
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  神奈川

フォレスト２１さがみの森 《継続》
緑のフィランソロピーの森造成事業
木曽川水源保全プロジェクト
被災森林地域保全事業 静岡
富士山緑の募金の森造成事業 《継続》
被災森林地域保全事業
富士山被災森林復元事業
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
地球温暖化防止のための北海道の森林づくり事業
森林整備合宿の集い
さわやかボランテイア間伐の森事業総集編
緑のボランティアの森」記念造成事業 大阪
いずみの森２１ 《継続》
緑のフィランソロピーの森造成事業
水源林の造成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
共生の森いわくにふれあいの森づくり
緑のフィランソロピーの森造成事業
共生の森岩手山の森林整備事業

12 野生動物との共生の森造成事業 北海道
野生動物のすめる森づく
りのネットワーク

北海道 1,000

13 わたしたちの森づくり事業 宮城県
宮城県森林インストラク
ター協会

宮城県 680

14 富士山麓水源の森整備事業 静岡県 東京地方林退協沼津支部 静岡 2500
緑のフィランソロピーの森造成事業
小石原川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
近江奥島水源の森整備事業
緑のフィランソロピーの森造成事業
遊学の森整備事業

18 地球温暖化防止森林整備事業 青森 三陸森の会 青森 700
19 放棄地の森づくり事業 宮城 森のなかま 宮城 250

20 森林整備事業 秋田
森と木の国「あきた」２１森
林づくり隊

秋田 700

21
長谷堂城跡公園に残る耕作放棄地を花木により森
林を再生する事業

山形
長谷堂城跡公園管理協力
会

山形 800

22 東山ボランテイアの森（悠遊の森）里山づくり 福島
美しい背あぶりの森をつく
る会

福島 450

23 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり 茨城 つくば環境フォーラム 茨城 1,400

24 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

25 地球温暖化防止と花粉の尐ない森林づくり 埼玉
埼玉森林サポータークラ
ブ

埼玉 900

26 百年の森づくり 埼玉 百年の森づくりの会 埼玉 500

3,000

森林の整備

16 滋賀 （特）自然と緑 大阪 2,000

17 栃木 親衛隊（やまもり会） 栃木 2,000

11 岩手 岩手森の会 岩手 1,500

15 福岡県 あまぎ緑の応援団委員会 福岡 2,475

9 山梨
白州水源の森整備事業実
行委員会

山梨 1,700

10 山口
（特）やまぐち里山人ネット
ワーク

山口 1,930

7 大阪
（特）日本森林ボランテイ
ア協会

大阪 1,000

8 いずみの森連絡協議会 大阪 3,000

5 北海道 北の森21運動の会 北海道 900

6 北海道 北の森21運動の会 北海道 500

3
富士山緑の募金の森造成
事業実行委員会

東京 1,000

4 静岡
東京地方林退協静岡・沼
津支部

静岡 2,000

●平成18年 緑の募金事業（中央事業）の実施状況

2 岐阜 （特）ドングリの会 岐阜 600

1

平成１８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。

フォレスト２１さがみの森
連絡協議会

東京



27 群馬県草津町やすらぎの森 森林整備事業 群馬 森とでんえん倶楽部 東京 1,000
28 「特定事業」台風で倒壊した山林の整備 三重 地球と未来の環境基金 東京 1,400

29 高尾の森づくり活動 東京
日本山岳会自然保護委員
会「高尾の森づくりの会」

東京 2,000

30 都市住民がはまる林業体験と里山の保全活動 栃木、群
馬

森林を楽しむ会 東京 500
31 アカマツ林整備事業 山梨 富士自然動物園協会 東京 500
32 麻生平・水源の森育成事業 東京 東京緑化推進委員会 東京 1,000
33 檜原村数馬河川周辺整備事業 東京 檜原村観光協会数馬支部 東京 2,000
34 「ふれあいの森」森林整備 群馬 木もく倶楽部 東京 1,000
35 「雪の高濱・越の松原」再生事業 新潟 八幡・銀杏の会 新潟 900

36 第５回柏崎地域植樹祭「綾子舞の森」創世事業 新潟
柏崎市環境エネルギー
ネットワーク

新潟 1,000

37 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 1,000

38 福井豪雨・豪雪災害復興の森づくり再生プラン 福井
ラポーゼかわだの森づくり
実行委員会

福井 1,000

39
上下流域住民協働による地球温暖化防止の為の
森林整備

長野 森林自由クラブ 長野 500

40 ものづくりを通じて、人と森とのつながりと里山整備 長野
グリーンウッド自然体験教
育センター

長野 300

41 天城山狩野川水源の森 静岡 狩野川倶楽部 静岡 600
42 流域住民で作る水源の森づくり 愛知 森を再生する会 愛知 1,000

43
木曽川流域市民ボランテイアによる御嵩町町有林
整備事業

岐阜
みたけ・５００万人の木曽
川水トラスト

愛知 1,000

44 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 1,100
45 「いろいろの森」広葉樹植林事業 愛知 森林真剣隊 愛知 900
46 間伐見本林及び調査林 三重 森林の風 三重 560

47 森林に行こう・樹木に親しもう 三重
グリーンボランティア「森
林づくり三重」

三重 1,000

48 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 700
49 印南町での大阪府民による里山復興活動 大阪 里山友好の会 大阪 600
50 箕面ボランテイアによる森林整備の森蘇生事業 大阪 自然と緑 大阪 720

51 「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

52 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

53 どんぐり千年の森造成事業 兵庫
どんぐり千年の森をつくる
会

兵庫 500

54 悠久の森づくり 山口 稲見里山の会 山口 800

55 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

56 高松市民育ちあいの森づくり 香川
香川ボランテイア・ＮＰＯ
ネットワーク

香川 1,000

57
蒼社川流域住民と次代を担う青尐年等による水源
の森造成事業

愛媛 今治地方水と緑の懇話会 愛媛 700

58 森へ行こう千年の森をつくろう！ 愛媛
えひめ千年の森をつくる
会

愛媛 1,000

59 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
60 未来の森づくり事業 高知 土佐の森・救援隊 高知 1,000
61 ボランティアによる「市民の森」づくり事業 高知 こうち森林救援隊 高知 1,200
62 長伐期施業による健やかな森づくり事業 高知 によど川森林救援隊 高知 500
63 中津江村育林・森林ボランティア 大分 福岡ＹＭＣＡ 福岡 800
64 地球温暖化防止に関わる森林整備活動 熊本 人吉・球磨自然保護協会 熊本 1,485

65 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 700

66 みんなで創る緑豊かで潤いのある郷土 鹿児島 かごしまみどりの基金 鹿児島 1,000
67 森においでよ体験事業 鹿児島 みどりの二季会 鹿児島 500
68 緑を守ることを実践を通して次世代にひきつぐ活動 鹿児島 鹿児島水と緑の委員会 鹿児島 800
69 緑と水のキューピット四季の森整備事業 鹿児島 四季の会 鹿児島 800



単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額
緑のエコライフ
「MOTTAINAI」キッッズ植林プロジェクト発足記念植
樹会
地球温暖化防止に向けた森林づくり
放棄田及び放棄林の再生のための林内放牧を活
用した里山の森づくり
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）
緑のエコライフ
「MOTTAINAI」台風森林被害木の有効利用と被害
地再生の森づくりの集い
木の文化復興の森林づくり
世界文化遺産比叡山「ほうとうの森」大植樹祭
地球温暖化防止に向けた森林づくり
環境にやさしいートラックの森市民植樹祭
緑のエコライフ
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト簾舞植樹体験
会緑のエコライフ

ＳＡＶＥＫＩＤＳキャンペーン「子どもの森づくり運動」
運営事務局

緑のエコライフ
水源地域保全エコツアー森林ボランテイアツアーＩＮ
高島
地球温暖化防止に向けた森林づくり
青尐年による竹林ルネッサンス事業
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
筑波山ろく松くい虫被害再生の森づくり
木の文化復興の森林づくり
フォークロアの森東北地区
木の文化復興の森林づくり
フォークロアの森関東地区
木の文化復興の森林づくり
フォークロアの森関西地区
生活地域の森林づくり
掃施設周辺環境保全林づくりー高座の杜植樹祭ー
緑のボランティアリーダー育成事業
第１２回グリーンカレッジ緑のボランテイア研修
緑の社会貢献フォーラム
ＴＨＩＮＫＧＲＥＥＮ２００６秋キャンペーン

19 川上と川下が連携して行う緑化推進事業 北海道
茨戸川環境市民フォーラ
ム

北海道 800

20 親子参加による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

21
白神山地における青尐年や都市住民と連携した森
づくり

青森 白神山地を守る会 青森 1,200

22
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト宮城県青尐年
の森植樹会

宮城
宮城県森林インストラク
ター協会

宮城 420

23 金華山植林・下草刈り作業 宮城 森林との共生を考える会 宮城 500
24 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 1,200
25 2１世紀の森並びに千本桜堤の造成 福島 みどりと花の大地学園 福島 400

18 全国
（株）ＴＢＳラジオ＆コミュニ
ケーションズ

東京 10,500

16 神奈川
高座の杜植樹祭実行委員
会

東京 2,000

17 東京 （特）森づくりフォーラム 東京 3,000

14 千葉
（特）樹木・環境ネットワー
ク協会

東京 1,500

15 滋賀 「共存の森」ネットワーク 東京 1,100

12 茨城
筑波山水源の森づくり実
行委員会

東京 1,000

13 山形 置賜森林文化研究所 山形 1,400

10 栃木
（特）日本青尐年音楽芸能
協会

東京 1,500

11 石川
「ふるさとの森再び」推進
委員会

石川 1,500

8

神奈川、
愛知、千
葉、福

井、福岡

ＳＡＶＥＫＩＤＳキャンペーン
子どもの森運動運営事務
局

東京 1,730

9 滋賀
湖西地域エコツーリズム
推進協議会

滋賀 2,000

6 新潟 （特）森の会 新潟 2,800

7 北海道 北の森21運動の会 北海道 1,000

4 北海道
函館国有林退職者緑の募
金推進協議会

北海道 2,000

5 大阪
比叡山「ほうとうの森」大
植樹祭実行委員会

大阪 2,000

2 滋賀
おうみ木質バイオマス利
用研究会

滋賀 2,000

3 北海道 北の森21運動の会 北海道 3,000

緑化の推進

1 大阪
「MOTTAINAI」キッッズ植
林プロジェクト記念植樹実
行委員会

東京 1,445



26 森林ボランテイア育成講座 茨城 いばらき森林クラブ 茨城 700

27
老農船津伝次平に学ぶ森林づくり（都市交流の森
づくり）

群馬
富士見村都市農村交流推
進会議

群馬 1,500

28 中野地区川普請 群馬 中野・川をきれいにする会 群馬 250
29 河口湖・自然楽校周辺での森林整備体験活動 埼玉 子ども文化ステーション 埼玉 500
30 足尾ふるさとの森づくり 栃木 森びとプロジェクト委員会 東京 1,000

31
サンシテイ樹林・樹木診断住民参加型保全対策事
業

東京 サンシティー管理組合 東京 500

32 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 250

33 緑の資源を育てる市民活動推進事業
宮城、群

馬
緑の資源を育てる市民の
会

東京 1,500

34 ツゲ林業再興事業、ハチジョウクワの再生事業造
林地の再生事業

東京 巨樹の会 東京 1,000

35 国際・長期ボランティアによる水源の森づくり
北海道、
福岡、熊

本

ＮＩＣＥ（日本国際ワーク
キャンプセンター）

東京 1,600

36 森林療法を考える森づくり、人づくり 東京 五反舎 東京 550

37 「技術習得制度」講習会、審査会試行事業 全国
森づくり安全技術・技能全
国推進協議会(森づくり
フォーラム)

東京 1,200

38 さくらを守るサポーター活動 東京 東京樹木医プロジェクト 東京 1,000
39 吾野の森再生プロジェクト 埼玉 Mori Mori ネットワーク 東京 700
40 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト新発田植樹会 新潟 森の会 新潟 1,000
41 里山雑木林保全整備事業 新潟 里山クリーン新潟 新潟 800

42
都市と農村を結ぶグリーンエコツーリズムによる里
山交流

福井
八ッ杉千年の森づくり実行
委員会

福井 700

43 私たちの身近な里山再生の森づくり 福井
福井県フォレストサポー
ターの会

福井 800

44
大月市笹子黒野田の森林整備および耕作放棄地
の森づくり

山梨 大月森つくり会 山梨 1,000

45 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

46 「猪久保の森」里山体験ゾーン整備 静岡 まちこん伊東 静岡 700
47 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト犬山植樹会 愛知 犬山里山学研究所 愛知 480
48 木祖谷の水源林を育成する森造り協力事業 長野 緑の挑戦者 愛知 800

49 森林ボランティア協働間伐モデル林事業
愛知、岐

阜
矢作川水系森林ボラン
ティア協議会

愛知 1,500

50 紀伊半島三県森林ボランティア交流大会 三重
紀伊半島三県森林ボラン
ティア交流大会実行委員
会

三重 1,500

51
さくらの植樹を通した地域と都市とをつなぐ新しい山
づくり

三重 （特）熊野さくらの会 三重 800

52 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 580

53 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
ＰＴＡ「樵くらぶ」

大阪 500

54 耕作放棄地での野鳥の森づくり事業 奈良
奈良県森林ボランティア
連絡協議会

奈良 1,000

55 矢田丘陵市民の森・遊歩道整備事業 奈良 いこま里山クラブ 奈良 1,000

56 設立１０周年記念森林づくり 奈良
グリーンボランティアなら
クラブ

奈良 1,500

57
鯨の森づくり＝三つの森づくり（山の森、海の森、人
の森）

和歌山 「三つの森」倶楽部 和歌山 800

58 エコキャンプ ２００７ 岡山
エコキャンプ ２００7実行委
員会

岡山 1,500

59 「杜の都真庭」の未来に引き継ぐ森づくり事業 岡山 真庭美しい森林づくりの会 岡山 1,000

60
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト玉野市子ども
会植樹会

岡山 玉野市子ども連絡協議会 岡山 500

61 「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 320



62
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 250

63
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキッズ植林プロジェクト広島市地域植
樹会

広島
もりメイト倶楽部Ｈｉｒｏｓｈｉ
ｍａ

広島 500

64 俵山温泉周辺林野の環境整備 山口
俵山地区発展促進協議会
青年部

山口 730

65 「気晴らしの山」再生整備事業 山口 象頭山再生プロジェクト 山口 800

66 企業と取り組む災害に強い森づくり 徳島
(社）とくしま森とみどりの
会

徳島 2,000

67
第10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

福岡 1,700

68 海岸等における松林再生活動事業 大分 四教堂塾 大分 1,000

単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額

1
東アジア環境林造成事業 モンゴル森林火災被災
地再生事業

モンゴル
継続

GNC (Global Network for
Coexistence)

東京 1,500

2 アフリカグリーンベルト造成事業 マリ （特）サヘルの森 東京 3,000
パキスタン

《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 中国

中国黄土高原郷土の森造成事業ー砂漠化防止と
農村の自立をめざす森林造成

《継続》

6 海岸防災林造成事業 タイ （財）オイスカ山梨県支部 山梨 2,000

7
カンカニ水資源涵養林造成とラリベラ21世紀の森構
想

エチオピア フー太郎の森基金事務局 福島 1,050

8 中国湖北省・日本国福島県「友好防浪林」の造成 中国 福島緑の協力隊 福島 1,700

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
海外植物遺伝資源活動支
援つくば協議会

茨城 1,550

10 ”モノストイ”の森の植林地と維持管理 モンゴル モンゴル緑化実行委員会 茨城 1,050

11
フィリピン共和国ルソン島の裸地化山地で住民対策
に重点を置いた「持続可能な植林」のモデル林業の
実践と指導

フィリピン 熱帯農林技術開発協会 埼玉 1,600

12
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

13 中国張家口市赤城県砂漠化地域植林事業 中国 緑の大地 千葉 750

14
コミュニテイーによる持続的な森林経営とエコツーリ
ズム

フィリピン ＩＣＡ文化事業協会 東京 1,100

15
中国内モンゴルナイマン旗ゴルバンァー地域の公
道林緑化・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 1,550

16 内モンゴル科左後旗における砂漠緑化活動 中国 FoE Japan 東京 1,850

17
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 観照ボランティア協会 東京 750

18 モンゴル国における緑化及び教育啓蒙活動 モンゴル
GNC（ＧｌｏｂａｌＮｅｔｗｏｒｋｆｏｒ
Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ）

東京 2,000

19 地球温暖化防止に向けた植林 オーストラ
リア

日豪緑化センター 東京 2,000
20 熱帯雨林再生のための植林活動 マレーシア 日本マレ-シア協会 東京 1,350

21 社会林業によるマングローブ植林支援 ミヤンマー
マングローブ植林行動計
画

東京 2,500

22
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

国際緑化

4 （社）日本国際民間協力会 京都 5,000

5 （特）緑の地球ネットワーク 大阪 3,000

3
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

ヒマラヤン・グリーンクラブ 滋賀 5,000



23
ソロモン諸島国人口稠密地区に於ける青尐年対象
緑化推進事業

ソロモン諸
島

エーピーエスディ 東京 700

24 住民参加型マングローブ生態系保全活動 カンボジア オイスカ 東京 1,300

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 1,750

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 1,800

27
タイ国南部の津波被災地における植林による環境
修復

タイ 環境修復保全機構 東京 1,800

28
中国クプチ砂漠における治砂及び牧草地・経済灌
木林造成プロジェクト

中国
砂漠緑化団体地球緑化ク
ラブ

東京 1,900

29 「アンコールの森」再生支援プロジェクト カンボジア 国際開発センター 東京 550
30 長江上流域「緑の環境むら推進事業」 中国 地球緑化センター 東京 2,000

31
インドネシア・環境保全型アグロフォレストリー推進
事業

インドネシ
ア

地球の友と歩む会 東京 850

32 モンゴルにおける学校緑化事業 モンゴル
ガールスカウト日本連盟
東京都支部

東京 1,200

33 カラホト遺跡を飛砂から守るための植林 中国 日本沙漠緑化実践協会 東京 1,250

34 赤石地区緑化５カ年計画 中国
中国内蒙古沙丘・草原緑
化研究会

神奈川 1,100

35 モンゴル植林・生態系保全プロジェクト モンゴル
東アジア環境協働行動よ
こはま

神奈川 950

36
先住民族の村ブロコン及びブハンガンにおける持
続可能な森林開発事業

フィリピン
ビラーンの医療と自立を
支える会

神奈川 1,200

37
モンゴル国Ｄａｒｈａｄｙｎ盆地における育苗とモンゴル
国内中学校を基点とする植林システムの確立

モンゴル
モンゴル環境情報セン
ター

石川 1,750

38 フィリピンの山岳地域における森林再生活動 フィリピン キープ協会 山梨 700

39
ネパールヌアコット郡トリスリ地域での住民主導に
よる植林、貯水タンク、林道などの付帯事業

ネパール カトマンドゥ 長野 1,700

40
中国内モンゴル自治区オルドス市東勝地区砂漠緑
化事業

中国 日中蒙農業交流協会 長野 1,600

41 地理情報システムを活用した森林の保全管理 フィリピン イカオ・アコ 愛知 450

42
熱帯泥炭湿地への在来有用樹種を用いた住民参
加型植林事業

インドネシ
ア

平和環境もやいネット 京都 750

43 タイ北部の学校林の造成事業 タイ (特)みどり大阪 大阪 300

44 黄土高原緑化のための育苗センターの整備と運営 中国 緑の地球ネットワーク 大阪 1,900

45
フィリピン、ヌエバビスカヤ州カヤパ郡の植林と森林
保全事業

フィリピン
IKGS緑化協会（国際葛グ
リーン作戦山南）

兵庫 1,250

46 中国四川省遂寧市桂花森林公園造林緑化事業 中国 広島県日中親善協会 広島 1,050

47 万里の森林学校教育林植林事業 中国
烏雲の森沙漠植林ボラン
ティア協会

徳島 750

48 カンボジア植林５ケ年計画 カンボジア オイスカ三豊支局 香川 450
49 ラブ・グリーンの翼２００７ｉｎＴｈａｉ－Ｒａｎｏｎｇ タイ ラブ・グリーンの会 福岡 700


