
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
自然林の復元（富士山１）
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
水源の森（災害に強い千歳水源の森づくり事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（白峰水源の森造成事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（瑞浪水源の森造成事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（茨城友部水源の森造成事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（木曽川水源保全プロジェクト）
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源の森（西山森林整備推進事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（八甲田山の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（定光寺の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（曲淵の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業

共生の森造成（地球温暖化防止のための北海道
の森林づくり事業）

緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（高取山の森整備事業）
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森造成（岡山エネオスの森整備事業）
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）

野生動物のすめる森づくり
ネットワーク（トラジロウの森
ネットワーク）

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

緑のフィランソロピーの森造成事業
茨城水源の森造成事業
緑のフィランソロピーの森造成事業
丸山水源の森整備事業

22 森林総合学習in簾舞 北海道 北の森21運動の会 北海道 1,000
23 地球温暖化防止森林整備事業 青森 三陸森の会 青森 700

●平成17年 緑の募金事業（中央事業）の実施状況

平成１７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。

21 栃木 リュウオウ・フォレストパーク 栃木 450

18 野生動物との共生の森造成事業 北海道 北海道 1,500

20 茨城 美和木材協同組合 茨城 400

16 岡山 グリーンＯＢの会 岡山 1,200

17 栃木 森衛隊（やまもり会） 栃木 2,500

14 北海道 北の森21運動の会 北海道 1,800

15 奈良
グリーンボランティアならクラ
ブ

奈良 1,000

11 青森 三陸森の会 青森 1,700

13 福岡 ビックリーフ 福岡 1,500

9 岐阜 （特）ドングリの会 岐阜 2,000

10 京都 西山森林整備推進協議会 京都 2,500

7 岐阜
桜堂緑地整備ボランティアグ
ループ

岐阜 2,500

8 茨城 美和木材協同組合 茨城 1,800

4 静岡 富士山ナショナル・トラスト 静岡 1,500

6 石川 石川フォレストサポーター会 石川 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 7,800

森林の整備

1 神奈川 フォレスト２１連絡協議会 東京 3,000

12 愛知
名古屋シティ・フォレスター倶
楽部

愛知 1,000

5 北海道 北の森21運動の会 北海道 1,800



24 市民参加の森づくり事業 宮城 矢くらい森の会 宮城 800
25 大館山どんぐりの森づくり事業 福島 堰本自治会 福島 450
26 利根の森整備事業 群馬 山和会 群馬 300
27 百年の森づくり 埼玉 百年の森づくりの会 埼玉 600

28 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

29 「ふれあいの森」森林整備 群馬 （特）木もく倶楽部 東京 1,000
30 檜原村数馬堰堤周辺整備事業 東京 東京緑化推進委員会 東京 1,950
31 「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

32 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 1,300

33 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 400
34 上下流域住民協働による一貫した緑化森林整備 長野 森林自由クラブ 長野 500

35 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 900

36
上流と下流の市民の協働による継続的な森林整
備・竹林整備事業モデルの構築

岐阜 （特）恵那山みどりの会 岐阜 300

37 育てよう生命の源泉森林を 三重
グリーンボランティア「森林づ
くり三重」

三重 1,000

38 淡海森林クラブ森林ボランテイア活動事業 滋賀 淡海森林クラブ 滋賀 900
39 和歌山・大阪森林雑木林を守ろう交流会 和歌山 里山友好の会 大阪 700

40 水源とふれ愛の森林整備事業
滋賀・大

阪
（特）自然と緑 大阪 1,000

41 車椅子で森へ行こう！PART３ 大阪
（特）里山復興協力隊ＳaveＦ
orestＣlub

大阪 700

42 続・ササユリの小径プロジェクト 大阪・奈良フリースクール・どんぐりの家 大阪 450

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

兵庫 900

44 放置荒廃林の森林整備
広島、山

口
廃山に緑を増やす馬鹿会 広島 500

45 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 450

46 那賀奥森林整備事業 徳島
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア協会

徳島 500

47 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

48
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Ⅲ

愛媛 えひめ千年の森をつくる会 愛媛 1,000

49
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 700

50 災害に配慮した健やかな森づくり事業 高知 によど川森林救援隊 高知 500
51 中津江村育林・森林ボランティア 大分 （財）福岡ＹＭＣＡ 福岡 800
52 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
53 臥牛山の里植栽事業 青森 階上町緑化推進委員会 青森 1,000
54 長木川の上流に水源林を育てる事業 秋田 大館自然の会 秋田 400
55 尾ノ内渓谷の森林整備事業 埼玉 （特）やまなみ 埼玉 1,400
56 群馬県草津町やすらぎの森森林整備事業 群馬 （特）森とでんえん倶楽部 東京 1,200
57 後山の森整備事業 群馬 やまづくり・くらぶ 東京 500
58 「雪の高濱・越の松原」再生事業 新潟 八幡・銀杏の会 新潟 1,000
59 牛岳・山田の緑を守る森づくり事業 富山 牛岳・山田水土林の会 富山 1,300

60 豊かな海の森づくり 富山
みくにまち豊かな海の森づく
り実行委員会

福井 1,100

61 協働の森づくりin富加 岐阜 とみか創緑塾 岐阜 1,400

62 第１３回全国雑木林会議inぎふ 岐阜
第１３回全国雑木林会議岐
阜大会実行委員会

岐阜 1,500

63 「いろいろの森」広葉樹植林事業 愛知 （特）森林真剣隊 愛知 1,000
64 緑の環境を守るボランティア活動事業 石川 さんしゅう森と山の会 愛知 1,300
65 ブナの植樹により豊かな自然の復元を願う 兵庫 ブナを植える会 兵庫 1,000



66 悠久の森づくり 山口 稲見里山の会 山口 800

67 「森づくり助っ人事業」 高知
情報交流館「森づくり助っ人
隊」

高知 1,100

68 四万十川流域整備・保全活動 高知 森林救援隊四万十 高知 350

69 川上と川下が連携して行う森林整備 佐賀
有明の海を守るふれあいの
会

佐賀 1,000

70 水を育む水源林と地球温暖化防止の森づくり 熊本 人吉・球磨自然保護協会 熊本 950

71 輝く森（シャインフォーレスト）造成事業 鹿児島
山輝会（かごしまふるさと森
林インストラクターの会）

鹿児島 500

72 花粉の尐ないカエデの森づくり事業 埼玉 カエデの森づくり推進協議会 埼玉 1,100

73 地球温暖化防止と花粉の尐ない森林づくり 埼玉
（特）埼玉森林サポーターク
ラブ

埼玉 2,000

74 市民参加による台風被害地復旧の森づくり 北海道 函館地方国有林退職者緑の
募金推進協議会

北海道 2,000
75 耕作放棄地の千本桜被災復旧の森づくり 新潟 谷川新田美伝の会 新潟 1,500
76 福井豪雨復興の森づくり 福井 福井県フォレストサポーター

の会
福井 1,400

被災森林地域保全事業
災害に強い森林づくりを進め
る岡山の会

（台風跡地の災害復旧事業）
（加茂川町ホリデーフォレス
ター）

78 災害に強い吉和の森づくり 広島 ひろしま人と樹の会 広島 1,800
79 「故郷の山」被災復旧の森づくり 鹿児島 （財）かごしまみどりの基金 鹿児島 1,100

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
「ふるさとの森再び」キャンペーン
地球温暖化防止に向けた森林づくり
野幌森林再生市民参加の森づくり
地球温暖化防止に向けた森林づくり
トラックの森作り事業
地球温暖化防止に向けた森林づくり
耕作放棄地と周辺森林の混牧林事業
木の文化復興の森林づくり 岐阜
工芸の森（パーシモンの森林づくり） 《継続》
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
フォークロアの森づくり事業

8 緑のエコライフ推進事業 全国 （特）木もく倶楽部 東京 2,000
愛・地球博連携事業
穂の国森林祭2005「エンジン０１文化戦略会議
オープンカレッジin穂の国」
愛・地球博連携事業

日本国際里山保全ワーキングホリデーin愛知

11 （特）森づくりフォーラム 東京
緑のボランテイアリーダー育
成事業

東京 2,000

12 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

13 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 1,300

14 金華山植林・下草刈り作業 宮城
森林との共生を考える会inみ
やぎ

宮城 400

15 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 1,300
16 2１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 450

緑化の推進

10 愛知
２００５年日本国際里山保全
ワーキングホリデー実行委
員会

東京 2,000

7 千葉
（特）樹木・環境ネットワーク
協会

東京 1,500

9 愛知
穂の国森林祭2005実行委員
会

愛知 10,000

5
パーシモンの森林づくり実行
委員会

岐阜 1,500

6 東京
（特）日本青尐年音楽芸能協
会

東京 3,000

3 沖縄 山野草愛好会 沖縄 2,750

4 島根 小山地区放牧の会 島根 1,000

1 石川
「ふるさとの森再び」推進委
員会

石川 1,500

77 岡山 岡山 1,500

2 北海道 北の森21運動の会 北海道 3,000



17 森と人の未来のための群馬ビジョン実現事業 群馬
群馬ビジョンを推進する県民
の会

群馬 900

18 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

19 「技術習得制度」講習会、審査会試行事業
岩手、東
京、大阪

（特）森づくりフォーラム 東京 1,500

20 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 700

21 国際・長期ボランティアによる水源の森づくり
福岡、熊
本・栃木

（特）ＮＩＣＥ（日本国際ワーク
キャンプセンター）

東京 1,800

22 森林療法を考える森づくり 東京 五反舎 東京 900

23
「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 900

24 都市と農村の新たな共生の森づくり 福井
八ッ杉千年の森づくり実行委
員会

福井 1,300

25 どんぐり育林活動2005 茨城・東
京・静岡・

（特）ドングリの会 岐阜 1,200
26 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 800
27 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 800
28 猿投の森の森づくり活動 愛知 （社）日本山岳会東海支部

「猿投の森づくりの会」
愛知 1,500

29 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 700

30 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 800

31 「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 1,500

32 紀伊半島三県森林ボランティア交流大会 和歌山
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 1,500

33 森林ボランティア体験活動 島根 遊木民倶楽部 島根 800

34 エコキャンプ２００５ 岡山 エコキャンプ２００５実行委員
会

岡山 1,500

35 四国の森づくり交流会inとくしま 徳島 （社）とくしま森とみどりの会 徳島 1,800

36
第９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 1,800

37 「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

38 体験学習の森整備事業 青森
体験学習の森作り実行委員
会

青森 1,500

39 こけしの森林づくり 青森
こけしの森林づくり実行委員
会

青森 400

40 森林整備体験事業 茨城 いばらき森林クラブ 茨城 800
41 さくらを守るサポーター活動 東京 （特）東京樹木医プロジェクト 東京 1,100

42 「高尾山の森づくり」プロジェクト 東京
高尾山の森づくりプロジェク
ト実行委員会

東京 1,600

43 市民活動における森づくり技術講習 東京 おのおのの会 東京 300

44 道志間伐材活用事業 山梨
道志間伐材活用横浜サポー
ト隊

神奈川 1,100

45
森林を育てる間伐材を利用したアルプホルンづく
り

神奈川、
長野

全国手作りアルプホルン連
盟

神奈川 1,500

46 北丹沢地蔵尾根下部残骸、植祭事業 神奈川 （特）北丹沢山岳センター 神奈川 300
47 国内で行う森林整備及び緑化推進の活動 富山 （特）片貝川の清流を守る会 富山 1,100
48 里山保全企業研修ボランティア 長野 （特）信州フォレストワーク 長野 600

49 森林ボランティア協働間伐モデル林事業 愛知
矢作川水系森林ボランティア
協議会

愛知 1,600

50 「自然の叡智」継承瀬戸の森づくり 愛知
名古屋シティ・フォレスター倶
楽部

愛知 600

51 ボランティアの森づくり事業 広島 （特）フォレストサポートクラブ 広島 800

52
川上から川下へさるかにの森林整備と緑化推進
事業

広島
さるかに共和国草刈り十字
軍

広島 300

53 賀茂川上流域森林整備交流事業 広島
賀茂川の源流を守るネット
ワークにか

広島 400



54 「あなたの記念」植樹体験事業 大分 古後地域活性化委員会 大分 950
55 ブナの木植えてコンサートに行こうツアー 大分 （特）豊前の国建設倶楽部 大分 1,000

56 かごしま緑化推進事業 鹿児島
（特）エコ・リンク・アソシエー
ション

鹿児島 1,600

57 「青松の森」活動事業 鹿児島 市来町みどり推進協議会 鹿児島 800

58 ふるさとの山に学んで私も林業家 鹿児島
鹿児島県林業研究グループ
連絡協議会

鹿児島 500

59 笹子川河畔耕作放棄地の森づくり 山梨 大月森つくり会 山梨 1,000
60 耕作放棄地での野生動物との共存の森づくり 三重 （特）赤目の里山を育てる会 三重 1,600
61 耕作放棄地での野鳥の森づくり事業 奈良 （財）奈良県森林ボランティア

連絡協議会
奈良 1,400

62 都市型緑の普及活動支援事業 東京 サンシティー管理組合 東京 500
63 吾野の森再生プロジェクト 埼玉 MoriMoriネットワーク 東京 800
64 国産材循環推進事業 全国 （特）国産材 東京 1,300

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 パキスタン

ヒマラヤ山岳村落周辺自然林再生計画 《継続》

南西アジア山岳地域植林計画 アフガニス
タンアフガニスタン復興支援植林事業 《継続》

東アジア環境林造成事業
愛・地球博記念日本モンゴル友好植樹
東アジア環境林造成事業 中国

中国黄土高原郷土の森造成 《継続》

5 スリランカ南部海岸防災林造成 スリランカ （財）オイスカ 東京 2,000
6 緑の国際ボランティア研修事業 タイ （財）オイスカ 東京 3,000

7
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 フー太郎の森基金事務局 福島 1,000

8
中国湖北省・日本国福島県「友好消防林」の造
成

中国 (特)福島緑の協力隊 福島 1,500

9
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

10 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

11
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

フィリピン フォスター・フォレスト・クラブ 千葉 500

12
サバンガン地区「アグロフォレストリーを利用した
コミュニティーを基盤とする森林経営」

フィリピン ＩＣＡ文化事業協会 東京 1,600

13
中国内モンゴルナイマン旗中学構内緑化･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

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

15
椰子殻炭を利用した土地改良による森林の再植
林（第4次）─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

16 モンゴル国における緑化及び教育啓蒙活動 モンゴル
GNC（共存への貢献ネット
ワーク）

東京 1,800

17 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

18 地球温暖化防止に向けた植林
オーストラ

リア
（特）日豪緑化センター 東京 2,000

19 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
20 社会林業によるマングローブ植林支援 ミャンマー マングローブ植林行動計画 東京 2,000

21
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

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

国際緑化

3 モンゴル
GNC(GlobalNetworkforCoexi
stence)

東京 700

4
黄土高原郷土の森造成実行
委員会

大阪 1,300

1 ヒマラヤン・グリーンクラブ 滋賀 5,000

2 （社）日本国際民間協力会 京都 5,000



23
マライタ州循環型モデルビレッジの地方拠点にお
ける荒廃地再生緑化活動

ソロモン諸
島

(特)エーピーエスディ 東京 1,800

24 住民参加型マングローブ生態系保全活動 カンボジア （財）オイスカ 東京 2,000

25
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

26
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

27 チャド共和国カラル地域における環境保全事業 チャド 緑のサヘル 東京 1,000

28 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

29 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
30 タイラノーン県植林プロジェクト タイ （財）オイスカ山梨県支部 山梨 2,000

31
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，及び貯水タンク，林道などの付帯事業

ネパール （特活）カトマンドゥ 長野 2,000

32
地理情報システムを活用した森林の保全管理
（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

33
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

34
キナブクサン小学校と地域住民による「小学校の
森」プロジェクト

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

35
アグロフォレストリーによる森林回復と環境教育
推進事業

ブラジル
(特)野生生物を調査研究す
る会

兵庫 1,500

36 万里の森林烏雲庫倫一中教育林事業 中国
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア協会

徳島 1,000

37 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 1,100

38
モンゴル国Darhadyn盆地における森林調査と育
苗と植林システムの開発

モンゴル
(特)モンゴル環境情報セン
ター

石川 1,000

39
日中友好子々孫々平和を願う「日中共同桜友誼
林造成事業」

中国
日中共同建設桜友誼林保存
協会

三重 800

40 タイ北部の学校林の造成事業 タイ (特)みどり大阪 大阪 600

41
黄土高原緑化のための育苗センターの整備と運
営

中国 (特)緑の地球ネットワーク 大阪 2,000

42 フィリピン・イフガオ州における「学校の森」づくり フィリピン 丹波グリーンフォース 兵庫 1,000

43 みどりの翼2006INPHILLIPPINES フィリピン
甘木朝倉みどりの翼実行委
員会

福岡 1,000

44 タンザニア国、首都ドドマ市近郊における村落林
業

タンザニア (特)地球緑化の会 熊本 2,200
45 スマトラ沖地震被災地海岸林造成事業 タイ ラブ・グリーンの会 福岡 1,700

地球緑化行動研究会
タイ・マングローブ植林実行
委員会

46 日・タイ友好海岸防災林造成事業 タイ 千葉 1,500


