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表紙イラスト 『LIVES』／しんじえりこ

Activities Prized in The 1st Contest for Corporate Activities on Biodiversity 

ー Minister's Prize, Ministry of Environment ー
Enwit Inc.・ SHIMIZU CORP.・ TAISEI CORP.・ NTT-EAST CORP.
● Animal-Pathway Project in Hokuto-city

ー Minister's Prize, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheriesー
Aleph Inc.
● Hokkaido Fuyumizu-tambo(Winter-fl ooded Rice Paddies) Project

ー Chairman's Prize, Keidanren Committee on Nature Conservationー
Nippon Steel Corporation
●  “Sea forest creation” project through recovering algae beds by means of Ferrous Supply Units

ー Director-General's Prize,  the National Land Afforestation Promotion Organizationー
Gifu Landscape Architect Co., Ltd.
● Forest improvement project to conserve the source of a river in Mitake

ー Aroma Environment Association of Japan Prizeー
Tsubame towel Corporation
● Supporting Pesticide-free Cotton Farms that Contribute to Greener Agriculture and a Better Environment

ー President's Prize, the Earth, Water and Green Foundationー
Fuyoshoji Co., Ltd
● Shigetomi tidal fl at festivity project

ー Chairman's Prize, the Judging Committeeー
Toyota Motor Corporation
● Forest of Toyota Project

ー  Jury Special Prize, the Judging Committeeー
Sagawa Express Co., Ltd.
● Takao 100 years-Forest Project

CHUETSU PULP & PAPER, CO., LTD.
● TAKEKAMI(Bamboo paper), benefi cially utilization of Domestic Bamboo

Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
● Yogyakarta Special Province Wildlife Reserve Restoration and Recovery

Mitsubishi Corporation
● Global Coral Reef Conservation Project

The Yamato Shinkin Bank
● Handling of the Yamato River water quality improvement support time deposit “Yamato River Time Deposit”

第１回いきものにぎわい企業活動コンテスト　受賞一覧

ー環境大臣賞ー
有限会社エンウィット・清水建設株式会社・大成建設株式会社・東日本電信電話株式会社
● 北杜市アニマルパスウェイ・プロジェクト

ー農林水産大臣賞ー
株式会社アレフ
● 北海道ふゆみずたんぼプロジェクト

ー経団連自然保護協議会会長賞ー
新日本製鐵株式会社
● 鉄分供給による藻場再生プロジェクト

ー社団法人国土緑化推進機構理事長賞ー
株式会社岐阜造園
● 「岐阜造園・水土保全の森みたけ」プロジェクト

ー社団法人日本アロマ環境協会賞ー
ツバメタオル株式会社
● 緑の農地と環境を守る無農薬綿花農場の支援

ー財団法人水と緑の惑星保全機構会長賞ー
株式会社芙蓉商事
● 重富干潟にぎわいプロジェクト

ー審査委員長賞ー
トヨタ自動車株式会社
● 「トヨタの森」プロジェクト

ー審査委員特別賞ー
佐川急便株式会社
● 高尾「100年の森」プロジェクト

中越パルプ工業株式会社
● 国産竹を有効利用した「竹紙」

三井住友海上火災保険株式会社
● ジョグジャカルタ特別州野生動物保護林の修復と再生

三菱商事株式会社
● サンゴ礁保全プロジェクト

大和信用金庫
● 大和川水質改善応援定期預金「大和川定期預金」の取扱い
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いきものにぎわい企業活動コンテストについて
�

　企業にとって、環境対策の重要性は高まる一方であり事業活動と環境との調和が求められてお

ります。この考え方は、日本では、かなり多くの経営者に浸透し、実際に、多くの企業が環境対策

に力を入れております。生物多様性についても、最近理解が高まりつつあり、実践に努めている

企業が増えています。

　今年2010年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、また、10月には名古屋で、生物多様

性条約の第10回締約国会議（COP10）が開催されます。COP10は、世界から数千人が集まる大

会議になりますが、そこでは、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する様々な議論が行われ、

日本の民間における具体的な取り組みが問われる場面もあろうかと存じます。

　そこで、この記念すべき年を契機として、「いきものにぎわい企業活動コンテスト」を開催いた

しました。これは、日本企業の生物多様性の保全や、持続的な利用に関する具体的な活動を広く

募集し、特に優れた活動について表彰することを通じて、生物多様性への取り組みの推進を図る

とともに、国内外に情報発信することを目的とするものです。

　第１回コンテストには、154件の応募がありました。一次審査を経て、90件が二次審査の対象

となりました。二次審査の結果、特に優れた活動として、環境大臣賞、農林水産大臣賞をはじめと

した、12件の受賞活動が選ばれました。

　このコンテストは、来年以降も継続して実施して参りたいと考えておりますが、このコンテス

トを通じて、優れた企業の取り組み事例や経験が、他の企業や連携しているNGOと共有され、新

たな活動のヒントになること、そして、なによりもこうした地道で息の長い活動に取り組んでき

た企業とその担当者にとって、活動の励みになることを期待しております。

　なお、生物多様性の問題は、企業活動のみではなく、市民活動も、重要かつ必要不可欠なもので

ありますので、当コンテストにより高く評価された市民活動について、表彰式の場で紹介いたし

ました。

On the 1st Contest for Corporate Activities on Biodiversity 
�

  For corporations, the importance of environmental measures only continues to grow. We live in a time that demands 

that corporate activities be reconciled with and conducted in harmony with the environment. This way of thinking 

has taken root among many in Japanʼs business sector so that today there are in fact numerous corporations that are 

pouring eff orts into environmental measures. Biodiversity is another topic that has recently seen a swell in interest, 

a trend that is being accompanied by more and more companies taking steps to put into practice eff orts to protect 

biodiversity. 

  The United Nations has declared 2010 the International Year of Biodiversity. In October, the tenth Conference of the 

Parties to the Convention on Biological Diversity will be held in Nagoya. Several thousands of people will come from 

around the world to attend COP 10 and partake in discussions on the preservation and sustainable use of biodiversity. 

Within this process, the topic of specifi c measures being taken up by the private sector will of course be broached. 

  To coincide with this year and this event, which should be commemorated, we decided to hold the 1st Contest for 

Corporate Activities on Biodiversity. Under this event, we solicited applications from across a broad spectrum of 

Japanese corporations on specifi c activities related to preserving biodiversity and sustainable use. By recognizing 

outstanding initiatives we aimed to promote measures to support biodiversity while at the same time disseminating 

relevant information both domestically and abroad.

  The 1st Contest for Corporate Activities on Biodiversity received 154 applications. Some 90 applications passed 

the first screening. In the second screening, from these 12 projects were selected. Those judged to be especially 

outstanding were recognized with awards, including the Minister's Prize from the Ministry of Environment and the 

Minister's Prize from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

  We would like to continue carrying out this contest in years to come and through it to encourage exceptional 

corporate initiatives and the experience gained through them to be shared with other companies and non-

governmental organizations. In this way, these activities can serve to guide and to encourage other novel projects 

while, more than anything, functioning to inspire those individuals behind these long-term corporate activities.

  Biodiversity is not an issue that falls exclusively under the purview of corporate activities; rather citizen activities also 

have a crucial role to play. As such, highly regarded citizen eff orts were also highlighted and recognized at the contest 

awards ceremony.

いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会代表者会代表
（経団連自然保護協議会会長）

大久保 尚武

Contest for Corporate Activities on Biodiversity Committee Members’ Representative 
(Keidanren Committee on Nature Conservation Chairman)

Naotake Okubo
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みんなちがって　みんないい
�

　金子みすゞの詩に「私と小鳥と鈴と」があります。

　私という人間と、小鳥という生き物と、鈴という物を、全く同列において比べる平等観は仏教

にみる山川草木悉皆成仏の理念を感じます。しかもその結論は「みんなちがって　みんないい」

というのです。ヒトも生き物もモノも、それぞれ皆ちがうが、それぞれに存在する意味があると

いうのです。

　生物多様性の意味はよく伝わらないと言われますが、私は金子みすゞが最も分かり易いと思い

ます。どんな動植物も微生物だって、みんなちがって　みんないいし、産官学からNPO、市民ま

でどんなセクターや主体であっても、そのみんながそれぞれに大切な役割を果たしているのです。

　これからの地球社会が持続可能であるためには、自然・社会・文化という3つの環境みんなが、

それぞれ3つの多様性を持ち続ける必要があると私は思っています。

　Biodiversity・Lifestyle diversity・Landscape diversityの3つです。生物多様性を担保す

ることで自然環境が持続可能になり、例えばボランティア活動など多様な生き方、暮らし方をす

すめる事が社会の持続性を保障し、多様な文化を共存させる事ができれば多彩な景観の魅力で世

界が豊かになります。

　いきものにぎわい企業活動コンテストは、直接的には生物多様性への社会貢献を評価するもの

です。審査にあたっては、森林、田園、都市のあらゆる地域を対象とし、企業規模や業種も、社員

のかかわり方も、それこそ「みんなちがって　みんないい」を立脚点に選定させていただきまし

た。生物種はもちろん、企業体も、活動の動機や社員のかかわり方も、実に多様性に富み、関係者

の皆さんが元気で生き生きし、誇りをもって取り組んでおられることは感動的でさえありました。

　このコンテストが大きく広がることで、日本の国土と社会、そして企業と市民活動が健全かつ持

続するであろうことを確信し、関係各位のご参加とご支援を心からお願いし、ご挨拶と致します。

　‘All Different, All Just Right’ 
�

  There is a poem called “Me, a Songbird, and A Bell” by the famed poet Kaneko Misuzu.

  This poem takes up as its theme people, animals and an object in the form of “myself,” a “songbird” and a “bell,” 

respectively. This work compares these items, placing them on equal footing in a manner that is reminiscent of 

the Buddhist way of thinking that regards all things—mountains, streams and nature—as sacred and worthy of 

Buddhahood. The poem finishes recognizing the value and meaning of people, creatures and things, concluding that 

they “are all different, all just right.” 

  While biodiversity is often said to be a difficult concept to convey, I think that in this poem Kaneko Misuzu breaks it 

down beautifully. Each plant, animal and microorganism is different, but each is fine, each is just right. The same can 

be said of those entities active in society; regardless the sector or the actor—whether industry, government, academia 

or non-profit organization—each has an important role to play.

  For international society as a whole to achieve sustainability in the future, I think that it is critical for the three 

realms of nature, society and culture to maintain their respective diversity. 

  These refer to biodiversity, lifestyle diversity and landscape diversity. By safeguarding biodiversity, the natural 

environments can be sustained. For example, through diverse lifestyles, such as those in which people undertake 

volunteer activities we can secure a sustainable way of life in which myriad cultures coexist together to form a 

stunning tapestry of scenery and a richer world. 

  The Contest for Corporate Activities on Biodiversity directly evaluates corporate social contributions as they pertain 

to biodiversity. The committee considered all types of areas—forests, fields and urban settings—as well as corporate 

approaches, regardless of company size, industry or employee participation, bringing to the selection process a 

perspective that “everything is different, everything is just right.” The varieties of wildlife, corporations and means and 

motivations of employees involved were incredibly diverse, and the energy and pride taken by the individuals involved 

in these projects was inspiring.

  In closing, I would like to thank everyone for their participation and support, both now and in the future, in the 

firm belief that the growth of this contest will contribute to the robustness and sustainability efforts of Japan, its 

corporations and the activities of its civil sector.

いきものにぎわい企業活動コンテスト審査委員長
（日本学術会議環境学委員長）

進士 五十八

Contest for Corporate Activities on Biodiversity Judging Committee Chairman
(Science Council of Japan Ecology and Environmental Science)

Isoya Shinji

Ikimono.indd   5 10/09/28   11:18



表彰式当日の模様
The scene of the awards ceremony
　平成22年6月19日（土）、東京都港区立エコプラザにおいて受賞企業の代表者や関係者、一般参加
者など140名余りが一堂に集まり、「第1回いきものにぎわい活動コンテスト表彰式」が行われまし
た。式では進士審査委員長よりユニークな挨拶・講評をいただき、終始アットホームな雰囲気で式
が進行されました。
　また「生物多様性の保全―企業・市民の実践を通して―」をテーマに、環境大臣賞と農林水産大臣
賞を受賞した2企業と市民活動を行っている代表者から、貴重なお話をお聞きするパネルディスカッ
ションも開催され、写真やグラフなどの豊富なデータを用いて、各活動が紹介され、参加者同士で活
発な意見交換が行われました。

  June 19 2010, over 140 attendants consisting of the representatives of the companies awarded, 
the persons concerned and general public got together in the Minato City Eco-Plaza and the awards 
ceremony for the 1st Contest for Corporate Activities on Biodiversity took place. At the ceremony, 
Mr. Isoya Shinji, the chairman of the judging committee for the contest, gave a unique speech and 
recounted the contest, amidst a convivial atmosphere. And a panel discussion was held by two 
companies and the representatives from civic activities. 

（敬称略）

農林水産省技術総括審議官

小栗 邦夫氏

Mr. Kunio Oguri, Director - General 
for Technical Affairs of Ministry of 
Agriculture,  Forestry and Fisheries

進士審査委員長のご挨拶
Greeting by Mr. Shinji, the chairman of the Judging committee 
for the contest.

いきものにぎわい企業活動コンテスト受賞者・授与者
The prize winners and grantors of the Contest for Corporate 
Activities on Biodiversity.

代表者によるパネルディスカッション
Panel discussion among representatives. 

いきものにぎわい市民活動大賞受賞者・授与者
The prize winners and grantors of the grand prize for civic 
activity on biodiversity.

い き も の に ぎ わ い
企 業 活 動 コ ン テ ス ト
審 査 委 員 ◇ あん・まくどなるど  Anne McDonald◇

国連大学高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所長

◇ 澁澤 壽一   Juichi Shibusawa◇ 
樹木・環境ネットワーク協会代表

◇ 塚本 一郎  Ichiro Tsukamoto◇
明治大学経営学部教授

○◇ 進士 五十八  Isoya Shinji◇
日本学術会議環境学委員長

◇ 浜本 奈鼓  Nako Hamamoto ◇
NPO 法人くすの木自然館専務理事
中央環境審議会生物多様性国家戦略小委員会委員

◇ 宮浦 富保  Tomiyasu Miyaura ◇
龍谷大学教授　龍谷大学里山学研究センター長

◇ 山本 美穂  Miho Yamamoto◇
宇都宮大学准教授
宇都宮大学里山科学センター協力教員

◇ 鈴木 正規  Masaki Suzuki◇
環境省自然環境局長

◇ 吉田 岳志  Takeshi Yoshida◇
農林水産省技術総括審議官（当時・As of March 2010）

来賓ご挨拶
Greetings by the guests of honor

環境副大臣
田島 一成氏

Mr. Issei Tajima,Vice-Minister 
of the Environment

○は委員長

The judging committee
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環境大臣賞 ／ Minister's Prize, the Ministry of Environment

北杜市アニマルパスウェイ・プロジェクト

Animal-Pathway Project in Hokuto-city

�
有限会社 エンウィット ／ Enwit Co., Ltd.

清水建設 株式会社 ／ Shimizu Corporation

大成建設 株式会社 ／ Taisei Corporation

東日本電信電話 株式会社 ／ Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

活動分類 野生生物の保護・管理 / 絶滅のおそれのある野生生物の種の保存
Activities Protection & management of wildlife and preservation of endangered species
対象 希少種保護
Objective/target Protection of rare species
活動地域 山梨県北杜市
Area Hokuto-shi, Yamanashi Pref.
活動年数 2004/1 ～ 2014 頃（予定）
Period 2004/1 – 2014 scheduled
参加人数総数 延べ 480 人（うち各社社員約 380 人）
Participants Total 480 participants including 380 employees of participating companies
活動回数 延べ 42 回
Number of activities held Total of 42 activities

断面がトライアングル形状の吊り橋構造が特徴のアニマルパスウェイ
Animal pathway suspension bridge with the distinctive triangular cross section.

アニマルパスウェイを渡るニホンリス
Japan main island Squirrel (Sciurus lis ) passing across the 
animal pathway.
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　道路や鉄道などの直線的な構造物により森林が分断されたことにより起こる、ヤマネ（準絶滅危惧種、

天然記念物）、ニホンリス、ヒメネズミ等の樹上性小動物の採餌・繁殖障害による種の遺伝子劣化等を

補てんするための、道路上に架設する「アニマルパスウェイ」の実証的研究開発プロジェクト。

　山梨県北杜市清里の森を中心として、財団法人キープ協会やまねミュージアムが主宰する「ニホンヤ

マネ保護研究グループ」と、建設業２社を含む４社のコラボレーションで実施。それぞれが専門性や技

術力を活かし、役割分担しながら協働作業を行っている。

　またヤマネの巣箱作りや「アニマルパスウェイ」周辺のボランティア活動には社員、業界団体、他の

NPO 等の参加を促し、その中で環境教育プログラムなども行っている。

　現在まで実証用１基と北杜市と連携して公道上に２基の「アニマルパスウェイ」を架設し、24 時間の

映像モニタリングなどを実施。そのデータ解析から樹上性小動物以外にテンなど、３か月で約 800 数十

回の利用を確認しており、その結果をもとに国内外への設置普及の活動を展開している。

　This is a research and development project to demonstrate the efficacy of animal pathways 

constructed to allow animals to pass across man-made structures, such as roads and railways, that 

bisect forests and to help preserve the genetic robustness of small arboreal animals, such as the 

Japanese dormouse (a species that is listed as near threatened and registered as a natural monument), 

Japanese squirrels and small Japanese field mice, by increasing their access to habitat and removing 

obstacles to food and opportunities for reproduction.

　The project is based in the forests of Hokuto-city, Yamanashi Prefecture and is being spearheaded 

by the KEEP (Kiyosato Educational Experiment Project) Association Foundation’s Yamane Museum, a 

research facility, in collaboration with four companies.

　Currently, one pathway has been established in partnership with Hokuto-city to demonstrate its 

effectiveness, with two animal pathways being built above public roads, the monitoring of which has 

confirmed its use by wildlife more than 800 times over a three-month period. As a result, activities are 

being taken to establish similar structures both domestically and overseas.

北杜市公道上に設置されたアニマルパスウェイ
The animal pathway constructed over the public road in Hokuto-city,Yamanashi.

アニマルパスウェイ設置作業参加者の皆さん
People constructing animal pathway.
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北海道ふゆみずたんぼプロジェクト

Hokkaido Fuyumizu-tambo
(Winter-flooded Rice Paddies) Project

�
株式会社 アレフ ／ Aleph Inc.

地域の子供たちが参加した生きもの調査
Children participating in wildlife research.

生息が確認されたオオイトトンボ
The presence of a Large Damselfly was confirmed.

農林水産大臣賞 ／ Minister's Prize, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 農地生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosytems/cultivated ecosystem
対象 田畑
Objective/target Arable land
活動地域 北海道恵庭市、南幌町など
Area Eniwa-shi, Hokkaido and Nanporo-cho etc.
活動年数 2005/9 ～ 2009/3（第 1 期）
Period Sept.2005 – March 2009（１st period）
参加人数総数 延べ約 2,500 人（うち社員等 847 人）
Participants Total of 2,500 participants, including 84 company employees
活動回数 延べ 70 回
Number of activities held Total of 70 activities
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　冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）の北海道版として、農薬や化学肥料を使用しない農法の確立と普及に

より、生物多様性の保全に貢献すると同時に、安全で高付加価値のお米の生産、さらには環境教育や地

域づくりなど多くの機能をもったプロジェクト。

　従業員による社有田での米作りは、農作業や生きもの調査などを体験プログラムとして実施。従業員

や市民の環境教育に役立てながらデータを蓄積し、活動 1 年目からヒメゲンゴロウ、ユスリカの幼虫な

どの水生生物、水田内ではニホンアマガエルのオタマジャクシの繁殖も認められるようになった。

　３年の活動の間に水田とその周辺には 20 種類のトンボを確認でき、その他の生きものの種数に関し

ても年を追って増えた。

　また農家が持続的に取り組むことができ、かつ生物多様性の保全に貢献する農法としての確立を目指

せるよう、栽培技術や生きもの調査の指導には NPO の指導者を招聘。活動に興味を持った農家や研究・

教育機関、行政、企業、一般市民等に幅広い参加を募り、実際に農家が耕作する水田での実証にも取り

組んだ。

　This project has established a wet-paddy winter approach for Hokkaido and is a multifaceted 

endeavor with myriad benefits, among them establishing and spreading farming rice paddies without 

the use of pesticides or chemical fertilizers. This has contributed to the conservation of biodiversity 

and the production of rice that is both safe and has added value. In addition, it has also helped 

environmental education and the development of local communities.  

　Aleph employees and local citizens have while cultivating rice in the company-owned paddies also 

implemented an experimental program that combines the surveying of wildlife with farm work. In its 

first year, the project generated data indicating increases in the number of some organisms such as 

frog tadpoles. Over the three years, 20 species of dragonfly have been confirmed.

　With the participation of various stakeholders, including farmers, experts and municipalities, the 

demonstration was carried out in the farmers’ paddies. 

「ふゆみずたんぼ」と「対照区 ( 減農薬 )」での生きもの比較調査の模様
Comparative survey of wildlife between a winter flooded rice paddy and a controlled rice paddy with 
limited chemical use.

イベントとして行われた「田植えまつり」での地元小学生による田植え
Rice planting by local elementary school kids in a rice planting festival 
event.
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経団連自然保護協議会会長賞 ／ Chairman's Prize, Keidanren Committee on Nature Conservation

　鉄鋼生産の際に副産物として産出される鉄鋼スラグと、農林業の副産物である廃木材チップなどを利

用して、海水中の鉄分不足により「磯焼け」現象が起きている沿岸域を復活させるプロジェクト。

　磯焼けの原因のひとつとして、従来は海藻類が吸収しやすい二価鉄が腐植酸鉄の形で森林から河川を

通じて海へ供給されてきたのに対し、森林伐採や上流の開発等により鉄分供給が減少したことが影響し

ていることが明らかとなってきた。

　そこで本プロジェクトでは、鉄分を多く含む転炉系鉄鋼スラグと廃木材チップを発酵させた人工腐植

土により、森林から供給される腐植酸鉄に相当する、動植物が吸収可能な二価鉄を人工的に供給する技

術による藻場造成を試み、全国約 20 か所の磯焼けの海域に海藻による海の森を再生させることに成功

し、これをきっかけに魚類をはじめとした多様な生物が戻ってきた。

　本プロジェクトは、鉄分供給による海藻の育成メカニズムの解明や、海域の鉄分を計測するための超

微量鉄計測技術の開発等、実践のみならず研究面からのアプローチも展開することで、実用性を伴う活

動へと発展した。

　This project harnesses the byproducts of two production processes, using steel slag generated 

in steel production and waste woodchips from forestry, to restore coastal ecosystems affected by 

denuding, known as “isoyake”,

　It has become clear that a cause of this denuding phenomenon is a lack of iron. While traditionally 

algae was supplied with bivalent iron (Fe2+) in the form of humic acid from upstream forests, today 

forestry and development of upstream lands have resulted in a decrease in such iron reaching coasts. 

  The project utilizes converter furnace steel slag containing a wealth of iron. It is combined with 

woodchips before being fermented into a man-made mixture that approximates the natural mixture of 

humic acid. This man-made mixture providing Fe2+ has been used in test cases in Japan, succeeding 

in restoring seaweed beds at 20 sites, helping to spur a return in fish diversity.

　Beyond the scope of practical application, this project has been a success on the research side, such 

as by revealing the mechanism behind the creation of seaweed beds based on the supply of iron.

鉄分供給による藻場再生プロジェクト

"Sea forest creation" project through recovering 
algae beds by means of Ferrous Supply Units

�

新日本製鐵 株式会社 ／ Nippon Steel Corporation

①北海道寿都町での磯焼け改善の成果
　Results of the improvement works for the barren grounds 

(Sea desert) in Suttu-town, Hokkaido.

②ヤシの繊維で作られた袋に鉄鋼スラグと人工腐植土をい
れた「ビバリーユニット」

　"Beverly Unit” bags made from coconut fiber containing 
steel slag and man-made mulch.

③海底の実験区での調査の様子
　Research works being carried out in an experimental 

area on the seabed.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 沿岸・海洋生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosytems/coastal & oceanic ecosystem
対象 水域（海）
Objective/target Water area （Sea）
活動地域 北海道増毛町、三重県志摩市
Area Mashike-cho, Hokkaido・Shima-shi, Mie Pref.
活動年数 2004/7 ～ 2014/7（第 1 期）
Period July 2004 – July 2014 （1st period）
参加人数総数 延べ 800 人（うち社員等 200 人）
Participants Total 800 participants, including 200 company employees
活動回数 延べ 70 回
Number of activities held Total of 70 activities

●

●

●①

③

②
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社団法人国土緑化推進機構理事長賞 ／ Director-General's Prize,  the National Land Affrostation Promotion Organization

　岐阜県における、県民協働による森林づくりプロジェクトとして、森林整備作業の協定を締結。周辺

に田園や集落、生活用水の水源地がある、地域住民の生活に深く関わる里山林 14.66ha での活動。

　地域住民の水源を守るための水土保全を重視した森林整備、キノコ類の林産物の生産、森林環境教育

やボランティア活動の場所づくりなど、環境型の生きた里山づくりを活動コンセプトとしている。

　活動に関しては社内に「森づくりチャレンジチーム」を設立し社員の自発的な参加を仰ぐなど、活動

に費やす労力は主として社員がボランティアで行っている。

　造園業の伐る、植える、調べる、保護するといったノウハウや環境技術を駆使し、ビオトープや健全

な里山づくりを目指すと同時に、地域の人々と協働しながら森林散策や自然観察などができる学習の場

として整備を進めている。

　In Gifu Prefecture a pact has been concluded involving the company Gifu Zohen to realize a 

government-citizen forest-creation project. The activities will cover a 14.66-ha of satoyama woodland, 

which is integral to local communities.  

　The endeavor is rooted in a concept of generating a sound natural environment, supplying a place 

for environmental education, volunteer activities and maintaining the woodland as a water supply 

source.

　The Forest-creation Challenge Team has been established by Gifu Zohen employees on a volunteer 

basis, to boost participation and undertake the bulk of the activities.

　As a landscaping firm, Gifu Zohen possesses knowledge and technology for conservation, that will 

serve the project well while working together with local residents to create a robust biotope as well as 

venue for enjoying nature.

「岐阜造園・水土保全の森みたけ」プロジェクト

Forest improvement project to conserve
the source of a river in Mitake

�

株式会社 岐阜造園 ／ Gifu Landscape Architect Co., Ltd.

①社員有志による里山整備作業の様子
　The employees volunteering for maintenance of satoyama.

② 2009 年 10 月に行われた植樹祭での集合写真
　Group photo at the tree-planting ceremony in October 

2009.

③植樹祭では地元住民などが参加し 1 千本の苗木が植えら
れた

　At the tree-planting ceremony, 1,000 nursery trees were 
planted with the participation of local residents.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 森林生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/forest ecosystem
対象 里山
Objective/target satoyama
活動地域 岐阜県可児郡御嵩町
Area Mitake-cho Kani-gun, Gifu Pref.
活動年数 2008/11 ～ 2014/3（予定）
Period Nov. 2008 – March 2014
参加人数総数 延べ 410 人（うち社員等 360 人）
Participants Total 410 participants including 360 company employees
活動回数 延べ 18 回　その他計画調査 30 回以上
Number of activities held Total 18 activities plus over 30 planning studies
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社団法人日本アロマ環境協会賞 ／ Aroma Environment Association of Japan Prize

　環境に優しいオーガニックコットンの普及と、インドの有機栽培農家の恒常的な支援に取り組んでいる。

　これまでもツバメタオル株式会社は天然糊剤の使用やカセイソーダを使わない酵素精練など国内で

の環境に配慮したモノ作りを全社的に推進してきたが、これに加えてツバメタオルとして使用している

綿花の 10％を、恒常的にオーガニックコットンに切り替えることにより、綿花農地と綿作地の環境保護

を目指している。

　市場のニーズに左右されずに、メーカーが主体的に一定量のオーガニック綿糸を直接綿花農家から仕

入れており、また 2010 年度は、1,000 コリのオーガニック綿糸を使用する予定で、このことにより農地

面積にして約 300 万㎡に相当する農地が無農薬の大地に変わることとなる。

　「オーガニックコットンのフェイスタオルを１枚使うことで１㎡の大地が無農薬になる」という運動

を進めることで、環境問題を考えるきっかけを消費者にアピールしている。

　Tsubame Towel Corporation is encouraging the spread of environmentally friendly organic cotton 
and also supporting the work of organic farmers in India.
　Tsubame Towel has pursued environmental production using natural glues and enzymatic refining 
processes that do not use caustic soda. In addition, the firm decided to go one step further and adopt 
organic cotton for 10 percent of its production needs to further strive to preserve the environment and 
the land upon which the cotton is grown.
　So as not to be swayed by the demand of the market, Tsubame Towel has made arrangements to 
purchase a predetermined amount of organic cotton directly from cotton farmers. In fiscal 2010, the 
company is scheduled to use 1,000 bales of organic cotton thread, which translates into 300 million 
square meters of farmland that is being farmed without pesticides. 
　The company is promoting this project to consumers with an eye to increasing environmental 
awareness by promoting the idea that by using an organic face towel a consumer can ensure that one 
square meter of earth is pesticide free.

緑の農地と環境を守る無農薬綿花農場の支援

Supporting Pesticide-free Cotton Farms that Contribute to Greener 
Agriculture and a Better Environment

�

ツバメタオル 株式会社 ／Tsubame Towel Corporation

①インドのマハラシュトラ州にあるオーガニックコットン
の栽培農場

　The organic cotton plantation in Maharashtra, India.

②紡績には風力発電をはじめとしたクリーンエネルギーを
利用している

　Clean energy, such as wind power and other clean 
energies, are utilized for cotton spinning.

③オーガニックコットンが使用された製品
　Products manufactured from the organic cotton.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 農地生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosytems/cultivated ecosystem
対象 田畑
Objective/target Arable land
活動地域 インド共和国　マハラシュトラ州
Area Maharashtra,India
活動年数 2008/5 ～継続中
Period May 2008 – ongoing
参加人数総数 延べ 100 人（うち社員等 20 人）
Participants Total 100 participants including 20 company employees
活動回数 延べ 10 回
Number of activities held Total of 10 activities
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財団法人水と緑の惑星保全機構会長賞 ／ President's Prize, the Earth, Water and Green Foundation

　鹿児島湾（通称：錦江湾）の奥、最大の干潟である重富海水浴場において地元 NPO 法人との協働によ

り環境保全活動や観察会等に取り組んでいる。

　重富干潟は、かつては多くの海水浴客が訪れ、貝が湧くといわれるほど豊かな浜であったが、都市の

ベッドタウンとしての人口増加に伴う水質悪化、生物の減少、海岸のゴミ不法投棄による荒廃が著しい

状況であった。

　数年前から地元 NPO 法人による環境保全活動が始まり、それに企業の社会貢献活動の一環として、ま

た社員の環境意識啓発のために協働することで活動を開始した。

　また、従業員の毎月の給与と賞与から 100 円未満の端数により「ココチ基金」を設立し、本プロジェク

トの協働者である環境教育 NPO 法人「くすの木自然館」に助成している。

　We have implemented activities to protect as well as observe nature with a local non-profit 

organization (NPO) at the sprawling wetlands of Shigetomi, which belong to a beachside swim area of 

the same name nestled within Kagoshima Bay, popularly known as Kinko Bay.

　In the past, this spot was popular among those seeking an enjoyable day of swimming and was 

famous for its plentiful nature. However, with the increase in population that came with urbanization, 

the area’s water quality worsened, wildlife disappeared and the coastline was plagued by the illegal 

dumping of waste.

　As part of our corporate efforts to contribute to society and to boost the environmental awareness 

of our employees, we decided to collaborate on environmental protection activities with the NPO. In 

addition, we established the Cocochi Fund, using money donated in increments of less than 100 yen 

from employee salaries, to help support the activities of the environment education NPO Kusu no Ki 

Shizenkan, which works with us on this project. 

「重富干潟にぎわいプロジェクト」

Shigetomi Tidal Flats Festivity Project

�

株式会社 芙蓉商事 ／ Fuyoshoji Co., Ltd

①活動場所となる重富海水浴場
　Shigetomi Swimming Beach, site of the activity.

②活動は地元 NPO 法人、社員やその家族が積極的に参加
　The activities were actively participated in by NPOs, 

Fuyoshoji employees and their families.

③干潟に生息するハクセンシオマネキ
　Small crabs (Uca lactea) make their habitat in the tidal 

flat.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 沿岸・海洋生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/forest ecosystem
対象 水域（海）
Objective/target Wetland （ocean）
活動地域 鹿児島県姶良郡姶良町
Area Aira-cho, Aira-gun, Kagoshima Pref.
活動年数 2008/4 ～継続中
Period April 2008 – ongoing
参加人数総数 延べ 2,000 人（内社員等 100 人）
Participants Total 2,000 participants including 100 company employees
活動回数 延べ 30 回
Number of activities held Tota of 30 activities
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審査委員長賞 ／ Chairman's Prize, the Judging Committee

　「トヨタの森」は､ 豊田市郊外の社有林で全敷地 76ha の内 15ha を里山活性化のモデル林として整備

し､ 1997 年 10 月にオープン。インタープリターを常駐させ、地域の環境学習・環境教育拠点として地

域に根ざした活動を行うとともに、整備効果の把握のためにエコモニタリング ( 自然生態調査 ) を継続

している。　

　本活動では、都市近郊林を活性化し都市環境の改善に役立てるとともに、新たな活用方法を考える自

然共生の場として、21 世紀の里山再生を目指した取り組みを進めており､ 一般開放されているモデル林

では「湿性生物観察園」や「シデコブシの谷」など､ 立地特性に合わせたゾーニングを行っている。

　また､ 自然林に誘導する「自然林化試験区」､ 炭を水質改善に用いた「水質改善試験区」など､ 多数の試

験区を設けて効果測定の基礎データを収集。除伐整備を広範囲で実施し､ 落葉広葉樹主体の林相を好む

植物種が大幅に復活。生息が途絶えていたハッチョウトンボが復活するなど､豊かな生態系が再生された。

　The Forest of Toyota is a company-owned forest on the outskirts of Toyota-city. Of the 76-hectare 

plot, some 15 hectares are forest that has been maintained as a model of so-called satoyama 

woodlands since October 1997. A nature guide is stationed on site to support nature study activities 

and monitor the results of forest maintenance activities.

　This project seeks to establish new, viable means of harnessing restored satoyama this century to 

benefit urban environments and as a means of coexisting with nature. This forest is open to the public 

as a model forest and features a number of unique zones highlighting natural characteristics for visitors 

to observe. 

　In addition, the project features a number of sections where data is collected in conjunction with 

pilot activities, such as one attempting to use charcoal to improve water quality. Broad implementation 

of forest maintenance activities has led to the revival of plants that thrive in broad-leaved deciduous 

forests as well as a robust ecosystem with wildlife.

「トヨタの森」プロジェクト

Forest of Toyota Project

�

トヨタ自動車 株式会社 ／ Toyota Motor Corporation

①林内には分かりやすいサインなどが配置されている
　Clear signs are displayed in the small wood.

②専属のインタープリターによって様々な活動に対応して
いる

　Professional interpreters (forest rangers) facilitate 
various activities.

③モデル林内にある湿性生物観察園
　Hydrarch habitat observation park located in the model 

small woods.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 森林生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosytems/forest ecosystem
対象 里山
Objective/target satoyama
活動地域 愛知県豊田市
Area Toyota-shi, Aichi Pref.
活動年数 1997/10 ～現在（以後未定）
Period Oct. 1997 – to present
参加人数総数 延べ約 8 万人
Participants Total 80,000 participants
活動回数 里山保全活動　延べ 200 回／環境学習取組　延べ 1,060 回
Number of activities held Total 200 acitivities for preservation of Satoyama and total 1,060 activities of environmental studies
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審査委員特別賞 ／ Jury Special Prize, the Judging Committee

　東京都八王子市裏高尾町の山林を約 50ha 取得し、森林再生・保全活動に取り組んでいる。2006 年から

社会貢献と健全な生態系の確保と、里山の持つあらゆる可能性を追求したプロジェクトを立ち上げ、各

種団体や教育機関、地域住民など様々なセクターとの協働で活動を展開している。

　薪炭林や人工林に覆われた里山として利用、活用されていた時代を経て、植林されてから約 40 年間放

置され荒廃した状況であったが、現在は約４haの面積を NPO 等の各種団体、地域住民、ボランティアと

の協働により除伐、間伐、下草刈りを実施。社員も積極的に保全活動に参加し、林内遊歩道などの周辺環

境整備も進み、森林を利用したイベントやワークショップ、自然体験学習などに利用されている。

　This project involves the acquisition, restoration and conservation of a nearly 50-hectare tract of 

forest in the town of Takao in Hachioji, Tokyo.  In 2006, Sagawa Express undertook this project to 

secure and protect this robust ecosystem as a means of contributing to society while exploring the 

many possibilities of satoyama woodlands.

　After being used as coppiced forest, these formerly tended woodlands were left untouched for 

40 years falling into disrepair. Today, however, nearly four hectares of land are being maintained 

by organizations, including non-governmental organizations, which work with local residents and 

volunteers to remove overgrowth and thin the forests. At the same time, a path through the area has 

also been created allowing it to be used for nature study and research.

「高尾 100 年の森」プロジェクト

Takao 100 years-Forest Project

�

佐川急便 株式会社 ／ Sagawa Express Co., Ltd.

①間伐材を活用したデザインワークショップ
　A design workshop utilized with the wood thinned from 

forests.

②社員、ボランティアと協働による遊歩道の敷設作業
　Building a natural trail by employees and volunteers 

working together.

③樹種、樹木量を把握するための里山管理実習の様子
　Practical training of satoyama management for judging 

tree species and volume of trees.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 森林生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/forest ecosystem
対象 山林
Objective/target Forest
活動地域 東京都八王子市
Area Hachioji-shi, Tokyo.
活動年数 2006/10 ～継続的に実施
Period Oct.2006 – ongoing
参加人数総数 延べ 1,000 人（うち社員等 200 人）
Participants Total 1,000 participants including 200 company employees
活動回数 延べ 200 回
Number of activities held Tota of 200 activities
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審査委員特別賞 ／ Jury Special Prize, the Judging Committee

　不可能と思われていた「国産竹の紙」の製造を 1998 年より挑戦し、安定的に竹を活用することで地域

の竹林管理をけん引する事業を展開。竹林のみならず、隣接する里山の保全再生に寄与することによっ

て、生物多様性の保全にも貢献している。

　成長力が旺盛で、放置すると周辺に根を伸ばし、森の多面的機能や生物多様性を低下させる竹を、紙

として有効活用することにより、タケノコ生産林の整備が進み、また、竹に新たな経済的価値が生じた

ことにより、放置竹林の伐採整備が民間レベルで積極的に行われるようになった。

　さらに 2009 年には里山保全活動の団体へ支援するための寄付金付き間伐材印刷用紙「里山物語」を

発売。これらの環境対応用紙は、本業を通じた持続性のある環境貢献を果たしている。

　In 1998, CHUETSU PULP & PAPER, CO., LTD. attempted to make paper from domestically produced 

bamboo, something held to be impossible. This has developed into a project that uses local, managed 

bamboo forests. This is good not only for the bamboo groves, but for the surrounding local satoyama 

woodlands, which contribute to biodiversity.  

　If left alone, bamboo will grow out of control, and the many functions and biodiversity of the forest 

will fall below optimal levels. Harvesting it efficiently for paper has also helped the bamboo shoots 

industry and generated additional economic value, resulting in people actively coming to maintain the 

groves. 

　In addition, in 2009 the company marketed its satoyama Monogatari printing paper, made of timber 

from forest thinning, with some of the proceeds used to support groups working to preserve satoyama. 

As such, this ecological paper is an environmentally sustainable contribution to the world.

国産竹を有効利用した「竹紙」

TAKEKAMI(Bamboo paper), beneficially 
utilization of Domestic Bamboo

�

中越パルプ工業 株式会社 ／ CHUETSU PULP & PAPER, CO., LTD.

①社員参加の竹林整備ボランティア作業
　Employees voluntarily work to maintain the bamboo 

forest.

②木材チップ専業工場に運び込まれた原竹
　Raw material bamboo brought into the wood chip factory.

③竹紙の原料となる竹チップ
　Bamboo chip material for bamboo paper.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 森林生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/forest ecosystem
対象 里山
Objective/target satoyama
活動地域 鹿児島県を中心とした九州一円ほか
Area Mainly Kagoshima Pref. and throughout Kyushu
活動年数 1998 ～継続中
Period 1998 – ongoing
参加人数総数 本業として活動
Participants As main business activity
活動回数 本業として活動
Number of activities held As main business activity
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　不法伐採により劣化した野生動物保護林の修復と再生、ジャワ島の在来樹種による植林、果樹供給等

による長期にわたる地域経済への貢献を目的として、約 350ha の山地にジャワ島内の在来樹種、有用樹、

果樹等約 30 万本の植樹を行っている。

　この活動は、インドネシア林業省が日本の民間企業と連携する初の植林事例である。在来種を中心と

して植林を行い、自然に近い形で動植物種を復元すると同時に、果樹、農作物なども植林する「アグロ

フォレストリー方式」で地元住民の経済的支援につなげることも目指している。森林の大切さを周辺住

民に理解してもらうため、小学生高学年を対象に 2008 年度から「環境教育」を実施している。

　また、本活動は国立ガジャマダ大学と連携して、毎年定期的にモニタリング調査を実施し、生態系の

回復状況を確認している（2009 年度の鳥類のモニタリング調査では、4 年前の同調査時の 20 種から 29

種へと増加している）。

　This project is designed to restore a natural reserve that has been ravaged by illegal logging and, 

over the long term to contribute to the local economy through the planting of trees. This has resulted 

in the planting of some 300,000 trees across nearly 350 hectares of highland area. 

  This marked the first collaborative reforestation project between Indonesia’s Department of Forestry 

and a Japanese corporation. Forestry activities focused on native species and restoring both animal and 

plant species in a natural way in conjunction with planting fruit trees and agricultural crops following 

an “agroforestry” approach with the aim of bolstering the local economy. To enhance appreciation of 

the importance of forests, since fiscal 2008 we have been conducting environmental education tours 

involving local upper-grade elementary school students. 

　In addition, these activities are conducted in partnership with Gadjah Mada University under which 

annual surveys are conducted to monitor the restorative progress.

ジョグジャカルタ特別州野生動物保護林の修復と再生

Yogyakarta Special Province Wildlife Reserve 
Restoration and Recovery

�

三井住友海上火災保険 株式会社 ／ Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited

①植林し修復された野生動物保護林の様子（2010 年 2 月）
　Protected forest for wild animals restored by tree planting 

(As of February 2010)

②有用樹、果樹などジャワ島の在来樹種が選ばれ植林され
ている

　Forest planted with the Java domestic species of useful 
trees and fruits trees.

③現地住民が育苗した苗を植林地まで運んでいる様子
　Local residents carrying nursery plants to the forestry 

site.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 森林生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/forest ecosystem
対象 山林
Objective/target Forest
活動地域 インドネシア共和国ジャワ島
Area Java, Indonesia
活動年数 2005/4 ～ 2011/3（予定）
Period April 2005 – March 2011 scheduled
参加人数総数 延べ 2,900 人（うち社員 52 人）
Participants Total of 2,900 participants, including 52 company employees
活動回数 延べ 220 回
Number of activities held Tota of 220 activities

●

●

●①

③

②

Ikimono.indd   18 10/09/28   11:18



審査委員特別賞 ／ Jury Special Prize, the Judging Committee

　2005 年度から沖縄、そして 2006 年度からミッドウェイ、セーシェルの３拠点を中心に様々な研究機

関と共同して多様な角度からのサンゴ礁保全研究を実施している。

　沖縄では静岡大学・琉球大学・国士舘大学とともにサンゴの白化の原因とメカニズムの解明をテー

マに研究を実施、またミッドウェイではカルフォルニア大学サンタクルーズ校とともに気候変動や地域

的な変化のサンゴ礁に与える影響をテーマに調査を実施、さらにセーシェルではエセックス大学の研究

チームとともに、サンゴ礁の生息地の生物多様性、マングローブ、サンゴ礁の状態などの観察データ収

集を実施している。

　なお、このプロジェクトはサンゴ礁の保全に繋がる学術的な調査研究としての意義だけでなく、市民

と企業が参加し、「産・学・民」で成果を共有し、海洋環境保全の重要性を広く伝えていくこととし、毎年、

研究者による研究報告会を実施するほか、シンポジウムも開催し、プロジェクトの成果を広く社会に公

表している。

　Since 2005, we have collaborated with research institutes on an array of research designed to 

preserve coral reefs, in addition to engaging in similar research around the Midway Atoll and Seychelles 

islands since 2006. 

　Our efforts have included the following projects: 

•Work with Shizuoka University, Ryukyu University and Kokushikan University to determine the 
mechanism of coral bleaching;

•Work with University of California, Santa Cruz at Midway Atoll to survey the local effects of climate 
change on coral reefs;

•And working with Essex University researchers to gather data on coral reef biodiversity, as well as 
the status of mangroves and coral reefs on and around the islands of Seychelles.

　These projects are significant as academic research contributing to the preservation of coral reefs, 

and also because the results are shared with industry, academia and the private sector to promote the 

importance of protecting the marine environment, including through research reports and symposia. 

サンゴ礁保全プロジェクト

Global Coral Reef Conservation Project

�

三菱商事 株式会社 ／ Mitsubishi Corporation

①琉球大学熱帯生物研究センターでの研究活動の様子
　Research activities at the Tropical Biosphere Research 

Center, University of the Ryukyus.

②マッピングによるサンゴの調査
　Research of coral habitat by mapping.

③研究者による研究発表会
　Workshop by researchers.

活動分類 各種生態系の保存・利用 / 沿岸・海洋生態系
Activities Conservation and utilization of various ecosystems/coastal & oceanic ecosystem
対象 水域（海）
Objective/target Water area（Sea）
活動地域 沖縄県、アメリカミッドウェイなど
Area Okinawa Pref. & Midway, U.S, among others
活動年数 2005/4 ～ 2011/3（予定）
Period April 2004 – March 2011 Scheduled
参加人数総数 沖縄県 延べ 80 人（うち社員 40）／ミッドウェイ 16 人（全員社員）など
Participants Total 80 participants including 40 company employees in Okinawa & 16 participants all company employees in Midway
活動回数 沖縄県 延べ 8 回／ミッドウェイ 延べ 4 回／セーシェル 延べ 4 回
Number of activities held Total 8 activities（Okinawa）  Total 4 activities（Midway）  Total 4 activities（ Seychelles）
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　奈良盆地を流域とする一級河川「大和川」の水質改善を目的として、BOD 値の改善度合いによって定

期預金の金利を上乗せする「大和川定期預金」を販売。

　大和川は全国一級河川の中で水質の悪さが 2005 年から 3 年連続してワースト１位、その要因の約 8 割

は家庭からの生活排水と考えられた。

　大和信金では、商品説明の際に各家庭での生活排水削減の呼びかけを行うなどして、地域住民の水質

改善運動への参加を促し、2006年と2008年及び2009年には水質が改善、0.5％の金利上乗せが実現した。

　同金庫は、その他にも「大和川基金」による大和川源流体験ツアーの開催や、大和川生活排水対策社

会実験への協力、大和川一斉清掃への参加、市民ネットワークへの参加など、一金融商品の提供にとど

まらず、地域と一体となって水質改善、地域の活性化に取り組んでいる。

　This project is based on the “Yamato River time deposit”, a product marketed by Yamato Shinkin Bank 

and designed to improve the water quality of the Yamato River, which flows through the basin of Nara. 

Additional interest is paid to deposits when prescribed improvements are seen in water quality, specifically 

the BOD (biological oxygen demand) levels.

　For three years from 2005, the water quality of the Yamato River was ranked the worst among national 

Class A rivers with nearly 80 percent of the reason for this due to household wastewater effluent.

　The Yamato shinkin bank worked to involve local residents in efforts to improve water quality through 

this financial product. As a result of improvements in the river’s water quality the bank was able to pay out 

an additional 0.5% in interest to customers who invested in this time deposit for the years 2006, 2008 and 

2009.

　Apart from the above activities, the Yamato Shikin Bank has also spearheaded efforts to revitalize the 

local community and get citizens involved in raising water quality.

大和川水質改善応援定期預金「大和川定期預金」の取扱い

Handling of the Yamato River water quality 
improvement support time deposit

“Yamato River Time Deposit”

�

大和信用金庫 ／ The Yamato Shinkin Bank ①大和川クリーンキャンペーンの様子
　Cleaning efforts along the Yamato River.

②大和川源流体験ツアーの様子
　Experiencing tour to the headwaters of the Yamato 

River.

③大和川の風景
　Scenery of the Yamato River.

活動分類 その他 / 環境の保全の為の意欲の増進及び環境教育の推進
Activities Others/motivation drive for environmental protection & implementation of environmental education
対象 啓発
Objective/target Education and awareness raising
活動地域 奈良県大和川流域
Area Yamato River basin Nara Pref.
活動年数 2006/7～継続中
Period Jul. 2007 – ongoing
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企業名
Company

活動タイトル
Activity

1
アサヒビール株式会社　神奈川工場
ASAHI BREWERIES, LTD. Kanagawa Plant

アサヒ・ビオガーデン（アサヒビール㈱神奈川工場内ビオトープ）での自然生態系観察会
Nature Observation at the Asahi Beer Garden and Biotope at the Company's Kanagawa Plant

2
伊田テクノス株式会社
IDA TECHNOS Corporation

国産木材を利用した200年住宅「HABITAの家」取扱い
Human Habitation Built using Domestic Lumber to Last for 200 years

3
伊那食品工業株式会社/有限会社　ぱぱ菜農園
Ina Food Industry Co.,Ltd. / Papana Farm Co., Ltd.

休耕農地の活用「（有）ぱぱ菜農園」の運営／休耕地再生
Papana Farm's Management of Fallow Farmland

4
エスペック株式会社/パナソニックフォト・ライティング株式会社
ESPEC CORP. / Panasonic Photo & Lighting Co., Ltd.

毛原 つつじの森づくり
Keharanomori Project - Forest Azaｌea Blooms

5
NEC（日本電気株式会社）
NEC Corporation

NEC田んぼ作りPj withアサザ基金
NEC tanbo Project with The Asaza Fund

6
ＮＴＮ株式会社 磐田製作所
NTN Corporation Iwata Works

「企業の森」活動で地域貢献
Contributing to the Community Through “Corporate Forest” Activities

7
株式会社NTTドコモ
NTT DOCOMO, INC.

自然保護活動「ドコモの森」づくり
The Docomo Woods Nature Conservation Program

8
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
NTT FACILITIES, INC.

農道付替え工事における「ウマノスズクサ」の群生地保全によるジャコウアゲハの楽園保護
Preservation of Aristolochia colony, the byasa alcinous’s habitat, by suspending the farm road construction.

9
株式会社荏原製作所
EBARA CORPORATION

「荏原グリーン基金」による国内外の森林保全・緑化活動
Forestry Preservation and Greenery Activities by “EBARA GREEN FUND”

10
王子製紙株式会社/猿払イトウ保全協議会
Oji Paper Co.,Ltd./Sarufutsu Itou Coservation Council

「北海道猿払のイトウを土地所有者、研究者、行政、NGOと協働で保全する」
Conserving Itou (Taimen) of the Sarufutsu region in Hokkaido in cooperation with owners, researchers, government and NGOs

11
大阪タオル工業組合
Osaka Towel Industrial Association

大坂グリーンタオル生産倶楽部
Osaka Green Towel Club

12
鹿島建設株式会社
Kajima Corporation

「恵みの森づくり」
Sustainable management for a bountiful forest

13
カンチ安食の森実行委員会
Kanchi-Ajiki Forest executive committee

カンチ安食の森 里山プロジェクト
Satoyama Project (Reforestation Project)

14
京セラ株式会社 滋賀蒲生工場・滋賀八日市工場
Kyocera Corporation Shiga Gamo Plant / Shiga Yokaichi Plant

「グリーンファクトリー」プロジェクト
“Green Factory ”Project

15
葛巻町役場/小岩金網株式会社
Kuzumaki Town Office/Koiwa Kanaami Corporation

「企業の森（こいわの森）」プロジェィト
Koiwa Forest Project 

16
有限会社熊谷産業
Kumagai Master Thatchers Co., Ltd.

茅場の保全と茅葺き屋根工事
Preserving and Building Kayabuki Thatched Roofs

17
KOA株式会社
KOA CORPORATION

「KOA森林塾」を柱とした社外と社内における連携プロジェクト
Collaborative project orchestrated by the “KOA Forest Management Class”with the participation of people inside and outside of the company.

18
コクヨ株式会社
KOKUYO Co., Ltd.

コクヨ-四万十・結の森プロジェクト
KOKUYO Shimanto Yui no Mori Project

19
酒井産業株式会社
SAKAI SANGYO K.K

木育・森林活性化を促進するための国産材製品化プロジェクト
Project for Promoting Wood Utilization and Forest Revitalization Using Domestic Wood Products

20
佐川急便株式会社
Sagawa Express Co., Ltd.

SGホールディングスグループ自然体験学習「稲作体験」
Environmental education through the “Sagawa Express on-site study about nature”

一次審査通過応募企業および団体一覧
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企業名
Company

活動タイトル
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21
サラヤ株式会社
SARAYA CO., LTD.

ボルネオ環境保全プロジェクト
Borneo Conservation Project

22
サンデン株式会社／サンデンファシリティ株式会社
Sanden Corporation / Sanden Facility Corporation

サンデンフォレスト赤城事業所
Sanden's Activities for biodiversity in Sandenforest

23
JX日鉱日石エネルギー株式会社（旧 新日本石油株式会社）
JX Nippon Oil & Energy Corporation

兵庫県豊岡市の「コウノトリ野生復帰事業」の支援
Support for restoring populations of wild storks in Toyooka

24
JTB西日本 法人営業大阪支店
JTB Western Japan, Corp Corporate Sales Office Osaka

『エコアイランド宮古島プロジェクト』
Eco Island 『Miyakojima Project』

25
清水建設株式会社 関西事業本部
Shimizu Corpration Kansai Branch

アドプトフォレスト「冒険の森づくり」
Adopt-a-Forest: "Forest-Building Adventure"

26
清水建設株式会社 名古屋支店
SHIMIZU CORPORATION NAGOYA BRANCH

松阪 伊勢寺ネイチャー“あい”ランド
The Nature Conservators of Matsuzaka Isedera Nature  "AI" Land

27
シャープ株式会社
Sharp Corporation

社員による「シャープの森」づくり
Sharp Forests activities by Sharp Green Club（SGC）  （SGC:Volunteer organization jointly established by Sharp and its labor union in Japan）

28
株式会社松栄堂
Shoyeido Incense Co.

東カリマンタン森林再生プロジェクト
Forest rehabilitation project in East Kalimantan

29
新和技術コンサルタント株式会社
Shinwa Gijyutu Consultant co., Ltd.

川内川流域の宝をまもる活動
The activities that keep treasure within Sendai River basin

30
住金鉱業株式会社
Sumimetal Mining Co., Ltd.

カモシカの森植樹祭
Kamoshika Forest Tree-planting Festival

31
住友林業株式会社
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.

富士山「まなびの森」プロジェクト
Mt. Fuji "Manabi no Mori（Forests for Learning）" Project

32
株式会社生活の木
Tree of Life Co., Ltd.

生活の木は生活の木を植える
Tree of Life plants tree of life.

33
積水化学工業株式会社
Sekisui Chemical Co., Ltd.

東京本社ファミリー自然塾「田んぼから自然環境を学ぼう」
Tokyo Office Family Nature Conservation Activity "Let's Learn About Nature Environment From Rice Fields"

34
積水化学工業株式会社
Sekisui Chemical Co.,Ltd.

「仙の森」元気なkodomoプロジェクト
Sen-No-Mori Forestation Activity for Active Kids

35
積水化学工業株式会社
Sekisui Chemical Co., Ltd.

中国蘇州玉屏山植林保全活動
Suzhou Yupingshan Forestation Activity

36
積水ハウス株式会社
Sekisui House, Ltd.

「５本の樹」計画　里山を手本にした、いきものとともに暮らす庭づくり
"Gohon-no-ki" gardening method:Inspired by satoyama where people, birds and butterflies live symbiotically

37
株式会社相愛
Soai co., ltd.

「企業も地域も生き返る・環境と経済が両立する持続可能なしくみづくり」事業
Regeneration of Corporation and Community: Environment and Economy Stand Together in Sustainable Framework

38
ソニーイーエムシーエス（株）/（株）東海テック 幸田サイト
Sony EMCS Corporation / Tokai TEC Kohda Site

幸田サイト緑化活動と生物多様性への取り組み
Approach to biodiversity and greening activity

39
ソニーセミコンダクタ九州㈱　熊本テクノロジーセンター
Sony Semiconductor Kyushu Corporation Kumamoto Technology Center

地下水涵養事業・植林活動
The Project of Groundwater Cultivation and Tree-Planting

40
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ/株式会社JTB関東／株式会社金羊社
Sony Music Communications Inc. / JTB KANTO Corp. / KINYOSHA PRINTING CO., LTD.

東京から佐渡へ　トキの野生復帰プロジェクト
Toki's wild return support project

The List of Companies that Passed the Initial Screening
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41
大成建設株式会社
TAISEI CORPORATION

南陵の森フォレストセイバー・プロジェクト　環境と共生する開発と10年の森づくり
The Nanryo Forest Saver Project  -Development to coexist with the environment 10 years of forestation-

42
株式会社 大地を守る会
DAICHI WO MAMORU KAI（The Association to Preserve the Earth）

東京湾アオサプロジェクト
Tokyo bay Ulva Lactuca Project

43
武田薬品工業株式会社
Takeda Pharmaceutical Company Limited

京都薬用植物園
Kyoto Herbal Garden

44
立巳物産株式会社
TATSUMI Co., Ltd.

MOTTAINAIキャンペーン
MOTTAINAI Campaign

45
NPO法人土湯温泉観光まちづくり協議会
Non profit organization Tsuchiyu onsen sightseeing and city-planing conference

土湯（つちゆ）里山夢づくりプラン
Tsuchiyu's plan for making dream-woodland

46
株式会社デンソー　豊橋営業所
DENSO CORPORATION TOYOHASHI PLANT

ウミガメのふる里を守ろう
“Let's protect the birthplace of the sea turtle!" Project

47
東京ガス株式会社
Tokyo Gas Co., Ltd.

東京ガス　どんぐりプロジェクト
The Donguri （Acorn） Project

48
東京電力株式会社/株式会社当間高原リゾート
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY / ATEMA KOGEN RESORT INC.

東京電力自然学校「あてま 森と水辺の教室 ポポラ」プロジェクト
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY Nature School "ATEMA on forest and waterfront classes Popora" Project

49
DOWAテクノロジー株式会社
Dowa Technology Co., Ltd.

排水の植生浄化（ビオパレット）による水環境保全
Water Environmental Preservation with Wastewater Purifing Technology

50
土佐鰹水産株式会社
Tosakatsuo Suisan Co., Ltd.

「MSC認証による持続可能な一本釣かつお」プロジェクト
“Sustainable Pole and Line Skipjack Tuna Fishery under MSC Certification” Project

51
財団法人直島福武美術館財団
Naoshima Fukutake Art Museum Foundation

現代アートを媒介とした地域づくり・環境再生
Revitalizing Community and the Environment Through Modern Art

52
日本生命保険相互会社
Nippon Life Insurance Company

ニッセイ未来を育む森づくり
Planting Forests for Future Generations

53
パタゴニア日本支社
Patagonia Japan

サプライチェーンの可視化「フットプリント・クロニクル」ほか
The Footprint Chronicle: Tracking the Environmental Impact

54
パナソニック株式会社
Panasonic Corporation

BYOS（琵琶湖-淀川-大阪湾-瀬戸内海）クリーンネットワーク協議会
Biwako Yodogawa Osakawan Setonaikai Clean Network

55
パナソニック電工株式会社
Panansonic Electric Works Co., Ltd.

「パナソニック電工　田辺龍神・ながきの森」森林保全活動と地域への貢献
“Panasonic Electric Works in Nagaki-no Mori”  forest maintenance activity and regional contribution

56
ピジョン株式会社
PIGEON CO., LTD.

ピジョン赤ちゃん誕生記念植樹キャンペーン
Newborn Baby Commemorative Tree-Planting Campaign

57
株式会社ピッキオ
Picchio

エコツーリズム
We provide nature based ecotours and conserve wild animals such as Asian Black Bears.

58
株式会社福井新聞社
THE FUKUI SHIMBUN CO., LTD.

みらい・つなぐ・ふくいプロジェクト
MIRAI TSUNAGU FUKUI PROJECT

59
藤沢メダカの学校をつくる会/池上通信機株式会社放送通信事業本部湘南工場/オイレス工業株式会社
The School with Fujisawa Killifish Society / Ikegami Tsushinki Co., Ltd., Shonan Factory / Oiles Corporation

藤沢メダカの保全（飼育と繁殖）活動
Fujisawa Killifish Conservation Activities （Raising and Breeding the Species） 

60
富士通株式会社
FUJITSU LIMITED

富士通グループ・マレーシア　エコ・フォレストパーク
Fujitsu Group Malaysia Eco Forest Park

一次審査通過応募企業および団体一覧
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企業名
Company

活動タイトル
Activity

61
富士通株式会社
FUJITSU LIMITED

「富士通グループ・中土佐　黒潮の森」での活動
Activities at Fujitsu Group Nakatosa Kuroshio no Mori

62
復建調査設計株式会社
Fukken Co., Ltd.

～コウノトリの野生復帰を目指して～
Aiming towards the reintroduction of the white stork to the wild.

63
株式会社ブリヂストン彦根工場
Bridgestone Hikone Plant

WWF・ブリヂストン びわ湖生命（いのち）の水プロジェクト
Lake Biwa - Sustainable Environment for Local Communities

64
株式会社ブリヂストン栃木工場
Bridgestone Tochigi Plant

グリーン・ハーモニー・プラント活動
“Green Harmony Plant”Project

65
毎日新聞社
THE MAINICHI NEWSPAPERS

My Mai Tree事業
My Mai Tree Campaign

66
MISAWA・international株式会社
MISAWA international Co., Ltd.

国産材を使用した200年住宅「HABITA」
Human habitation built with domestic lumber for 200 years / forest conservation

67
三井住友海上火災保険株式会社
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited

駿河台ビル緑化再整備及びその活用
Greening activities in the Surugadai Building and its improvement plan

68
株式会社ミツカングループ本社
Mizkan Group Corporation

「ミツカンよかわビオトープ倶楽部」の活動支援
Support for the Activity of Mizkan Yokawa Biotope Club/Community-based SATOYAMA preservation activities

69
株式会社村田製作所
Murata Manufacturing Co., Ltd.

未来の森、セイサク中
Creating a Forest for the Future

70
森ビル株式会社
Mori Building Co., Ltd.

アークガーデンを活用した緑化啓発活動～共に育てる都市の森
Educational Activities through the Greenery of the ARK GARDEN

71
横浜ゴム株式会社
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.

「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクト
“YOKOHAMA Forever Forest”Project

72
株式会社リコー
RICOH GROUP

環境ボランティアリーダー養成プログラム
Environmental Volunteer Leader Development Program

73
株式会社リコー
RICOH GROUP

森林生態系保全プロジェクト
Forest Ecosystem Conservation Projects

74
ルネサス セミコンダクタ九州・山口株式会社（旧：ＮＥＣセミコンダクターズ九州・山口株式会社）
Renesas Semiconductor Kyushu Yamaguchi Co., Ltd.

全社環境保全活動
Company-wide environmental activities

75
レインボージャパン
Rainbow Japan Inc.

エコロギフト
ecologift

76
株式会社ローソン
Lawson, Inc.

誕生して19年目を迎えたローソン「緑の募金」と森林整備活動
LAWSON Green Fund and afforestation activities mark their 19th year

※掲載順は企業名（複数の場合は代表企業）、団体名の50音順です。
※パンフレット制作時に2団体が掲載辞退

The List of Companies that Passed the Initial Screening
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【主催】 

いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会

経団連自然保護協議会
Keidanren Committee on Nature Conservation

（社）国土緑化推進機構
National Land Afforestation Promotion Organization

（社）日本アロマ環境協会
Aroma Environment Association of Japan

（財）水と緑の惑星保全機構
Earth, Water & Green Foundation

【後援】 

環境省
Ministry of the Environment

農林水産省
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

港区
Minato City

港区エコプラザ
Minato City ECO-PLAZA

【協力】 

環境福祉学会
Environment and Human Welfare Society

（株）ローソン（ローソン緑の募金）
LAWSON, Inc.（LAWSON Green Fund）

（財）損保ジャパン環境財団
SOMPO JAPAN ENVIRONMENT FOUNDATION.

（財）日立環境財団
The Hitachi Environment Foundation

公益信託富士フイルム・グリーンファンド
Fuji Film Green Fund

【事務局】 
（財）水と緑の惑星保全機構
Earth, Water & Green Foundation

●この冊子についてのお問い合わせはこちらへ

 （財）水と緑の惑星保全機構内
 いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会事務局

　〒105-0003 東京都港区西新橋2-16-2 3F
　TEL：03-3433-4454  FAX：03-3433-4510

　E-mail  ikimono-nigiwai@mizumidori.jp
　URL    http://mizumidori.jp/ikimono-nigiwai/

里山保全・再生活動など企業による日本国内
及び海外での生物多様性保全や持続的な利用
等の実践的な活動を幅広く対象とします。

詳細はホームページをご覧ください

http://mizumidori.jp/ikimono-nigiwai/
■発行：いきものにぎわい企業活動コンテスト実行員会 平成22（2010）年10月　■デザイン／印刷：Plans（青木雅人）
※本書の収録内容の無断転載、複写、引用を禁じます。　※この冊子の制作費の一部には、GREENSTYLEコーディネートプログラムによる寄付金が使われています。
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