
令和２年8月17日現在

番号 実施団体名 所在地 事業名 事業内容 事業地
交付決定額
(単位 千円）

交付決定日 実績等

1
組手什おかげまわし
協議会

愛知
間伐材等の組立て什器
（組手什）を用いた熊
本地震復興支援事業

被災地への組手什の寄贈（加
工・調達・現地寄贈）

熊本 1,600 H28.4.25
避難所、仮設住宅等へ組手什寄
贈   5，700本

2
（特非）ふるさと創
生

熊本
間伐材等の組立て什器
（組手什）を用いた熊
本地震復興支援事業

被災地への組手什の寄贈（加
工・調達・現地寄贈）

熊本 1,800 H28.8.31

・場所：大津町、益城町、甲佐
町、南阿蘇村の避難所、仮設住
宅、公民館等
・内容：組手什寄贈（5000本）
製作WS（５回）
・参加人数：150名

3
熊本県樹芸農業協同
組合

熊本
緑の絆づくりプロジェ
クト

仮設住宅の集会施設84棟へのク
リスマスツリー及び間伐材プラ
ンターの配布

熊本 1,792 H28.11.18

・場所：県内の仮設住宅団地集
会所、学校保育園、公共施設
・内容：モミ植木（84本）と間
伐材プランター（62個）寄贈

4
九州森林インストラ
クター会

熊本
間伐材等の組立て什器
（組手什）を用いた熊
本地震復興支援事業

被災地への組手什の寄贈（加
工・調達・現地寄贈）

熊本 700 H28.11.18
避難所、仮設住宅、災害ボラン
ティアセンター等へ組手什寄贈

5
公益社団法人 熊本
県緑化推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校等緑化推進）

被災地の学校や保育園等に木製
プランター寄贈し、心の癒やし
を図る樹木を記念植樹。

熊本 2,480 H28.12.26

・場所：大津町、阿蘇市、西原
村、益城町の小中学校、保育園
・内容：木製プランター寄贈
（236個）木製標示板設置（17
本）、保育園に記念植樹（サク
ラ２本）

6
公益社団法人 熊本
県緑化推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校等木製品提供）

被災地の学校や保育園等に間伐
材のベンチ・テーブル・遊具等
を寄贈し、木のぬくもりや香に
よる心の癒やしを提供。

熊本 6,060 H28.12.26

・場所：大津町、阿蘇市、西原
村、甲佐町の小学校、保育園
・内容：木製品の寄贈 ベンチ
（68個）テーブルセット（27ｾｯ
ﾄ）パーテーション（16個）檜
プール（3ｾｯﾄ）積木（16ｾｯﾄ）
靴箱（３個）ほか

7
公益社団法人 熊本
県緑化推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（仮設住宅団地等緑化
推進）

仮設住宅団地等に木製プラン
ターを寄贈。

熊本 2,380 H28.12.26

・場所：熊本市、阿蘇市の仮設
住宅団地等（14団地）
・内容：木製プランター寄贈
（178個）木製標示板設置（10
本）

8
公益社団法人 熊本
県緑化推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（仮設住宅団地等木製
品提供）

仮設住宅団地内の供用施設「み
んなの家」やその周辺に、間伐
材のベンチ・テーブル・遊具等
を寄贈し、木のぬくもりや香に
よる心の癒やしを提供。

熊本 1,030 H28.12.26

・場所：熊本市、西原村、益城
町の阿蘇市の仮設住宅団地等
（10団地）
・内容：木製品の寄贈 ベンチ
（８個）檜プール（１ｾｯﾄ）・
積木（９ｾｯﾄ）・靴箱（17個）
ほか

9
板倉の家ちいさいお
うちプロジェクト

熊本
木育拠点を通じた森づ
くりによる共存共生の
復興モデルづくり

被災地の商工会や九州の学生ら
が中心となり、森づくり体験や
木育体験を実施。地域材の復興
住宅の推進と市民参加の森づく
りに繋げる。

熊本 655 H29.2.13

・場所：西原村
・内容：森づくり体験（間伐見
学、枝打ち、）、木育ワーク
ショップ
・参加人数：52名

10
（特非）緑のカーテ
ン応援団

東京
熊本地震被災地支援
「仮設住宅×緑のカー
テン」プロジェクト

仮設住宅団地へ間伐材プラン
ターとゴーヤを寄贈。緑の癒や
しを提供し、健康増進とコミュ
ニティの活性化を図る。

熊本 2,350 H29.3.1

・場所：益城町
・内容：間伐プランター250
基、ゴーヤ500本
・参加人数：320名

11
（特非）くまもと温
暖化対策センター

熊本

熊本市等応急仮設住宅
及びみんなの家 グ
リーンカーテン設置事
業

仮設住宅団地および「みんなの
家」へ間伐材プランターとゴー
ヤを寄贈。暑さ対策・遮光対
策、緑の癒やし効果による住環
境の充実を図る。

熊本 2,547 H29.5.12

・場所：熊本市、阿蘇市、南阿
蘇村
・内容：間伐プランター264
基、ゴーヤ792本
・参加人数：330名

12
（特非）くまもと温
暖化対策センター

熊本

益城町等応急仮設住宅
及びみんなの家 グ
リーンカーテン設置事
業

仮設住宅団地および「みんなの
家」へ間伐材プランターとゴー
ヤを寄贈。暑さ対策・遮光対
策、緑の癒やし効果による住環
境の充実を図る。

熊本 2,569 H29.5.12

・場所：益城町、美里町、山都
町、甲佐町
・内容：間伐プランター293
基、ゴーヤ879本
・参加人数：400名

熊本地震復興事業の実施状況
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13
公益社団法人 熊本
県緑化推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校・仮設住宅団地
等緑化・木製品提供）

学校や幼稚園、仮設住宅団地等
の周辺に木製プランター、ベン
チ、遊具を寄贈し、記念植樹を
行う。

熊本 2,820 H29.10.5

・場所：熊本市・大津町の仮設
宅団地、宇治市・御船町の幼稚
園や学校
・内容：木製プランター15基、
サクラ等苗木13本、ベンチ29、
檜玉プール５、積み木５セット
贈呈

14
（公社）熊本県緑化
推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校等緑化）

被災地の学校や保育園等に木製
プランター寄贈し、心の癒やし
を図る樹木を記念植樹。

熊本 920 H30.9.5

・場所：大津町、御船町、嘉島
町、益城町、甲佐町の小中学
校、保育園
・内容：木製プランター寄贈
（75個）、学校等に記念植樹
（サクラ、他22本）

15
（公社）熊本県緑化
推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校等木製品提供）

学校や保育園等の周辺にベン
チ、遊具を寄贈し、子供たちの
共同生活の充実を図ると共に緑
の大切さ、木の温もりを提供。

熊本 4,280 H30.9.5

・場所：大津町、御船町、嘉島
町、益城町、甲佐町の小学校、
保育園
・内容：木製品の寄贈 ベン
チ・遊具（72個）

16
（公社）熊本県緑化
推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校・復興支援住宅
等緑化）

被災地の幼稚園、保育園、復興
支援住宅等の周辺に、子ども達
や被災者の共同生活の充実を図
る樹木を植樹する。

熊本 1,070 H31.9.26

・場所：御船町、益城町の保育
園、復興支援住宅団地等
・内容：記念植樹（サクラ、他
94本）
・参加人数：325名

17
（公社）熊本県緑化
推進委員会

熊本
熊本地震復興支援事業
（学校緑化）

被災地の保育園・こども園の周
辺に、地震の記憶を後世に残す
とともに心の癒しを図るため樹
木を提供し、共同作業により地
域の緑化を推進する。

熊本 680 H32.8.7

・場所：菊陽町、御船町、益城
町、甲佐町の保育園等
・内容：記念植樹（イロハモミ
ジ、他80本）
・参加人数：150名（見込み）

計 35,733


