
平成２８年９月３０日
日中緑化交流基金

番号   　交付先団体名 団体所在地       交付対象事業名 交付金額(千円)

1 （特）日中友好技術人材交流協会 福島県 日中青年内モンゴルバヤンノール市生態防護林プロジェクト 8,500

2 （特）日中友好技術人材交流協会 福島県 日中青年吉林省延辺州生態緑化プロジェクト 10,800

3 （特）日中友好技術人材交流協会 福島県 日中青年甘粛省漳県生態緑化事業 9,000

4 （特）日中友好技術人材交流協会 福島県 日中青年オルドス市生態修復モデル緑化事業 7,000

5 （一社）日本アジア青年交流協会 東京都 日中青年遼寧省大凌河流域水源涵養林 9,700

6 （一社）日本アジア青年交流協会 東京都 日中青年吉林省長春市農安県生態緑化事業 8,300

7 （一社）日本アジア青年交流協会 東京都 日中青年吉林省九台市生態緑化事業 9,000

8 （一社）日本アジア青年交流協会 東京都 日中青年四川省思蒙河流域生態緑化モデル林事業 9,400

9 日本青年団協議会 東京都 日中青年地球生態村模範林事業 9,300

10 日本青年団協議会 東京都 日中青年河北省遷西県生態防護林事業 9,100

11 日本青年団協議会 東京都 日中青年甘粛省武威生態緑化事業 7,400

12 日本青年団協議会 東京都 日中青年古北口長城区域北京水源涵養地造林事業 8,800

13 (一社)海外林業コンサルタンツ協会 東京都 タクラマカン砂漠周辺ゴビ荒漠地における生態環境モデル林造成 6,500

14 (一社)海外林業コンサルタンツ協会 東京都 甘粛省東部黄土高原浸食荒廃地生態・生活環境モデル林造成 8,200

15 (一社)海外林業コンサルタンツ協会 東京都 山東省泗河源流地水源林造成 4,800

16 (一社)海外林業コンサルタンツ協会 東京都 新彊吐魯番流動砂丘地緑化開発普及プロジェクト 6,500

17 (特)日中新世紀協会 神奈川県 日中青年甘粛省酒泉市生態緑化プロジェクト 7,900

18 (特)日中新世紀協会 神奈川県 日中青年甘粛省白銀市生態緑化プロジェクト 5,800

　日中緑化交流基金においては、中国国内において植林緑化事業を進めている中国の民間団体等に対して我が国の民間団体等が行う協力を
推進するため、平成２８年度日中民間緑化協力委員会資金による助成事業について、次のとおり414,500千円をもって助成いたします。

平成２８年度日中民間緑化協力委員会資金助成事業交付一覧



番号   　交付先団体名 団体所在地       交付対象事業名 交付金額(千円)

19 (一社)国際善隣協会 東京都 康楽県日中友好生態造林事業 4,500

20 (一社)国際善隣協会 東京都 永靖県劉家峡ダム区日中友好林造林 4,450

21 広島県日中親善協会 広島県 四川省攀枝花市旱熱河谷改造緑化造林モデル事業 7,000

22 日中科学技術協力会議 大阪府 安徽省南譙区水源涵養林造成石山緑化モデル事業 5,800

23 （特）国際ボランティア学生協会 東京都 日中青年吉林省白城市生態モデル林 7,600

24 （特）国際ボランティア学生協会 東京都 日中青年寧夏呉忠市立徳生態緑化モデル林事業 9,400

25 （特）国際ボランティア学生協会 東京都 日中青年内モンゴル展旦召蘇木砂漠化防止モデル林事業 9,000

26 (特)環境保全ネットワーク京都 京都府 陝西省淳化県における黄土丘陵植林緑化事業 6,600

27 (特)世界の砂漠を緑で包む会 石川県 内モンゴル自治区アラシャン盟生態保護林整備事業 6,600

28 (特)世界の砂漠を緑で包む会 石川県 湖北省咸寧市通城県生態防護林整備事業 5,450

29 長野県日中友好協会 長野県 河北省内丘県太行山緑化協力事業 5,000

30 (特)日中交流促進協会 茨城県 河北省秦皇島市撫寧県生態造林事業 7,700

31 (一財)日本森林林業振興会 東京都 曲阜市孔子文化生態林建設プロジェクト 6,450

32 (一社)日本森林技術協会 東京都 河北省唐山市豊潤区造林プロジェクト 6,700

33 (公財)オイスカ 東京都 貴州省凱里地域における生態林改善植林事業 5,200

34 (特)草原の風 長野県 ソミトソムダイエルヘト嘎査地区における砂漠化防止植林緑化事業 5,000

35 (特)岡山市日中友好協会 岡山県 洛陽白鶴鎮緑化協力事業 4,900

36 (一社) 日中国際交流協会 東京都 日中青年通遼市生態緑化事業 10,200

37 (一社) 日中国際交流協会 東京都 日中青年チチハル市碾子山区生態緑化モデル林 8,400

38 (特) 日本寧夏友好交流協会 島根県 日中（島根・寧夏）友好防砂林整備事業 4,300

39 （特）教育開発研究所 東京都 山西省豆村鎮土石山岳地域植生復旧モデル林造成事業 7,200

40 日本都市青年会議 大阪府 日中青年湖北省宜都市生態緑化モデル林事業 8,900

41 日本都市青年会議 大阪府 日中青年鄱陽湖流域生態モデル林事業 8,900



番号   　交付先団体名 団体所在地       交付対象事業名 交付金額(千円)

42 日本都市青年会議 大阪府 日中青年安徽省安慶市造林プロジェクト 10,000

43 （特）日本沙漠緑化実践協会 東京都 内蒙古巴彦卓爾市沙漠植林プロジェクト 4,250

44 （特）草炭緑化協会 東京都 甘粛省武威市古浪県五道沟梁砂漠造林緑化事業 6,300

45 宮城県日中友好協会 宮城県 吉林省農安県生態保護・防風固砂林建設事業 7,300

46 IFCC国際友好文化センター 東京都 蒙京津冀青少年生態緑化モデル林プロジェクト 8,100

47 IFCC国際友好文化センター 東京都 日中青年寧夏固原市生態緑化モデル林 9,300

48 IFCC国際友好文化センター 東京都 日中青年灤河源生態緑化モデル林事業 10,000

49 （一財）日本友愛協会 東京都 日中青年遼寧省義県生態緑化モデル林事業 8,700

50 （一財）日本友愛協会 東京都 日中青年陝西省麟遊県生態緑化モデル林事業 9,000

51 金沢市日本中国友好協会 石川県 寧夏回族自治区中衛市生態保護林整備事業 6,600

52 (特)黄河の森緑化ネットワーク 兵庫県 内蒙古オトカ前旗昂素鎮における砂漠化土地の植林緑化事業 5,450

53 （特）あきた白神の森倶楽部 秋田県 天水市黄土高原植生回復事業 6,100

54 (特)緑の地球ネットワーク 大阪府 河北省蔚県における緑化協力事業 7,500

55 (特)三重県日本中国友好協会 三重県 光山県小羅山荒山緑化友好モデル林建設事業 4,600

56 （特）日中協力促進会 東京都 山西省土砂山岳地域水土流出及び土地砂漠化整備モデル林造成事業 4,650

57 倉吉グレートライオンズクラブ 鳥取県 河北省張家口市陽原県造林事業 5,400

問い合わせ先

                        日中緑化交流基金（担当：田中、佐藤）

  　　　　　　　　　　　　TEL　０３－３２６２－８４５２

　　　　　　　　　　　　　FAX　０３－３２６４－３９７４


