
● 令和２年度 緑の募金中央事業(公募事業）の実施状況

公募事業（事業別総括表）
単位：千円

交付件数 交付額

26 15,855

21 16,145

25 32,000

12 13,055

7 9,945

54 37,000

145 124,000
(注）本表は､令和２年度（令和２年7月１日から令和３年６月30日までの1年間）の緑の募金による寄付金の使途のうち、

緑の募金公募事業として森林ボランティア団体等に交付決定された金額を計上しています。

1．一般公募事業

（１）一般公募事業（森林整備）　　   26件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02S-01 道南森づくりの会 北海道 亀田郡七飯町 900

02S-02 （特非）いわて森林再生研究所 岩手 盛岡市 295

02S-03 （特非）森林との共生を考える会 宮城 栗原市 1,000

02S-04 （公財）トトロのふるさと基金 埼玉 所沢市 1,200

02S-05 （特非）地球緑化センター 東京 足柄郡山北町 400

02S-06 （特非）地球緑化センター 東京
長野県上松町、
滋賀県多賀町

400

02S-07 （特非）地球緑化センター 東京 岩手県陸前高田市 400

02S-08 枯れ沢復活＆ホタルを飛ばす会 東京 八王子市 500

02S-09 （特非）森の包括支援センター 東京 青梅市、
日の出町

460

02S-10 みどりを守る首都圏住民の会 東京 群馬県利根郡川場村 750

02S-11 （特非）山の自然学クラブ 東京 静岡県富士市 400

02S-12 （特非）緑のダム北相模 神奈川 相模原市 740

02S-13 （特非）日本の竹ファンクラブ 神奈川 横浜市 510

02S-14 （特非）よこはま里山研究所 神奈川 横浜市 410

02S-15 （特非）ドングリの会 岐阜 八王子市 1,000

事業名

　令和２年度は、次のとおり、全国の民間ボランティア団体やＮＰＯ等が実施する国内外での森林づくり事業の
支援を決定いたしました。

事　　業　　項　　目

一般公募事業（森林整備）

一般公募事業（緑化推進）

一般公募事業（国際協力）

特定公募事業・国民参加による災害
に強い森林づくり事業（森林整備）
特定公募事業・国民参加による災害
に強い森林づくり事業（緑化推進）

子どもたちの未来の森づくり事業(緑化推進）

合計

環境問題への関心の高まりの中で、森林整備等に積極的に関わろうとする森林ボランティア団体等による
森林づくり活動を推進･支援し、もって健全な森林の育成を行います。

（金額単位：千円）

神奈川の森づくり「山北町と湘南海岸林」

市民参加による森林づくり「山と緑の協力隊」

高田松原再生整備事業

北浅川上流地区の森にホタルを飛ばそう！

森の次代を担う青年森づくり事業

森林環境保全型の自伐林業家養成事業

間伐材の資源化プロジェクト

栗原市行者の滝周辺「癒しの森」植樹活動

トトロの森と狭山丘陵周辺緑地での里山保全

都市近郊の新しい里山づくり

水源を守ろう、森づくり事業

富士山で学びながら広葉樹の森林を復元する活動

相模湖若者の森づくり、知足の森整備活動

竹林の持続可能な保全と活用

都市の里山資源の活用推進

 



02S-16 熱海キコリーズ 静岡 熱海市 1,080

02S-17 間伐こもれび会 愛知 岡崎市、他 600

02S-18 （認特）やまんばの会 滋賀 米原市 700

02S-19
京都府立大学　森林ボランティアサークル　森
なかま

京都 西京区、他 320

02S-20 任意団体清水寺の森 兵庫 加東市 120

02S-21 NPO法人Peace&Nature
(ピースアンドネイチャー)

兵庫 神戸市 1,000

02S-22 ECOKA委員会 奈良 生駒市 600

02S-23 （特非）森づくり奈良クラブ 奈良 奈良市 420

02S-24 NPO法人森いく　比治山 広島 広島市 390

02S-25 （一社）CS阿波地域再生まちづくり 徳島 小松島市 820

02S-26 （公財）オイスカ　四国支部 香川 まんのう町 440

15,855

（２）一般公募事業（緑化推進）   21件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02R-01 （公社）北海道森と緑の会 北海道
札幌市

岩見沢市、他
1,680

02R-02 NPO法人C・C・C富良野自然塾 北海道 富良野市 504

02R-03
釧路湿原・阿寒・摩周
シーニックバイウェイ運営代表者会議

北海道 川上郡弟子屈町 580

02R-04 北海道千年の森プロジェクト 北海道 小樽市 1,000

02R-05 岩木山桜会議 青森 弘前市、他 300

02R-06 （特非）白神山地を守る会 青森 東津軽郡平内町 245

02R-07 （一財）ハヤチネンダ 岩手 遠野市 1,200

02R-08 （特非）角館里山再生プロジェクト 秋田 仙北市 1,060

02R-09 手ノ子区協議会 山形 西置賜郡飯豊町 500

02R-10 つくば樹楽会 茨城 かすみがうら市 180

02R-11 あばれんぼキャンプ 東京 大月市 450

02R-12 （特非）角間里山みらい 石川 金沢市 300

02R-13 （特非）自然とオオムラサキに親しむ会 山梨 北杜市 1,000

02R-14 猿投の森づくりの会 愛知 瀬戸市 350

02R-15 （特非）トイボックス 大阪 大阪市 1,100

02R-16 白崎青少年の家友の会 和歌山 由良町 1,250

02R-17 竹内マツ植樹隊 鳥取 境港市 900

02R-18 日本林業技士会島根県支部 島根 出雲市 600

02R-19 NPO法人ひろしま人と樹の会 広島 廿日市市 1,060

02R-20 いのちの森プロジェクト2020 高知 いの町 330

02R-21 （特非）四季の会 鹿児島 姶良市 1,556

16,145

（金額単位：千円）

事業名

森と緑と湖のマチ、そららの森づくりプロジェクト

いのちの森づくり植樹祭 IN おたる奥沢水源地 VOL8

オオヤマザクラ等の保育活動を通じた地域を結ぶ森林づくり

陸奥湾の植林と除間伐材の利用を学ぶ授業

馬と歩く瞑想と森林浴を行う新しい森づくり

沈黙しないでピカピカ里山にしませんか！

八幡山桜（はな）の森整備事業 コブシ・ハンノキの森整備事業

健康で元気な森林づくり

みんなの家でみんなの森づくりプロジェクト③

境港市竹内西緑地マツ林復元 ・整備事業

森林を整備し高校生と一緒に「芸術の森」を創造する

東京五輪開催記念植樹祭

環境共生型森づくりでだれもが参加普及事業

森林づくり活動と森林資源の利活用を体験

地域貢献ボランティアＳＡＴＯＹＡＭＡ体験

オオムラサキ舞う故郷の里山再生

猿投山北西山麓の環境林整備

トコトコダンダン緑でいっぱいプロジェクト

熱海市の森林整備と木材加工

間伐整備活動で取組む三河湾の生態系の保全

資源利用と環境学習によるやまんばの森再生

大学生による森林・竹林整備

「かがやけ白崎の森」プロジェクト

森・子どもたちの元気づくり・再生プロジェクト

【Furano Forest Style】植樹会と間伐イベントを通じた富良野・森
づくり事業

SDGｓ里山竹林アクティビティ・親子自然体験教育プログラム

尾の瀬山ヤマザクラの森と竹林の整備事業

里山整備事業

国境を越えたSDGｓ　六甲の森・里山づくり

鹿ノ台周辺緑地の再生事業

憩いの場として豊かな自然の森づくり

比治山の環境整備と環境教育

 



（3）一般公募事業（国際緑化）　　   25件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02K-01 特定非営利活動法人 MAKE HAPPY 宮城 中国 1,088

02K-02
特定非営利活動法人　内モンゴル沙漠化防止植
林の会

千葉 モンゴル 1,200

02K-03 日本アイアイ・ファンド 東京 マダガスカル 904

02K-04 公益財団法人オイスカ 東京 モンゴル 1,316

02K-05 特定非営利活動法人 環境修復保全機構 東京 カンボジア 1,376

02K-06 特定非営利活動法人集住グリーンネットワーク 東京 フィリピン 1,206

02K-07 高尾グリーン倶楽部 東京 ラオス 1,466

02K-08 特定非営利活動法人地球と未来の環境基金 東京 ブラジル 956

02K-09 一般社団法人　地球緑化クラブ 東京 中国 967

02K-10 公益社団法人日本環境教育フォーラム 東京 インドネシア 1,446

02K-11 特定非営利活動法人 日本ガラパゴスの会 東京 エクアドル 1,467

02K-12 特定非営利活動法人パルシック 東京 パレスチナ 1,497

02K-13 ラムサールセンター 東京 インド 1,575

02K-14 特定非営利活動法人　ラブグリーンジャパン 神奈川 ネパール 1,532

02K-15 ＮＰＯ法人モンゴル環境情報センタ－ 福井 モンゴル 1,367

02K-16 マグティン・カラコラム会 滋賀 パキスタン 1,271

02K-17 公益社団法人 日本国際民間協力会（NICCO） 京都 ケニア 474

02K-18 特定非営利活動法人　アイユーゴー 大阪 マダガスカル 1,716

02K-19 公益社団法人アジア協会アジア友の会 大阪 ネパール 1,543

02K-20 マナラボ　環境と平和の学びデザイン 兵庫 フィリピン 1,594

02K-21 特定非営利活動法人　シャンティ山口 山口 タイ 1,525

02K-22 一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会 福岡 モザンビーク 1,225

02K-23 特定非営利活動法人地球市民の会 佐賀 ミャンマー 1,128

02K-24 うみともSeed Village 鹿児島 インドネシア 984

02K-25 特定非営利活動法人　DANKADANKA 鹿児島 フィリピン 1,177

32,000

（金額単位：千円）

事業名

中国・内モンゴル自治区アラシャン盟ウランブハ沙漠における沙漠
緑化

モンゴル国における環境教育を目的とした環境保護林造成事業

ブラジル国パラ州での水源涵養林つくり

第3期モウス沙地における砂漠緑化・生態混交林造成事業

ジャカルタ湾岸　マングローブ林再生プロジェクト

ガラパゴス諸島：スカレシアの森再生事業

パレスチナ自治区カルキリア県の公立校・農地への植樹を通じた環
境改善事業

マダガスカルでの自然林再生と有用林形成

モンゴル国ブルガン県における森林再生並びに環境教育事業

カンボジア国東部の里山再生を目指した緑化推進事業

フィリピン・マウンテン州における森林農法による植樹と育苗事業

ラオス国における「村民の森」保全促進事業

マダガスカルでの土砂流失防止の植林事業

ネパール　シンドゥパルチョーク郡　地震被災地の学校の緑化と地
域の憩いの場及び避難場所として活用するための緑の公園づくり

フィリピン・ベンゲット州における鉱山開発地域の森林再生事業

タイ北部山岳地域ナムカー村の森林再生と農村開発

モザンビーク共和国カーボデルガド州モリンガプロジェクト

インド国オディッシャ州ゴパルプール沿岸の住民による「持続可能
な生活林」づくり

 パンチカール市　女性グループを中心とした植林と環境保全活動

ゴビ地域苗場造成と緑のエコクラブ育成

緑の再生保全と環境保護第一世代の育成（継続）

燃料資源維持を目指した持続的な種苗場運営

ミャンマー・マインピン地域における水源涵養・アグロフォレスト
リー推進と緑化啓発事業

ロテアイランドアグロフォレスト推進事業２

フィリピン・先住民の持続可能な森林経営に向けた苗木生産-２年次

 



２　特定公募事業（国民参加による災害に強い森林づくり事業）

（１）森林整備事業 　12件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02災S-01 （特非）環境生態工学研究所 宮城 八幡平市 925

02災S-02 やまづくりくらぶ 東京 群馬県川場村 330

02災S-03 （特非）森のライフスタイル研究所 東京 千葉県山武市、他 2,200

02災S-04 （一社）全国森の循環推進協議会 神奈川 南都留郡道志村 1,200

02災S-05 （特非）新潟県山野草をたずねる会・植生研究
会

新潟 長岡市 930

02災S-06 四季を愛する会 新潟 胎内市 2,300

02災S-07 （特非）木netやまなし 山梨 丹波山村 1,000

02災S-08 （特非）緑の挑戦者 愛知 木曽町 700

02災S-09 （特非）里山倶楽部 大阪 河南町 610

02災S-10 北岡本自治会 兵庫 丹波市 950

02災S-11 森の駅事業推進協議会（いずも森の駅） 島根 邑南町 950

02災S-12 （特非）森と木の研究所 鹿児島 日置市 960

13,055

（2）緑化推進事業 　７件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02災R-01 （特非）足尾に緑を育てる会 栃木 日光市 1,445

02災R-02 （特非）地球緑化センター 東京 三宅村 300

02災R-03 （一社）Silva 神奈川 横須賀市 2,100

02災R-04 大阪能勢田尻菊炭振興協議会 大阪 能勢町 1,900

02災R-05 （特非）グリーンベイOSAKA 大阪 堺市 1,800

02災R-06 兵庫ドングリ千年の森をつくる会 兵庫 宍粟市 1,100

02災R-07 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 鹿児島 鹿児島市 1,300

9,945

３　都道府県緑推推薦事業（子どもたちの未来の森づくり事業）

（金額単位：千円）

事業名

未来の子どもたちに豊かな国土を引き継ぐために、小・中学校の「森の学び」を支援するとともに、森林環境教育のフィールドと
しての地域のシンボルとなる森づくりの取り組みを支援します。

「山の学校」～水が繋ぐ地域と世代～促進事業

命の森づくり2020一里山自然復元植樹

緑の遺産「胎内」災害に強い森づくり

丹波山みんなの森づくり・防災事業

木曽谷の水源林を育成する森造り協力事業

里山斜面林の復旧およびボランティア研修事業

丹波山のある暮らし再生事業

自然回帰・椿守の森づくり事業(森林の整備と連携して行う普及啓発
活動)
入来浜海岸防災林保全活動

渡良瀬川源流の荒廃地緑化事業

三宅島復興森林づくり交流事業

湘南国際めぐりの森づくり

菊炭と里山を未来につなぐプロ ジェクト

グリーンベイOSAKA森を育てる活動(海岸防災林の植樹と緑地保全)

損保川源流の森づくり

「地球に緑を桜島を緑に」どんぐり照葉樹の森づくり

「国民参加による災害に強い森林づくり」タイプと「山村住民と都市住民の協働による森林整備と山村活性化」タイプの2つの事業
タイプで、森林のもつ公益的機能、地域における安全・安心な生活環境の確保と山村･都市住民の交流を通じ災害に強い森林整備の
推進と山村地域の活性化に寄与します。

（金額単位：千円）

事業名

北上川の上下流を結ぶ緑の再生活動

世田谷・川場上下流連携の森林活性化事業

津波や大雨等からの災害予防に向けた森林整備事業

 

 



緑化推進事業　　54件

番号 申請団体 所在地 事業地 交付額

02子R-01
（認特）子どもと文化のひろば ぷれいおん・と
かち

北海道 帯広市 700

02子R-02 札幌市立駒岡小学校 緑の少年団 北海道 札幌市 350

02子R-03 胆振 ・体験から学ぶ推進協議会COLD 北海道 苫小牧市 720

02子R-04 恵庭ふるさと１００年の森 北海道 恵庭市 630

02子R-05 （特非）おどろ木ネットワーク 青森 青森市 670

02子R-06 （特非）宮城県森林インストラクター協会 宮城 利府町 772

02子R-07 （特非）蔵王のブナと水を守る会 宮城 白石市 396

02子R-08 男鹿ツーリズムプラットホーム 秋田 男鹿市 1,000

02子R-09 トーブ・木こりっこ 秋田 北秋田市 520

02子R-10 福島ロータリークラブ 福島 福島市 360

02子R-11 ふるさとの風景づくり実行委員会 福島 矢祭町 533

02子R-12 （特非）里山を守る会 茨城 筑西市 400

02子R-13 森の守り人 茨城 上国井町 768

02子R-14 （特非）こが里山を守る会 茨城 古河市 650

02子R-15 常陽森のボランティア 茨城 茨城町 356

02子R-16 認定NPO法人宍塚の自然と歴史の会 茨城 土浦市 966

02子R-17 （特非）ふるさと未来Sou 栃木 高根沢町 920

02子R-18 糠塚山を美しくする会 栃木 鹿沼市 1,000

02子R-19 （特非）1000年の森を育てるみんなの会 栃木 那須塩原市 530

02子R-20 群馬県樹木診断協会 群馬 富岡市 795

02子R-21 （特非）ナチュラルリングトラスト 埼玉 吉見町 780

02子R-22 子育て支援ステーション　ニッセ 千葉 千葉市 1,000

02子R-23 パウロの森くらぶ 東京 八王子市 300

02子R-24 （特非）フジの森 東京 檜原村 760

02子R-25 （公財）いなぎグリーンウェルネス財団 東京 稲城市 1,000

02子R-26 豊ヶ丘小学校林活用・再生プロジェクト委員会 東京 多摩市 730

02子R-27 相原小学校　木育を進める会 東京 町田市 370

02子R-28 高尾グリーン倶楽部 東京 八王子市 750

02子R-29 NPO法人農ある暮らしを広める会 神奈川 二宮町 770

02子R-30 関東学院六浦こども園 神奈川 横浜市 956

02子R-31 保内緑の里管理組合 新潟 三条市 920

02子R-32 石川フォレストサポーター会 石川 小松市外 700

02子R-33 東山梨広葉樹林会 山梨 山梨市 340

（金額単位：千円）

にちようびの森～森で育つこどもたち

こまおかの森げんきづくり事業

子どもと馬を中心としたコミュニティによる里山整備及び森林環境
教育事業

事業名

ふるさとの森・遊びの森作り事業

子供たちへ繋ぐ森林の風

モニワ桜を増やして植えるプロジェクト

ふるさとの風景づくり植樹祭

私たちの住むふるさとの森づくり

子ども達の未来の森づくり

まるごと体験ツアー2020

子ども達の学びと遊びの共遊の森づくり事業

森での遊びを通した環境教育事業

「つなげよう！どんぐりの森2020」プロジェクト

みんなでつくるみんなの森プロジェクト

宮崎公園ツツジを未来へつなぐ

みんなで守ろう 育てよう！よしみ里山プロジェクト

親子でとりくむ「森のがっこう」の拠点づくり

歴史ある学びの森で、地元の小学生へ体験学習

子どもたち参加の森づくり活動

茨城町小中学生の「体験学習の森」の環境整備

市民による里山と共生する持続的保全の実践

ひだまり里郷プロジェクト
こどもの森整備

ふるさと糠塚山の里山環境保全事業

持続可能な森林管理を生徒児童と学ぶ

地域の多世代交流拠点を目指す園庭緑化事業

故郷の里山再生および園芸文化の復活プロジェクト

子どもたちの未来の森づくり事業

広葉樹林の多様な活用事業

子どもがつなぐ未来の森とSDGs

稲城市立長峰小学校学校林ルネサンス事業

豊ヶ丘小学校林活用・再生プロジェクト

4年生林業体験(間伐作業・下草刈り)5年生林業体験(間伐作業・枝打
ち)～相原小学校における「木育」～

みんなで集う多様で豊かな森づくり活動

 



02子R-34
（一社）富士見町開発公社
（多摩市立八ケ岳少年自然の家)

長野 富士見町 870

02子R-35 大野町野区自治会 岐阜 大野町 980

02子R-36 （公社）静岡県林業会議所 静岡 静岡市 980

02子R-37 （一社）日本ボーイスカウト愛知連盟 愛知 新城市 1,000

02子R-38 愛知県豊田市明和自治区 愛知 豊田市 800

02子R-39 上野間学区青少年を守る会 愛知 美浜町 610

02子R-40 あさくら里山再生プロジェクト 愛知 知多市 270

02子R-41 グリーンボランティア「森林づくり三重」 三重 いなべ市、他 514

02子R-42 雌岡山梅林を育てる会 兵庫 神戸市 205

02子R-43 （特非）ワーカーズコープ 兵庫 豊岡市 850

02子R-44 いこま棚田クラブ 奈良 生駒市 300

02子R-45 森のようちえん  ウィズ・ナチュラ 奈良 天理市 557

02子R-46 森のともだち応援し隊 鳥取 鳥取市 919

02子R-47 サンチャイルド長久さわらび園保護者会 島根 太田市 685

02子R-48 片上・伊部つながりの森実行委員会 岡山 備前市 890

02子R-49  伊部区有林管理会 岡山 備前市 380

02子R-50 竹林ボランティア山口南 山口 山口市 530

02子R-51 こうち森林救援隊 高知 春野町 558

02子R-52 （特非）環境圏研究所 熊本 水上村 820

02子R-53 （一社）sol 熊本 高森町 980

02子R-54 （特非）森と木の研究所 鹿児島 南九州市 890

37,000

子どもとミツバチの森づくり活動

伊部区有林マツ再生事業

楽しい里山二島

子ども達に託せる美しい里山づくり

傷や病から身を守る森づくり

元気な子も！療育の子もみんなで遊ぶ森作り

生駒市西畑町の棚田・里山の再生と創造

子ども達の心を育てる持続可能な森づくり

みんなでつくるドングリの森林

五感で感じる森のある園庭づくり事業

みんなで育てよう伊部つながりの森整備事業

「森の教室」どんぐり山づくり②

あさくら里山再生プロジェクト

未来を担う子ども達へ森林文化を伝えよう

子供達・地域の人々が安全、快適に集える雌岡山梅林の管理、整備
育成及び環境保全

コウノトリ育む森づくりと森の恵み自然体験

小学校移動教室における林業体験プログラム

名勝「金尾滝」周辺の「森の学び」整備事業

子どもたちと地域で育てる松野小学校の森とビオトープ整備事業

どんぐり交流会の山づくり

「森の教室」どんぐり山づくり①
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