
森林の整備
 直接事業 　単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額

1
「緑のボランテイアの森」記念造成事業
　　　　　　　　　　　「フォレスト21さがみの森」

神奈川
フォレスト21さがみの森連絡協議
会

東京 3,000

2 　　　　　〃　　　　　「いずみの森21」 大阪 いずみの森連絡協議会 大阪 2,000

3
緑のフィランソロピーの森造成事業　水源林の造成
　　　　　　　　　　　千歳水源の森づくり事業

北海道 北の森21運動の会 北海道 1,400

4 　　　　　〃　　　　　北蔵王水源の森整備事業 宮城 宮城森の会 宮城 1,400

5 　　　　　〃　　　　　白山水源の森づくり 石川 (財)石川県緑化推進委員会 石川 3,240

6 　　　　　〃　　　　　木曽川水源保全プロジェクト 岐阜
特定非営利活動法人 どんぐりの
会

岐阜 600

7 　　　　　〃　　　　　木曽川水源の森づくり活動 岐阜 やおつ水源の森実行委員会 岐阜 3,000

8 　　　　　〃　　　　　富士山麓水源の森整備事業 静岡 東京地方林退協沼津支部 静岡 2,400

9 　　　　　〃　　　　　岡山水源の森整備事業 岡山 グリーンOB会 岡山 2,293

10 　　　　　〃　　　　　小石原川水源の森づくり事業 福岡 あまぎ緑の応援団委員会 福岡 2,100

11
緑のフィランソロピーの森造成事業　共生の森
わたしたちの森づくり事業

宮城 宮城県森林インストラクター協会 宮城 2,060

12 　　　　　〃　　　　　山形共生の森造成事業 山形 西村山地方森林組合 山形 1,000

13 　　　　　〃　　　　　高取山共生の森整備保全事業 奈良 グリーンボランテイアならクラブ 奈良 700

14 　　　　　〃　　　　　大和まほろばの森整備事業 奈良 特定非営利活動法人自然と緑 大阪 1,000

15
富士山森林生態系保全事業
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 5,980

16 　　　　　〃　　　　　富士山台風被災林再生 静岡 富士山ナショナル・トラスト 静岡 610

17 　　　　　〃　　　　　富士山被災森林復元事業 静岡 東京地方林退協沼津支部 静岡 1,400

18
野生動物との共生の森造成事業　野生動物との共
存を図る南砺の山々を守る事業

富山
ＮＰＯ法人 南砺の山々を守る実
行委員会

富山 1,000

19 水源を守る市民参加の植樹の集い 北海道
２１世紀の道南の森林づくり事業
実行委員会

北海道 1,500

20 美しい森林づくり　松くい虫防除帯の森林造成事業 青森 三陸森の会 青森 1,500

21 民有スギ林間伐促進のための展示林づくり 青森 今別町「十五日会」 青森 500

22 平成縄文の森育林事業 宮城 森のなかま 宮城 200

23
長谷堂城跡公園に残る耕作放棄地の花木による森
づくり

山形 長谷堂城跡公園管理協力会 山形 800

24 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり 茨城 (特)つくば環境フォーラム 茨城 1,300

25 花粉の少ない森づくり事業 埼玉 カエデの森づくり推進協議会 埼玉 1,000

26 箱根・姥子の国有林における風倒被害地更新 神奈川 箱根KIKORIの会 埼玉 248

●平成19年 緑の募金事業（中央事業）の実施状況

平成19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。



27 百年の森づくり 埼玉 百年の森づくりの会 埼玉 1,500

28 筑波山水源の森づくり 茨城 (特)地球のみどりを育てる会 埼玉 800

29 高尾の森づくり活動 東京 高尾の森づくりの会 埼玉 1,900

30 群馬県草津やすらぎの森　森林整備事業 群馬 (特)森とでんえん倶楽部 東京 1,000

31 川場村湯原共存の森づくり作戦 群馬 やまづくりくらぶ 東京 800

32 源流域のみどりを守るボランテイア活動事業
群馬・山

形
源流域のみどりを守る会 東京 800

33 奥利根ふれあいの森 群馬 木もく倶楽部 東京 900

34 六甲山系グリーンベルト整備事業 兵庫
日本ヒマラヤン・アドベンチャー・
トラスト

東京 200

35 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 400

36 養沢里山再生事業 東京 東京緑化推進委員会 東京 2,000

37 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 470

38 「雪の高浜・越の松原」再生事業 新潟 八幡・銀杏の会 新潟 800

39
千年の森ーみんなでつくるふるさとの森ーいのちの
森再生八方台育樹・植樹

新潟
(特)新潟県山野草を訪ねる会・植
生研究会

新潟 800

40 牛岳・山田の水と緑を守る森づくり事業 富山 牛岳・山田水土林の会 富山 900

41 三里浜防風林再生事業 福井 浜四郷地区自治会長会 福井 1,800

42 森と川と海を結ぶ緑の再生プロジェクト 福井
ラポーゼかわだの森づくり実行委
員会

福井 800

43 森林再生プロジェクトー共生の森づくりー 山梨 多摩川源流研究所 山梨 1,000

44 地球温暖化防止の為の森林整備と美しい森づくり 長野 森林自由クラブ 長野 300

45 森林整備と間伐利用の推進 長野 (特)やまぼうし自然学校 長野 400

46
揖斐川流域住民による水源の権現の森林づくり事
業

岐阜 日本山岳会岐阜支部 岐阜 1,620

47 山里共生森林ボランテイア間伐モデル林事業 岐阜 ＮＰＯ 夕立山森林塾 岐阜 900

48 健全な森林育成事業 岐阜 ＮＰＯ恵那山みどりの会 岐阜 400

49 猿投の森での森づくり活動 愛知 猿投の森づくりの会 愛知 800

50 流域住民で作る水源の森づくり 長野 (特)森を再生する会 愛知 900

51 緑の環境を守るボランテイア活動事業 石川 さんしゅう森と山の会 愛知 900

52 「いろいろの森」広葉樹植林事業 愛知 (特)森林真剣隊 愛知 800

53
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
(特)みたけ500万人の木曽川水ト
ラスト

愛知 900

54 森林を育て、人を育て、豊かな地域を 三重
グリーンボランテイア「森林づくり
三重」

三重 900

55 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 600

56
青年の森林ボランテイア活動及び森林山林の認識
を深めるための普及啓発活動

京都 山仕事サークル杉良太郎 京都 158

57 男山地域の荒廃竹林整備事業 京都 八幡たけくらぶ 京都 400



58 泉南の里山を大切にする会 大阪 泉南の里山を大切にする会 大阪 220

59 大阪和歌山竹林皆伐交流作業会 和歌山 里山友好の会 大阪 600

60 ドングリ千年の森造林事業 兵庫 どんぐり千年の森をつくる会 兵庫 500

61 名田海岸防災林整備事業 和歌山 フォレストリング中紀会 和歌山 500

62 石見銀山歴史遺産を守る森づくり 島根 ＮＰＯ みどりと水の連絡会議 島根 820

63 悠久の森づくり 山口 稲見里山の会 山口 1,000

64 徳島県那賀町木沢森林整備事業 徳島
烏雲の森沙漠植林ボランテイア
協会

徳島 700

65 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 556

66 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

67 未来の森づくり事業 高知 ＮＰＯ土佐の森・救援隊 高知 1,000

68 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 700

69 中津江村　育林・森林ボランテイア 大分 (財)福岡ＹＭＣＡ 福岡 700

70 京筑地区森林整備ボランテイア事業 福岡
森林ボランテイア・ハローグリー
ン

福岡 500

71 循環生産の森林整備活動 鹿児島 鹿児島県林業会議 鹿児島 1,500

72 「ながお遊樹の森」森林整備事業 鹿児島 かごしまグリーンヘルパーの会 鹿児島 480

73 森林の恩恵を学び創造する実践体験塾 鹿児島 みどりの二季会 鹿児島 500

74 元気な森を育てる創造的森づくり 鹿児島
鹿児島県森林ボランテイア連絡
会

鹿児島 900

75 宮富小学校周辺整備事業 鹿児島 森林を守る会 鹿児島 500



緑化推進
 直接事業 　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
　　　　　　　　　THINK GREEN 2007秋キャンペーン

全国
(株)TBSラジオ＆コミュニケーショ
ンズ

東京 10,500

2 　　　　〃　　　　ふるさとの森　再びキャンペーン 石川 ふるさとの森再び推進委員会 石川 1,500

3
地球温暖化防止に向けた森林づくり
　　　　　地球温暖化の防止　トラックの森づくり

岡山 岡山地域美しい森づくりの会 岡山 2,500

4
　　〃　　花粉の発生対策　花粉の少ない森づくり事
業

東京
特定非営利活動法人 森づくり
フォーラム

東京 700

5
　　〃　　地球温暖化防止と花粉の少ない森づくり事
業

千葉 東京地方林退会千葉支部 千葉 1,200

6
　　〃　　被災森林の再生　野幌森林再生市民参加
の森づくり

北海道 北の森21運動の会 北海道 3,000

7
　　〃　　耕作放棄地域の植樹　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

滋賀
特定非営利活動法人おうみ木質
バイオマス利用研究会

滋賀 1,000

8
木の文化振興の森づくり
　　　　工芸の森　青少年による竹林ルネッサンス事
業

群馬 (特)日本青少年音楽芸能協会 東京 1,500

9 　〃　　社寺の杜　九博の杜づくり 福岡 九博の杜づくり実行委員会 東京 2,000

10 　〃　　フォークロアーの森づくり　ブナの森づくり 新潟 高根フロンテイアクラブ 新潟 1,000

11 　　　　　　　　　　〃　　　　　　東北地区 山形
美しいやまがた森林活動支援セ
ンター

山形 1,000

12 　　　　　　　　　　〃　　　　　　関東地区 千葉
特定非営利活動法人 樹木・環境
ネットワーク協会

東京 1,500

13 　　　　　　　　　　〃　　　　　　関西地区 滋賀 「共存の森」ネットワーク 東京 1,000

14 生活地域の森づくり　紀州「くまくすの森」大植樹祭 和歌山
紀州「くまくすの森」大植樹祭実
行委員会

東京 2,000

15
　　　　〃　　　　　安らぎの森　みのかも交流の森づ
くり

岐阜 みのかも交流の森実行委員会 岐阜 2,000

16
子どもの体験学習の森林づくり
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト　簾舞植樹会

北海道 北の森21運動の会 北海道 1,000

17 　　　　　　　　　〃　　　　　　 富良野植樹会 北海道
Point Green!富良野音楽祭2007
実行委員会

北海道 450

18 　　　　　　　　　〃　　　　　　 白神水源の森 青森 赤石川を守る会 青森 700

19 　　　　　　　　　〃　　　　　　 秋田植樹会 秋田 秋田県美郷町立千屋小学校 秋田 1,985

20
　　　　　　　　　〃　　　　　　 上野動物園動物とのふ
れあいの森づくり

東京
特定非営利活動法人 樹木・環境
ネットワーク協会

東京 1,000

21 　　　　　　　　　〃　　　　　　 富士河口湖植樹祭 山梨 大月森つくり会 山梨 500

22 　　　　　　　　　〃　　　　　　 泉佐野市植樹会 大阪 泉佐野市こども会育成連合会 大阪 510

23 　　　　　　　　　〃　　　　　　 植林勉強会 熊本 ＮＰＯ法人災害通信ネットワーク 熊本 500

24
緑のエコライフ推進事業　水源地域保全ボランテイ
アツアー　森林フィールドボランテイアツアーin霧多
布

北海道 ＮＰＯ霧多布湿原トラスト 北海道 2,000

25
緑のエコライフ推進事業　緑のエコライフ運動推進
事業

東京
特定非営利活動法人 木もく倶楽
部

東京 2,000

26
緑のボランテイアリーダー育成事業　第13回グリー
ンカレッジ

東京
特定非営利活動法人 森づくり
フォーラム

東京 2,000

27
緑のボランテイアリーダー育成　青少年カレッジ　青
年森林ボランテイア・リーダー育成事業

東京
特定非営利活動法人 樹木・環境
ネットワーク協会

東京 2,000

28 親と子協同の森づくりと自然体験活動 北海道 北の森21運動の会 北海道 2,000



29 市民や児童が学ぶ共生の森整備事業 青森 青森森林インストラクター会 青森 1,200

30 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

31 金華山植林・森林整備作業 宮城 (特)森林との共生を考える会 宮城 500

32 妖精の里体験活動エリア森林整備作業 福島 奥会津金山あそびのがっこう 福島 500

33 21世紀の森並びに千本桜堤の造成 福島 (特)みどりと花の太地学園 福島 400

34
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト どんぐりの木 植
樹会

茨城
特 森の自然学校 助川山保全く
らぶ

茨城 290

35 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 850

36
住民の植樹活動で水と緑豊かな地域作りの普及啓
発事業

茨城 いちょうの会 茨城 300

37 小根山森林公園森林整備等ボランテイア活動 群馬 群馬県林業技士会 群馬 410

38 倉渕元気な森づくり応援隊 群馬 倉渕元気な森づくり応援隊 群馬 1,200

39 桐生・新宿　森と水による交流事業 群馬
赤城クリーン・グリーン・エコネット
ワーク

群馬 300

40 船津伝次平に学ぶ森林づくり 群馬 富士見村農村交流推進会議 群馬 1,500

41 シラネアオイの植生復元作業 群馬 シラネアオイを守る会 群馬 500

42
河口湖自然楽校周辺での森林トレッキングと森林
整備体験学習活動2007

山梨 (特)こども文化ステーション 埼玉 400

43 サンシテイ樹齢350年スダジイ保全事業 東京 サンシテイ管理組合 東京 500

44 さくらを守るサポーター活動 東京 ＮＰＯ 東京樹木医プロジェクト 東京 250

45
2008ユフロ地球温暖化防止森林整備普及啓発事
業

北海道 ユフロ国際会議実行委員会 東京 2,800

46 森林環境教育プログラム「森林の楽校」2007／2008
秋田他７

県
(特)JUON NETWORK 東京 2,000

47
「森づくり安全技術・技能習得制度」講習会・審査会
試行事業

岩手他４
県

森づくり安全技術・技能全国推進
会議

東京 1,200

48 吾野の森再生プロジェクト 埼玉 MORIMORIネットワーク 東京 700

49
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト　ふるさとの風景
を校庭に！

東京 日野市立日野第四小学校 東京 500

50 足尾・ふるさとの森づくり 栃木他 ＮＰＯ森びとプロジェクト 東京 700

51 茨城県つくば市地域の森林と竹林整備活動 茨城 ふれあい筑波 東京 500

52
あきるの市戸倉地区の放置林を都市住民と地域住
民が連携して行う森林整備事業

東京 ぼんぼり山の会 神奈川 300

53 健康の森づくり整備事業 新潟 里山クリーン新潟 新潟 800

54 魚沼の森林整備を通して森づくり活動 新潟
ＮＰＯ 野外教育学修センター魚
沼伝習館

新潟 500

55 美しい森の国継体大王ロマンの森づくり物語 福井 八ツ杉千年の森づくり 福井 500

56 森と川を結ぶ日野川源流の森再生物語 福井 (特)ドラゴンリバー交流会 福井 500

57
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 850

58 佐久里山整備ボランテイアの会 長野 ＮＰＯ 信州そまびとクラブ 長野 200

59 森林の管理人育成講座の開催 長野 (特)フォレスト工房もくり 長野 500



60 国民参加による森林再生及び森林保全事業
長野・宮

城
(特)エコラ倶楽部 長野 1,000

61 谷津山景観再生事業 静岡 草薙の里 遊森民 静岡 600

62 みんなで楽しむ里山体験ゾーン活用事業 静岡 (特)まちこん伊東 静岡 700

63 木曽谷の水源林を育成する森造り協力事業 岐阜 緑の挑戦者 愛知 700

64
さくらの植樹を通した地域と都市とをつなぐあたらし
い山づくり

三重 熊野さくらの会 三重 700

65 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 500

66 竹一株植え付け運動
長野、岐
阜、京都

竹文化振興協会 京都 500

67 京都市歴史的風土特別保存地区保全活動事業 京都 美山町里山ふれあい振興会 京都 700

68 地域の子供会・園児を対象としたブルーベリー狩り 京都 ＮＰＯ ナチュラル 京都 200

69
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト　梅小路　植樹
会

京都 京都森林インストラクター会 京都 480

70 未来へつなぐ「上四の森」を創ろう！ 大阪
東大阪市立上四条小学校
PTA[樵くらぶ」

大阪 900

71 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イア連絡協
議会

奈良 1,000

72 紀伊半島三県森林ボランテイア交流大会開催事業 奈良
紀伊半島三県森林ボランテイア
交流大会実行委員会

奈良 1,300

73 万葉の森づくり 奈良 グリーンボランテイアならクラブ 奈良 1,100

74 エコキャンプ2008 岡山 エコキャンプ2008実行委員会 岡山 1,300

75
芦田川源流植林・下刈り事業と出前講座「緑の教
室」

広島 福山平成ライオンズクラブ 広島 300

76 企業と取り組む災害に強い森づくり事業 徳島 とくしま森とみどりの会 徳島 900

77
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト　地域の自然に
目を向けないともったいないよ！

香川 どんぐりネットワーク 香川 480

78 木とのふれあい促進事業 高知 (社)高知県森と緑の会 高知 800

79 地球温暖化防止にむけた緑化の促進事業 高知 (社)高知県森と緑の会 高知 600

80
MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト　土佐っ子　植
樹会

高知 (社)高知県森と緑の会 高知 500

81 「熊本水源の森」環境整備事業 熊本 ＮＰＯ災害通信ネットワーク 熊本 950

82 水源の森として植栽したわくわくの森森林整備 宮崎
水源の森づくりをすすめる市民の
会

宮崎 500

83 森林整備による美しい県土の創造事業 鹿児島 かごしまみどりの基金 鹿児島 580

84
川上と川下をつなげる森林環境ボランテイアをめざ
しての実践事業

鹿児島 鹿児島水と緑の委員会 鹿児島 800



国際緑化
 直接事業 　単位：千円

事業名 事業地 交付先 所在地 交付額

1
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

パキスタン ヒマラヤン・グリーン・クラブ 滋賀 5,000

2
東アジア環境林造成　モンゴル森林火災被災地再
生事業

モンゴル
GNC（Global Network for
Coexistance)

東京 1,810

3
東アジア環境林造成事業　太行山・郷土の森造成
事業

中国
認定特定非営利活動法人 緑の
地球ネットワーク

大阪 3,000

4
東南アジア海岸防災林造成事業　日・タイ友好マン
グローブ植林2007

タイ
SDGF研究会タイ・マングローブ
植林実行委員会

千葉 1,370

5
アフリカ環境植林事業　アフリカグリーンベルト造成
事業

マリ共和国
特定非営利活動法人サヘルの
会

東京 3,000

6
アフリカ環境植林　アフリカにおける貧困克服支援
植林事業

マラウイ (社)日本国際民間協力会 東京 5,000

7
地球温暖化防止植林計画　アマゾンでの環境配慮
型森林農業支援事業

ブラジル
特定非営利活動法人 地球と未
来の環境基金

東京 3,000

8 「カンカニ水資源涵養林造成」 エチオピア
特定非営利活動法人 フー太郎
の森基金

福島 1,550

9
北インド，ウッタル・プラデシュ州（U.P.州）における
環境保全型緑化推進事業

インド
特定非営利活動法人 アーシャ＝
アジアの農民と歩む会

栃木 1,050

10
フィリピン国ケソン州ラモン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VI）

フィリピン フォスター・フォレスト・クラブ 千葉 500

11 中国シルクロード緑化プロジェクト 中国 特定非営利活動法人 ２０５０ 東京 1,400

12
中国内蒙古自治区　科左後旗カンチカ鎮における
砂漠緑化活動

中国 ＦｏＥ Ｊａｐａｎ 東京 1,400

12 モンゴル国における緑化および教育啓蒙活動 モンゴル
ＧＮＣ（Global Network for
Coexistence）

東京 1,600

14
「ルソン島の先住民村落における水源保護の為の
緑化活動」

フィリピン
特定非営利活動法人 ＩＣＡ文化
事業協会

東京 1,050

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

16
タイ国南部の津波被災地における植林による環境
修復（フェーズ２）

タイ
特定非営利活動法人 環境修復
保全機構

東京 1,900

17 アグロフォレストリー型農園形成による環境緑化 フィリピン
特定非営利活動法人 観照ボラン
ティア協会

東京 950

18 「アンコールの森」再生支援プロジェクト カンボジア 財団法人 国際開発センター 東京 950

19
中国甘粛省武威地区における沙漠緑化の為の植
樹技術の確立

中国
特定非営利活動法人 草炭緑化
協会

東京 1,700

20
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／LIFE 東京 1,700

21
中国クブ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②

中国 地球緑化クラブ 東京 2,000

22 長江上流域「緑の環境むら推進事業」 中国
特定非営利活動法人 地球緑化
センター

東京 2,100

23 地球温暖化防止に向けた植林 オーストラリア
特定非営利活動法人 日豪緑化
センター

東京 2,000

24 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

25 熱帯雨林再生のための植林活動 マレーシア 社団法人 日本マレーシア協会 東京 1,400

26
日中国交正常化35周年記念「重慶市日中友好の
櫻」植樹事業

中国
「重慶市日中友好の櫻」植樹事
業実行委員会

東京 750

27
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
特定非営利活動法人 日本モン
ゴル親善協会

東京 1,000

28
バングラデシュ人民共和国，ポンチャゴール県ボダ
郡，ジナイダ県カリガンジ郡における環境保全のた
めの植林

バングラデシュ
特定非営利活動法人 ハンガー・
フリー・ワールド

東京 1,300

29 ホロンバイル緑化苗圃整備事業 中国
特定非営利活動法人 呼倫貝爾
地域緑化推進協力会

東京 1,950



30
社会林業によるマングローブ植林支援（ミャンマー・
イラワジデルタ）

ミャンマー マングローブ植林行動計画 東京 2,000

31
ソロモン諸島国沖地震被災地域における荒廃林再
生に向けた調査およびワークショップ実施

ソロモン諸島国
特定非営利活動法人 エーピーエ
スディ

神奈川 1,600

32 モンゴル植林・砂漠化防止プロジェクト モンゴル 東アジア環境協働行動よこはま 神奈川 500

33
ネパール国，カブレ州，パンチカール渓谷にある５
村（パンチカール村，バルワ村，ラピオピ村，パトレ
ケット村）にて苗床の整備，管理運営

ネパール
特定非営利活動法人 ラブ グ
リーン ジャパン

神奈川 1,800

34
モンゴル国Erdene村・Batsumber村・ウランバートル
市内中学校を基点とする植林と育苗システムの確
立

モンゴル
特定非営利活動法人 モンゴル
環境情報センター

石川 1,200

35 フィリピン・ルソン島山岳地域の森林再生活動 フィリピン 財団法人 キープ協会 山梨 800

36
マダガスカル国Amby村住民林業，学校林造成促進
事業

マダガスカル ＮＧＯ南回帰船 長野 500

37
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
特定非営利活動法人 カトマン
ドゥ

長野 700

38 中国新彊天山野生動植物保護地緑化協力事業 中国
特定非営利活動法人 西域生態
系保全フォーラム

静岡 900

39 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 500

40
ベトナム中部高原荒廃林地の香木育林による緑化
事業

ベトナム
特定非営利活動法人 平和環境
もやいネット

京都 1,450

41 タイ北部における森林保全のための造林 タイ アイユーゴー途上国の人と共に 大阪 1,000

42 タイ北部の学校林の造成事業 タイ 特定非営利活動法人 みどり大阪 大阪 300

43 黄土高原緑化のための苗圃の整備と運営 中国
認定特定非営利活動法人 緑の
地球ネットワーク

大阪 1,900

44
フィリピン，イフガオ州バナウエ郡における植林事業
「モヨンの森回復事業」

フィリピン 特定非営利活動法人 ＩＫＧＳ 兵庫 1,650

45
中国四川省遂寧市桂花森林公園造林緑化事業（第
２期）

中国 広島県日中親善協会 広島 1,350

46 徳島烏雲の森植林事業 中国
特定非営利活動法人 烏雲の森
沙漠植林ボランティア協会

徳島 1,700

47 第５回甘木朝倉みどりの翼2008 IN PHILLIPINES フィリピン
甘木・朝倉みどりの翼実行委員
会

福岡 850

48 「ラブグリーンの翼 2008 in Indonesia」 インドネシア ラブ・グリーンの会 福岡 650

49 タンザニア国，首都ドドマ近郊における村落林業 タンザニア
特定非営利活動法人 地球緑化
の会

熊本 1,850


