルナイマン旗第五中学構内緑化･
環境教育林事業

中国
内モンゴル砂漠化防止植林
の会

東京 1,500

11 内モンゴル科左後旗における砂漠緑化活動 中国 （特）FoE Japan 東京 1,600

12
タイ国北部傾斜地におけるアグロフォレストリー
導入による緑化推進事業（フェーズ3）

タイ （特）環境修復保全機構 東京 2,000

13
椰子殻炭を利用した土地改良による森林の再植
林　─フィリピン・インファンタ水源林─

フィリピン （特）観照ボランティア協会 東京 900

14 モンゴル国における植樹・造林・育苗 モンゴル
GNC（共存への貢献ネット
ワーク）

東京 1,000

15
インドネシア国スンバ島における持続可能な緑化
推進事業

インドネシ
ア

（特）地球の友と歩む会 東京 1,800

16 長江第一湾曲における環境教育林事業 中国
東京大学「緑色文化国際交
流促進会」

東京 500

17 地球温暖化防止に向けた植林の実施
オーストラ

リア
（特）日豪緑化センター 東京 2,000

18 熱帯雨林再生のための植林活動 マレーシア （社）日本マレイシア協会 東京 2,000

19
ベトナム南部・ニンハイにおけるマングローブ植
林支援

ベトナム マングローブ植林行動計画 東京 2,000

20
ロシア極東・ハバロフスク地方における地球温暖
化防止のための寒帯林保全植林事業及び保育
事業

ロシア
むさしの・多摩ハバロフスク
協会

東京 2,000

21
ネパール・ミャグディ郡の住民による森林保全自
立モデル形成事業

ネパール （特）ヒマラヤ保全協会 東京 500

22 サヘル地域での植林と炭焼きのワークショップ マリ （特）サヘルの森 東京 1,000

23 赤石地区緑化3カ年計画 中国
中国内蒙古沙丘・草原緑化
研究会

神奈川 1,000

24 モンゴル植林・生態系保全プロジェクト モンゴル よこはま市大政策NGO 神奈川 500

25 江西省井岡山生態モデル林造成事業 中国
井岡山生態林造営実行委員
会

岐阜 3,000

26 マングローブ10万本再生計画 フィリピン イカオ・アコ 愛知 500

国際緑化

3 モンゴル
GNC (Global Network for
Coexistence)

東京 4,987

4 中国
黄土高原郷土の森造成実行
委員会

大阪 2,000

1 パキスタン ヒマラヤン・グリーンクラブ 滋賀 5,000

2
アフガニス

タン
（社）日本国際民間協力会 京都 5,000



27
中国陜西省西安市周至県黒河金盆ダム管理区
生態林建設事業

中国
（特）環境保全ネットワーク京
都

京都 1,000

28
先住民族KALANGUYA族によるアリタオ郡の“失
われた森林”回復プログラムⅡ

フィリピン
（特）IKGS緑化協会（国際葛
グリーン作戦山南）

兵庫 1,500

29 烏雲の森沙漠植林事業 中国
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア協会

徳島 1,000

30 安徽省日中友好の森づくり事業 中国
安徽省日中友好の森づくり
ネットワーク

高知 1,000

31 ラブ・グリーンの翼2005 in Philippines タイ ラブグリーンの会 福岡 1,000

32
中国湖北省・日本国福島県「友好防浪林」の造
成

中国 （特）福島緑の協力隊 福島 1,500

33
アセアン地域植林用郷土樹種の種苗採種（穂）
林の造成

マレーシア
（特）海外植物遺伝資源活動
支援つくば協議会

茨城 2,000

34
ソロモン諸島国マライタ州における環境保全及び
循環型社会を目指した住民参加型森林保全活
動プログラム

ソロモン諸
島

（特）エーピーエスディ 東京 1,800

35 アホイ植林事業 フィリピン （財）オイスカ 東京 2,300

36 モンゴルにおける学校緑化事業 モンゴル
（社）ガールスカウト日本連
盟東京都支部

東京 1,600

37
中国甘粛省武威地区における沙漠緑化のため
の植林技術の確立

中国 草炭研究会 東京 2,000

38
モンゴル首都空港道路　街路樹植林推進プロ
ジェクト

モンゴル 日本モンゴル親善協会 東京 2,000

39
ブルキナファソ国ゴリア川砂漠化防止活動支援
プロジェクト

ブルキナ
ファソ

緑のサヘル 東京 1,500

40
アジア･太平洋連帯の森記念植樹及び情報交換
ワークショップ事業（FAOとの共同事業）

タイ ラムサールセンター 東京 3,000

41 タイ南部植林プロジェクト タイ （財）オイスカ山梨県支部 山梨 1,300

42
ネパール王国ヌアコット郡トリスリ地域における
住民为導による植林

ネパール （特）カトマンドゥ 長野 2,000

43
インドネシア開発劣化地の香木林育林による緑
化事業

インドネシ
ア

（特）平和環境もやいネット 京都 1,500

44
タイ北部尐数民族の参加による森林保全のため
の植林による農村開発

タイ
アイユーゴー　-途上国の人
と共に-

大阪 1,700

45
トメアス・アマゾン森林回復及びアグロフォレスト
リー推進事業

ブラジル
（特）野生生物を調査研究す
る会

兵庫 1,000

46
フィリピン共和国バターン半島サマット平和の山
建設国際友好植樹事業

フィリピン 宮崎県日比友好親善協会 宮崎 300


