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第 5 回 いきものにぎわい企業活動コンテスト 受賞一覧
The 5th Contest for Corporate Activities on Biodiversity Award Winners
p5-6

Minister’s Award, Ministry of the Environment

◆ 札幌ドーム ECO MOTION
〜いきものの豊かな環境づくりと未来を担う子どもたちへの環境啓発〜

◆ :HWWVYV+VTL,*646;065 ¶*YLH[PUNLUYPJOLKLU]PYVUTLU[MVYSP]PUNILPUNZ

株式会社札幌ドーム・大成建設株式会社

p7-8

p10

p12

p13

p14

p15

(ZHOP-VYLZ[*VUZLY]H[PVU6MÄJL(:(/0)9,>,90,:3;+

■ 日時：平成28年12月9日（金）／ Date：December 9, 2016 (Fri.)

Director-General’s Award, National Land Afforestation Promotion Organization
◆ 9VRPU-VYLZ[:JOVVSMVYJHYPUNMVYMVYLZ[U\Y[\YPUNWLVWSLHUKLUQV`PUNMVYLZ[

公益社団法人日本アロマ環境協会賞

Aroma Environment Association of Japan Award

◆『 空気をはぐくむ森 プロジェクト』
〜インドネシア・ジャワ島での生物多様性保全活動〜

◆ ¸-VYLZ[MVY[OL(PY¹WYVQLJ[PU0UKVULZPH

■ 場所：エコプロ2016

表彰式第１部

+HPRPU0UK\Z[YPLZ3[K

President's Award, the Earth, Water and Green Foundation

◆ NEC 田んぼ作りプロジェクト
日本電気株式会社／ NPO 法人アサザ基金

◆ 5,*9PJL7HKK`4HRPUN7YVQLJ[

13:30

5,**VYWVYH[PVU5VUWYVÄ[6YNHUPaH[PVU(ZHaH-\UK

審査委員長賞

Chairman’s Award, the Judging Committee

◆ エコミーティング 〜建設業のできる環境活動〜
株式会社加藤建設

◆ ,JVTLL[PUN¶,U]PYVUTLU[HSHJ[P]P[PLZPUP[PH[LKI`[OL*VUZ[Y\J[PVU0UK\Z[Y`¶

審査委員特別賞

Special Award, the Judging Committee

◆ 子どもたちの未来へ残そう！
〜多種多様な生きものあふれる里山の棚田〜

◆ 7YLZLY]PUN[OL:H[V`HTHSHUKZJHWLVM[LYYHJLKYPJLÄLSKZOVTL[VKP]LYZLSP]PUN

p17

2H[V*VUZ[Y\J[PVU*V3[K

p19

Opening

来賓挨拶

環境省

農林水産省

Guest greetings

Ministry of the Environment

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

表彰状授与

環境大臣賞：株式会社札幌ドーム・大成建設株式会社

Presentation of awards

Minister s Award from the Ministry of the Environment: SAPPORO DOME Co., Ltd. / Taisei Corporation

Minister s Award from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: Asahi Forest Conservation
Oﬃce, ASAHI BREWERIES, LTD.

ILPUNZMVYM\[\YLNLULYH[PVUZ
:H[V`HTH-HYT*VUJLW[6YNHUPaH[PVU

審査委員特別賞

Special Award, the Judging Committee

◆ 環境と渡り鳥にやさしい「バードフレンドリー®コーヒー」
住商フーズ株式会社／住友商事株式会社

◆.YLH[MVY4PNYH[VY`)PYKZHUKLU]PYVUTLU[¸)PYKMYPLUKS`JVMMLL¹

審査委員特別賞

Special Award, the Judging Committee

◆『都市型生物多様性エリアの創出』と『地域の皆様とすすめる共創活動』
〜中野マルイ「四季の庭・水辺の庭」の取組み〜

◆ Nakano Marui’s ‘Four Seasons / Waterside Garden’ initiative for creating urban

:*-VVKZ*V3[K:\TP[VTV*VYWVYH[PVU

受賞団体紹介

いきものにぎわい企業活動コンテスト

いきものにぎわい市民活動大賞

Introduction of awardees

Contest for Corporate Activities on Biodiversity

Award for Civil Activities to Protect Biodiversity

トークショー
14:15

第１部閉会

Talk show

Closing of Part 1

biodiversity areas and promoting co-creation activities with local communities

4(9<0.96<7*63;+4(9<0*63;+5(2(564(9<0

審査委員特別賞

Special Award, the Judging Committee

表彰式第２部・活動報告会

◆「いきもの」
と
「まち」
と共生する駿河台緑地の取組み
〜進化し続ける緑化に向けた緑地 PT の挑戦〜
三井住友海上火災保険株式会社

◆ :\Y\NHKHP.YLLU:WHJL7YVQLJ[

Awards ceremony Part 2: Activity presentation. Eco Pro 2016 Seminar. Conference room 703, Conference tower (Tokyo Big Sight)

¶*OHSSLUNLVMOHYTVUPaPUN^PSKSPMLZWLJPLZ^P[O\YIHUJVTT\UP[`¶

15:00

4P[Z\P:\TP[VTV0UZ\YHUJL*V3[K

アステラス賞

Astellas Award

◆ 種差海岸のサクラソウ自生地の保全活動
青森県立名久井農業高等学校

◆ 7YV[LJ[PVUVM7YPT\YHZPLIVSKPPH>PSKÅV^LYPU;HULZHZOP*VHZ[SPUL

損保ジャパン日本興亜環境財団賞

Sompo Japan Nipponkoa Environment Foundation Award

◆ 都市とその周辺における里山保全など総合的な取組み
公益社団法人 大阪自然環境保全協会（ネイチャーおおさか）

◆ *VTWYLOLUZP]LPUP[PH[P]LMVYJVUZLY]PUNº:H[V`HTH»ZVJPVLJVSVNPJHSWYVK\J[PVU

ローソン緑の募金賞

募金事業部門

◆ 国民参加による災害に強い森林づくり事業
兵庫ドングリ千年の森をつくる会

ローソン緑の募金賞

LAWSON Green Fund Award: School Greening

学校緑化部門

◆ 清岡苑観察池整備事業
栃木県宇都宮市立岡本小学校

富士フイルム・グリーンファンド活動奨励賞

Fuji Film Green Fund Activity Award

◆ 小笠原諸島、西島の森林再生
ＮＰＯ法人 小笠原野生生物研究会

◆ -VYLZ[9LNLULYH[PVUPU5PZOP0ZSHUK6NHZH^HYH0ZSHUKZ

◆ 愛子子どもの森の保全とふれあい活動

◆ (PRV*OPSKYLU»Z-VYLZ[*VUZLY]H[PVUHUK*VTT\UP[`,_JOHUNL

全国草原再生ネットワーク
◆ ロープ漁礁とアマモによる生態系の創出計画
ＮＰＯ法人 庄内浜を考える会
◆ 身近な自然体験の教育的効果の検証

Opening

主催者挨拶

いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会代表

Host greetings

Contest for Corporate Activities on Biodiversity Committee Representative：Wakako Hironaka

広中

和歌子

Introduction of judging committee members

表彰状授与

いきものにぎわい企業活動コンテスト

いきものにぎわい市民活動大賞

Presentation of awards

Contest for Corporate Activities on Biodiversity

Award for Civil Activities to Protect Biodiversity

休憩
15:40

Break

活動報告会

第４回 環境大臣賞（花王株式会社

Activity presentation

The 4th Minister s Award from the Ministry of the Environment（Kao Corporation Kashima Plant）

/`VNV:VJPL[`MVY*YLH[PUNH;OV\ZHUK@LHY(JVYU-VYLZ[

◆ :LPRV,U6IZLY]H[PVU7VUK+L]LSVWTLU[

森の応援団愛子ハグリッズ

エコプロ 2016 セミナー 会議棟 703 会議室（東京ビッグサイト）



SHUKZJHWLZPUJP[PLZHUK[OLPYZ\YYV\UKPUNHYLHZ

LAWSON Green Fund Award: Fund Raising

開会

審査委員紹介

;,(4-369(7/6;650*:(VTVYP7YLMLJ[\YHS5HR\P(NYPJ\S[\YHS/PNO:JOVVS

◆ +PZHZ[LYYLZPSPLU[MVYLZ[KL]LSVWTLU[^P[OW\ISPJWHY[PJPWH[PVU

◆ 野焼きボランティアのための難燃性ゼッケン製作

1

開会

農林水産大臣賞：アサヒビール株式会社 アサヒの森環境保全事務所

5H[\YL*VUZLY]H[PVU:VJPL[`VM6ZHRH

p18

エコプロ 2016 メインステージ

Awards ceremony Part 1: Eco Pro 2016 Main Stage

¶:\WWVY[PUN:\Z[HPUHISLJVL_PZ[LUJLVM7LVWSLHUK[OL-VYLZ[¶

いきものにぎわい市民活動大賞 Award for Civic Activities to Protect Biodiversity
p17

第1部「メインステージ」 第2部「会議棟703会議室」
（東京ビッグサイト）

Place：Eco Pro 2016 Part 1 "Main Stage", Part 2 "Conference room 703, Conference tower" (Tokyo Big Sight)

;OL9VRPUYLU)HUR

公益財団法人水と緑の惑星保全機構会長賞

株式会社 丸井グループ／株式会社 丸井 中野マルイ

p16

The 5th Contest for Activities on Biodiversity: Awards ceremony "Collaborative eﬀorts by companies and NGO/NPOs"

◆ :\Z[HPUHISLMVYLZ[Y`JOHSSLUNLH[[OL(ZHOP-VYLZ[^P[OJVSSHIVYH[PVUZ

公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞

農事組合法人 ざ・さとやま組合

Awards Ceremony Program

第５回いきものにぎわい活動コンテスト表彰式 −企業とNGO/NPO の連携による取り組み−

◆ 森を育む・人を育む・森で遊ぶ「ろうきん森の学校」
労働金庫連合会

ダイキン工業株式会社

p11

HUKLK\JH[PUNM\[\YLSLHKPUNJOPSKYLUHIV\[[OLLU]PYVUTLU[¶

:(77696+64,*V3[K;HPZLP*VYWVYH[PVU

Minister's Award, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

農林水産大臣賞
◆ 協働の活動によるアサヒの森の持続可能な林業への挑戦
アサヒビール株式会社 アサヒの森環境保全事務所

p9

表彰式プログラム

環境大臣賞

鹿島工場）

第４回 農林水産大臣賞（みやぎ登米農業協同組合）
The 4th Minister s Award from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries（JA Miyagi Tome）

第５回 環境大臣賞（株式会社札幌ドーム・大成建設株式会社）

<[Z\UVTP`H4\UPJPWHS6RHTV[V,SLTLU[HY`:JOVVS;VJOPNP7YLMLJ[\YL

The 5th Ministers Award from the Ministry of the Environment (SAPPORO DOME Co., Ltd. / Taisei Corporation)

第 5 回 農林水産大臣賞（アサヒビール株式会社

アサヒの森環境保全事務所）

The 5th Minister s Award from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
(Asahi Forest Conservation Oﬃce, ASAHI BREWERIES, LTD.)

5VUWYVÄ[6YNHUPaH[PVU6NHZH^HYH>PSKSPML-VY\T

休憩

-VYLZ[:\WWVY[LY(PRV/HNYPKZ

Break

◆ -SHTL9L[HYKHU[5\TILYZMVY)\YU6MM=VS\U[LLYZ

5H[PVUHS7SHPU9LNLULYH[PVU5L[^VYR
◆ ,JVZ`Z[LT+L]LSVWTLU[^P[O9VWL9LLMHUK(THTV:LHNYHZZ

16:45

5VUWYVÄ[6YNHUPaH[PVU:OVUHP)LHJO:VJPL[`
◆ =LYPÄJH[PVUVM[OL,K\JH[PVUHS,MMLJ[VM5H[\YL,_WLYPLUJLZPU-HTPSPHY,U]PYVUTLU[
¶*VTWYLOLUZP]L9LZLHYJOVU,K\JH[PVUHS7YHJ[PJLZ\ZPUNº:H[V`HTH»

〜多摩市内の里山環境を生かした教育実践の総合的調査〜

:VJPVLJVSVNPJHS7YVK\J[PVU3HUKZJHWLZPU;HTH*P[`¶

野田惠 ( 東京農工大学 )

4LN\TP5VKH;VR`V<UP]LYZP[`VM(NYPJ\S[\YLHUK;LJOUVSVN`

17:30

パネルディスカッション

モデレーター

Panel discussion

Moderator: Judging Committee Chairman Mr. Isoya Shinji

閉会

審査委員長 進士五十八

Closing
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いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 代表

いきものにぎわい企業活動コンテスト 審査委員長

（元環境庁長官、公益財団法人水と緑の惑星保全機構 理事長）

進士 五十八

広中 和歌子

Isoya Shinji

Wakako Hironaka

Contest for Corporate Activities on Biodiversity
Judging Committee Chairman

Contest for Corporate Activities on Biodiversity
Committee Member Representative
(Former Director-General of Environmental Agency of Japan;
Chair of the Board of Earth, Water & Green Foundation)

いきものにぎわい企業活動コンテストについて
いきものにぎわい企業活動コンテストは、生物多様性の保全や再生に資
する活動を展開されている企業・事業者を顕彰し、広く内外に広報するこ
とによって、活動のさらなる拡がりを促進することを目的として実施してい
ます。
2010年に「生物多様性条約の第10回締約国会議（COP10）」が名古屋
市で開催されたことを契機として、第１回コンテストを開催し、今回で第5回
を迎えています。

見えてきた「いきものにぎわい企業活動コンテスト」の本格化
組んでこられた企業・団体の皆様にとりまして、益々の活動の推進と励み

このコンテストも第5回を迎える。

林業への挑戦」の場合、本業に関連しての水資源保全への社会貢献はも

となることを期待しております。

環境大臣賞、農林水産大臣賞をはじめ3団体賞、審査委員長賞、同特別

とより、民間企業として社有林を所有することの意義をも踏まえて、森林

このコンテストを通じて、優れた企業・団体の取り組み事例や経験が、他

賞の合計10件を選考したが、いよいよ第5回ともなると思いつきやアイディ

のFSC認証取得や、生態系サービスの定量評価などに本格的に取り組ん

の企業・団体や協働しているNGO／NPOと共有され、新たな活動のヒント

ア等ではなくなっている。正に、企業ならではの生物多様性活動とはこう

でいる。当該企業の得意とする専門技術の視点からの「発意と深化」も重

となり、COP10で合意された「愛知ターゲット」の達成にも寄与することを

いうもの！という全体像を遺憾なく発揮して見せてくれた。

要だ。日本アロマ環境協会賞、ダイキン工業株式会社は、エアコン事業の

例えば生物多様性保全回復への「活動」には、施設の計画設計段階から

CO₂、フロンのオフセットの視点から始まり、インドネシアにまで展開してい

また、生物多様性の問題は、企業活動のみならず、市民活動も重要かつ

生物の生息環境条件 を熟知し、これを創出し、施工後の維持管理に当

るし、水と緑の惑星保全機構会長賞、日本電気株式会社は、NECの得意

祈念しています。

今年は、東京ビッグサイトで例年開催されている、日本最大級の環境展

不可欠な位置を占めています。そこで、日頃から市民活動に対する支援をし

たってもきちんと モニタリング を続け、併せて柔軟に 順応的管理 を

とするビッグデータ分析力をもって田んぼの生物等環境と稲の生育の関連

示会、
「エコプロ2016」で表彰式を開催します。同時にコンテストのブース

ている、このコンテストの協力団体である、アステラス製薬株式会社、公益

進めなければならない。こうした生物多様性への真正面からの、しかも長

を解析、活動にフィードバックしている。

出展も行い、来場されるビジネスパーソンをはじめ、行政・公的機関の関係

財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団、公益信託富士フイルム・グリー

期にわたる継続的取り組みの成果が今回の環境大臣賞受賞者、株式会社

者、NPOや大学・研究機関の関係者、一般の方や子どもたちまで、広く企

ンファンド、ローソン緑の募金により高く評価された市民活動についても、

札幌ドーム・大成建設株式会社の「札幌ドームECO MOTION」である。

業・事業者の優れた生物多様性の保全活動を紹介します。

このパンフレット及び表彰式の場を活用し、ご紹介させていただきます。

今回のコンテストには、８０件の応募がありました。厳正なる審査の結
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、

ご応募いただいた皆様、ご尽力いただいた審査委員、関係者の皆様方
には、この場をお借りし、お礼申し上げます。

10件の受賞活動が選ばれました。

生物多様性への取り組みの骨は、
「幅広の参加者・人数・継続年数」で
あろう。国土緑化推進機構理事長賞、労働金庫連合会の「ろうきん森の

生物多様性への取り組みの「発意・契機」は、本業、すなわち当該企業

学校」は、これまでの10年、これからの10年継続を明記し、延べ13万人の

本来の企業目的に沿った、またその延長線上での発想と、CSR社会貢献

参加者を数えている。建設業や保険業などの従事者、コーヒーの消費者、

策としてのものとある。農林水産大臣賞受賞者、アサヒビール株式会社ア

店舗の購買者等多様な参加者へと広がっていること。誠に心強い限りで

サヒの森環境保全事務所の「協働の活動によるアサヒの森の持続可能な

ある。

受賞された企業・団体の皆様、受賞おめでとうございます。皆様のこれま
での努力に敬意を表するとともに、このような地道で息の長い活動に取り

On the Contest for Corporate Activities on Biodiversity

Contest for Corporate Activities on Biodiversity

becoming full-ﬂedged

The Contest for Corporate Activities on Biodiversity commends companies

Congratulations to all the companies and organizations that have won the

This contest will be held for the ¿fth time this year.

Agriculture, Forestry and Fisheries, aside from contributing to society through

and business operators that engage in activities contributing to the conservation

awards. I wish to pay sincere respect to all the efforts you have made, and hope

We have selected a total of ten cases including the Minister’s Awards from

preservation of water resources necessary for its main business activity, Asahi

and regeneration of biodiversity, and publicizes winners both in and outside

that the awards provide them with encouragement to continue working on their

the Ministry of the Environment and the Ministry of Agriculture, Three Group

realizes the signi¿cance of owning forests as a private company, and commits

Japan to encourage similar activities in broader communities.

grass-roots and extended activities.

Awards, Chairman’s Prize and the Special Prize of the Judging Committee, but

itself to attain FSC certi¿cation of forests and making quantitative evaluation
of ecosystem services.

The competition was launched in 2010 following the tenth meeting of the

Through this competition, I hope the outstanding initiatives and experiences

having held this contest for ¿ve times, the event is no longer hosted simply out

Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP10)

of these companies and organizations will be shared with other companies,

of ideas that arise out of the whim of the moment. The contest succeeded in

“Suggestions and deepening” from the perspective of the company’s expertise

in 1agoya. This year marNs the ¿fth competition.

organizations and collaborating NGOs and NPOs, providing inspiration for

showing us the big picture of the unique activities on biodiversity conducted by

is important as well. Daikin Industries, Ltd., the recipient of the Aroma

new activities and contributing to achieving the Aichi Biodiversity Targets,

each company.

Environment Association of Japan Award, started from the perspective of

This year’s awards ceremony will be part of one of Japan’s largest
environmental exhibitions, EcoPro 2016, which is annually held at the Tokyo

agreed upon at the COP10.

For example, “activities” for preserving/restoring biodiversity require a sound

offsetting CO2 and CFC in the air conditioning business and has expanded

Big Sight. The competition will also set up a booth at the exhibition, providing

The issue of biodiversity holds an important and crucial place in not only

understanding of “environmental conditions necessary for sustaining life”

this to Indonesia. NEC Corporation, recipient of the Earth, Water & Green

information about the winners’ outstanding biodiversity conservation activities

corporate activities but also the activities of our citizens. This brochure and

from the planning and design stage. These conditions must be then created and

Foundation President’s Award, utilized its expertise in big data analysis to

to visiting business people, members of government and public organizations,

the presentation ceremony also features civic activities that have won high

“monitored” for continued maintenance after its creation. The fruit of such

investigate the biological environment of paddy ¿elds and growth of rice. They

NPOs, universities, research institutes as well as the general public including

recognition from competition sponsors, who themselves support such civic

direct and continued effort over the long term of preserving biodiversity can

have reÀected their ¿ndings in their activities.

small children.

activities. They are Astellas Pharma, Sompo Japan Nipponkoa Environment

be seen in “Sapporo Dome ECO MOTION”, an activity of this year’s recipient

Foundation, Fuji¿lm Green Fund and LAWSON Green Fund.

of the Minister’s Award from the Ministry of the Environment, SAPPORO

The competition received 80 applications this year. Following strict
adjudication, we have selected ten applications as the winners of various
awards including Minister’s Award from the Ministry of the Environment and
the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

3

Let me take this opportunity to thank all the contestants, adjudicators and staff
members for their dedicated contributions.

DOME Co., Ltd./Taisei Corporation.

The key to activities on biodiversity is “a wide range of participants/number
of participants/continued number of years”. The Rokinren Bank’s “Rokin

The “motion/momentum” in the efforts to preserve biodiversity includes ideas

Forest School”, recipient of the National Land Afforestation Promotion

that are derived from a company’s main business activity or an idea generated

Organization Director-general’s Award, have explicitly indicated its activities

in its extension, or CSR activities that contribute to society.

in the past decade and its continued commitment for the next decade, and has

In the case of “Sustainable forestry challenge at the Asahi Forest with

recorded 13,000 participants. A wide variety of participants were attained from

collaborations” conducted by the Asahi Forest Conserration Office of

the construction industry, insurance business, coffee consumers, buyers of

Asahi Breweries Ltd., winner of the Minister’s Award from the Ministry of

stores, etc. This is most reassuring to our cause.

4

環境大臣賞

Minister’s Award, Ministry of Environment

札幌ドーム ECO MOTION
〜いきものの豊かな環境づくりと未来を担う子どもたちへの環境啓発〜
Sapporo Dome ECO MOTION – Creating enriched environment for living
beings and educating future-leading children about the environment –
●

2

株式会社札幌ドーム・大成建設株式会社／ SAPPORO DOME Co.,Ltd.・Taisei Corporation
6-1

3

6-2

4

1

5

1. 専門家のガイドのもと敷地内で野鳥を観察
Observing wild birds under the guidance
of an expert

4. 子どもたちが製作した巣箱を使うニュウナイスズメ
Cinnamon sparrow (Passer rutilans) using the
birdhouse that the children built

2. 近隣小学校を招待しての環境学習企画
Environmental education program inviting an
elementary school nearby

5. 敷地内のビオトープで見られるエゾアオイトトンボ
Dragonfly (Lestes dryas) can be seen at the
onsite biotope

3. 札幌ドーム主催イベントでの環境啓発ブース出展
Exhibiting an environmental education booth
at a SAPPRO DOME Co.,Ltd. produced event

6-1/6-2. 遊歩道周辺の推移（2001〜 2015）
Transition of the trail（2001〜 2015）

樹林や水辺、草地などの多様な環境を有する約31haの札幌ドームの敷地を

タリングの成果やその自然豊かなフィールドを広く情報発信するとともに、

This project is set at the Sapporo Dome site, which measures some 31 hectares

each year, the project disseminate information about monitoring results

フィールドとした活動である。施設の計画段階から多様な生き物が利用でき

特に次代を担う子どもたちに向けたパンフレットやWebページなどの啓発

with environmental diversity including forests, riversides and grass ¿eld. Since

and nature-rich fields, while also developing educational tools for future-

る環境を目指して創出された敷地環境を、1997年から大成建設が中心となっ

ツールの整備を進めている。これらのツールを活かし、自主開催するイベント

the initial stage of facility planning, the site’s environment has been developed

leading children such as brochures and website. These tools are used in the

てモニタリングを実施。札幌ドームでは、このモニタリング結果を積極的に活

に環境啓発ブースを出展しているほか近隣小学校の児童を招待し、環境学

to facilitate habitation by diverse living beings. In 1997, Taisei Corporation

environmental education booth at events organized by the project itself. Students

かし、森を極力自然な姿に育む、多様な草地を確保する、など状況に応じた

習の機会を提供するなどしている。

launched an initiative for environmental monitoring. The SAPPORO DOME

from nearby elementary schools are also invited to Sapporo Dome for an

Co.,Ltd. makes active use of monitoring results to implement flexible ground

opportunity of environmental education. Since 2015, the project has run nature

management, e.g. fostering forests in as close to the natural state as possible, and

observation sessions at the ground during summer holidays as the opportunity for

securing diverse grassland.

enjoying nature in familiar settings.

さらに2015年からは、敷地内で夏休みの自然観察会を行い、身近に自然に

順応的な管理を行っている。
また、年間約300万人もの多くの人々が来場する施設の特性を活かし、モニ

触れ親しむ機会を提供している。

Taking advantage of the fact that the facility attracts some 3 million people
活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動分類／ Activities：①⑤⑥

■ 活動フィールド／ Field：④

■ 活動地域：札幌ドーム／ Area：SAPPORO DOME

■ 活動開始：1997 年 5 月／ Period：May 1997 onward

■ 活動回数：67 回 年平均 10 回／ Number of activities held：Total 67 times, about 10 annually
■ 参加人数総数：11,000 人（うち社員等 300 人）／ Participants：11,000（including 300 employees）
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農林水産大臣賞

Minister's Award, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

協働の活動によるアサヒの森の
持続可能な林業への挑戦
Sustainable forestry challenge at the Asahi Forest
with collaborations
● アサヒビール株式会社

アサヒの森環境保全事務所／Asahi Forest Conservation Oﬃce, ASAHI BREWERIES, LTD.

3

4

5

7

3. 搬出間伐作業の様子
Thinning and harvesting work in progress

1

4. 県立広島大学生とのワークショップでのバイオトイレ建築
Installing a bio-toilet at a workshop with students from the
Prefectural University of Hiroshima

6

5. ワタミグループとの協働の森林保全活動での薪割り
Chopping wood at a forest preservation activity under
collaboration with Watami Group

1. アサヒの森（赤松山）アベマキ林
Asahi forest (Akamatsu-yama) Chinese cork oak
(Quercus variabilis) woods

6. 地元小学生を対象とした森林環境教育でのナメコ植菌体験
Inoculating nameko mushroom at a forest environment
education for local elementary school children

2. アサヒの森（甲野村山）森の教室
Asahi forest (Kounomura-yama) Forest classroom

7. アサヒビール労働組合主催親子イベントでの間伐材の巣箱作り
Building a birdhouse from thinning timber at a family event
hosted by Asahi Beer Labor Union

2
「アサヒの森」の始まりは1941年。当時、ビール瓶の王冠のコルクの代替とし
てアベマキの樹皮を求めて広島県の山林を取得したことがきっかけである。
現在は、社有林という特徴を生かし、林業を行いながら生物多様性の保全

8

8. アサヒの森（甲野村山）で巣箱を利用するブッポウソウ
Dollarbird (Euristomus orientalis) using the birdhouse at Asahi
forst (Kounomura-yama)

加えて、社員による林道整備や間伐作業、地元小学生を対象にした環境プ

The Asahi Forest project began in 1941 following Asahi Breweries’ acquisition

In addition, the projects seeks involvement of various stakeholders in

ログラム、森林の利活用について行政機関・大学・NPO等と議論する「意見

of a forest in Hiroshima Prefecture in the company’s search for the bark of

employees’ forest road development work, forest thinning operation, ecological

交換会」の開催など、多様なステークホルダーの巻き込みも続けている。

Chinese cork oak trees as an alternative to regular cork used in beer bottle caps.

programs for local elementary school students, and forums to exchange opinions
on forest use with government bodies, universities, NPOs, etc. Referring to these

や生態系サービスの利用について自由度の高い実践的な挑戦を行っている。

こうした社内外での議論を参考にして、日本の木の文化を継承するための

Today, the company-owned forest is used as the site for Àexible and practical

生物多様性の状態把握調査を行うとともに、研究機関等と協力しながら収

大径木の生産、FSC認証材の生産、低炭素社会の実現に寄与するJ−VERク

challenges on the conservation of biodiversity and use of ecosystem services

debates with internal and external parties, the Office has taken on producing

益性と環境を両立させる持続可能な林業の実現を目指している。

レジットの取得、様々な場面での間伐材利用も進めている。

while conducting forestry operations. The Office studies the forest’s status

large-diameter trees for preserving Japan’s wood culture, producing FSC-

of biodiversity, and works with research institutes, etc. to develop sustainable

certi¿ed timber, acquiring J-9ER credits in contribution to the nation’s effort to

forestry operation that can achieve pro¿tability and environmental conservation

build low-carbon society, and promoting the use of timber from forest thinning in

at the same time.

a wide range of situations.

活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動分類／ Activities：①②④⑤⑥

■ 活動フィールド／ Field： ①

■ 活動地域：広島県庄原市、三次市／ Area：Shobara-shi and Miyoshi-shi, Hiroshima
■ 活動開始：2005 年 8 月／ Period：August, 2005 onward

■ 活動回数：延べ 80 回以上 年 10 〜 15 回／ Number of activities held：Total over 80 times, about 10-15 times annually

■ 参加人数総数：延べ約 2000 人 ( うち社員等約 400 人 ) ／ Participants: Total approx. 2000 (including approx. 400 employees)
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公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞

公益社団法人日本アロマ環境協会賞

Director-General’s Award, National Land Afforestation Promotion Organization

Aroma Environment Association of Japan Award

『 空気をはぐくむ森 プロジェクト』

森を育む・人を育む・森で遊ぶ「ろうきん森の学校」
Rokin Forest School for caring for forest,
nurturing people and enjoying forest
●

〜インドネシア・ジャワ島での生物多様性保全活動〜
“Forest for the Air” project in Indonesia

– Supporting Sustainable coexistence of People and the Forest –

労働金庫連合会／ The Rokinren Bank

●

ダイキン工業株式会社／ Daikin Industries, Ltd.

2

1

2

1

©Conservation International/photo by Anton Ario

1. 岐阜地区プログラム参加者とスタッフ
Participants and staﬀ of the Gifu area program

1. 地域住民による植樹
Local residents planting trees

2. 里山整備プログラムの様子
Satoyama maintenance program

2. 環境教育
Environmental education

3. 木工クラフト体験プログラムの様子
Woodcraft experience program

3

3. 地域住民との交流
Interacting with local residents

3

「ろうきん森の学校」は、①森を育む（里山の整備と再生）、②人を育む

The Rokin Forest School is an environmental education project for (1)

「森は地球のエアコン」という考え方のもと、ダイキンは2008年より多くの

Under the concept that ‘Forest is Nature’s Air Conditioners’ Daikin has

（地域で活動するＮＰＯと協働して取り組む人材育成）、③森で遊ぶ（里

caring for forest (rehabilitating and restoring ‘Satoyama’ socio-ecological

ステークホルダーと共にインドネシア・ジャワ島での生物多様性保全に取り

worked with numerous stakeholders since 2008 in biodiversity conservation in

山を活用した自然体験とそれによる人々の健康維持）の3つを柱とした環

production landscapes, (2) nurturing people (developing human resources

組んできた。

Java, Indonesia.

境教育事業です。

in collaboration with local NPOs) and (3) enjoying forests (offering nature

2005年度から10年間の予定で活動を続けておりましたが、2015年度に

experiences in Satoyama landscapes and helping people maintain health).

国際NGOコンサベーション・インターナショナルと協働し、地域住民が伐

In collaboration with the international NGO, Conservation International,

採に頼らず生活できるよう生活基盤の確立支援を行ってきた結果、荒廃地

the company has helped local residents establish livelihoods without having

活動拠点を3地区（富士山地区、福島地区、広島地区）から 新たに新潟、岐

The project began in FY2005 as a ten-year undertaking. However, in

に絶滅危惧種のジャワヒョウなどが生活する森を300ha復元。現地従業員

to rely on logging, and managed to restore 300 hectares of forestland, which

阜地区を加えた、5地区へ拡大するとともに、活動予定期間をさらに10年間

FY2015, the Bank decided to expand project sites from three (Mt. Fuji,

がボランティア活動で森づくりに参加するだけでなく、遠く離れた場所でも

is habitat to endangered species such as Javan leopard. Hoping to not only

延長し、20年間の長期にわたり「森づくり」から始まる「人づくり・地域づく

Fukushima and Hiroshima) to ¿ve (Niigata and Gifu), and extended the project

より多くの人が森林問題を身近なものとして考えてほしいとの願いから、

facilitate local employees’ volunteer involvement in forest development but

り」につながる環境教育事業を発展させています。

period by a further ten years, making it a 20-year undertaking environmental

日本のお客様がエアコンの省エネ使用に応じてリモコン上で木を育て、イン

also to encourage more people in places far away to become aware of forest

education program offering ‘care for forest’ that leads to ‘HR development and

ドネシアの森林保全に参加できるしかけを開発。

issues, the company has developed a mechanism that encourages its Japanese

この間、現地ＮＰＯや森林組合などと協働し、
「荒廃した森林の除間伐
や放棄された水田の整備等による里山の再生」、
「動植物調査や調査デー
タの蓄積を通した生態系保全」などそれぞれの地域に合った特色ある活
動を行い 昨年度末までに延べ13万人を超える方が参加しました。

さらに、当支援を題材とした小学生向けの環境教育プログラム教材を作

community development.’
Over this period, the Bank has collaborated with local NPOs and

成、無償配布しており、次世代を担う子供たちが森林問題を「自分ごと」と

forestry cooperatives to take on programs that suit each of the sites’ local

して真剣に考え、身近な環境行動につなげることができるよう取り組んで

characteristics, e.g. ‘thinning degraded forest and restoring abandoned paddy

いる。

customers to use the Energy Saving mode with their air conditioners as a form
of participation in forest conservation in Indonesia.
It has also developed an environmental education material for elementary
school children, featuring this project as a topic, and distributes it free of

fields to regenerate Satoyama landscapes’ and ‘conducting flora and fauna

charge so that future generations become familiar with forest issues and adopt

studies and accumulating research data for ecosystem conservation’, achieving

a more ecological lifestyle.

the participation of a total of over 130,000 people by the end of last ¿scal year.

活動プロフィール／ Activity Proﬁle

活動プロフィール／ Activity Proﬁle

■ 活動分類／ Activities：①②⑤⑥⑧（地域との協働による多様な自然の保全と専門性を持った人材の育成）(Conservation of diverse nature and developing human resources with

■ 活動分類／ Activities：①②④⑤⑥

expertise in cooperation with the local communities) ■ 活動フィールド／ Field：① ■ 活動地域：富士山地区（静岡県富士宮市他）
、福島地区（福島県いわき市）
、広島地区（広島県

Indonesia

山県郡北広島町）
、新潟地区（新潟県南魚沼市）
、岐阜地区（岐阜県美濃市／ Area：Mt. Fuji area (Fujinomiya-shi, Shizuoka, etc.), Fukushima area (Iwaki-shi, Fukushima), Hiroshima

回数 月 6 日、計 492 日 )

area (Kita-Hiroshima-cho, Yamagata-gun, Hiroshima), Niigata area (Minami-Uonuma-shi, Niigata), Gifu area (Mino-shi, Gifu)

daily basis. (Conservation meeting with local resident: held 6 days a month, 492 days in total.) Environmental education: 30 schools a year, 182 schools in total

■ 活動開始：2005 年 10 月／ Period：October, 2005

■ 活動フィールド／ Field：①②⑤

■ 活動開始：2008 年 11 月／ Period：November, 2008 onward
環境教育：年 30 校

■ 活動地域：インドネシア グヌングデ・パングランゴ国立公園／ Area：Gunungude-Pangurango National Park,
■ 活動回数：森林保全

8 年間 NGO スタッフが常駐し、日常的に地域住民をサポート( 地域住民との保全会議

延べ 182 校で実施／ Number of activities held：Forest conservation: Staﬀ stayed for 8 years and supported the local residents on a

onward ■ 活動回数：6,800 回程度（3 地区 10 年間）
、5 地区計年約 750 回／ Number of activities held：About 6,800 times (for 10 years in three regions). Approximately 750 times

森林保全：地域住民約 1500 人、従業員ボランティア：延べ 360 人

in total within ﬁve regions

1500 local residents, 360 volunteers staﬀs in total. Environmental education: 11,693 participants in total, 191 staﬀs participated as lecturers in total
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■ 参加人数総数：133,891 人 (うち社員等約 13,000 人 ) ／ Participants: 133,891 (of which approximately 13,000 were employees, etc.)

環境教育：受講者

■ 参加人数総数：

計 11,693 人、従業員講師参加者延べ 191 人／ Participants: Forest conservation: approximately

10

公益財団法人水と緑の惑星保全機構会長賞

審査委員長賞

NEC 田んぼ作りプロジェクト

エコミーティング 〜建設業のできる環境活動〜

NEC Rice Paddy Making Project

Eco meeting – Environmental activities initiated by the Construction Industry –

President's Award, the Earth, Water and Green Foundation

●

Chairman’s Award, the Judging Committee

日本電気株式会社・NPO 法人アサザ基金／ NEC Corporation・Nonproﬁt Organization Asaza Fund

●

株式会社加藤建設／ Kato Construction Co., Ltd.

2

2

1

1

1. 再生後 土を掘り起こしてならし、
この後水を入れて田んぼに復活しました。
After restoration: The soil was plowed and cultivated, and was restored as paddy ﬁelds after drawing water.

1. 地域の河川敷で自然観察会
（葉っぱ遊び）
Nature observation at a local riverbed (Playing with leaves)

2. 再生前 荒廃した谷津田の田んぼです。生物はほとんど確認ができませんでした。
Before restoration: The desolate paddy ﬁelds in Yatsuda district. Almost no creatures were found.

2. ビオトープ管理士100人突破記念研修
（川のいきもの探し体験）
Training commemorating the 100th Biotope Planners and Builders (River creature search experience)

3. 草取り活動３メートルを超える雑草を刈り取り、整備を人手で行いました。人手で行う事で生きものを殺さないようにしています。
Weeding activities: Weeds exceeding three meters tall were trimmed manually. Manual labor prevents undesired killings of creatures.

3

3. 庄内川河川敷の外来種駆除イベント
（外来種レクチャー）
Invasive species extermination event at Shonai river riverbed (Lecture on invasive species)

3

NECは認定NPO法人アサザ基金、茨城県牛久市と協働で、グループ社

NEC, along with the Asaza Fund and the City of Ushiku, Ibaraki Prefecture,

子供たちに豊かな自然と暮らしやすい街を残したい そんな夢のような

Seven years have passed since Kato Construction began the Eco Meeting

員とその家族の環境意識の向上や生物多様性の保全を目的に、稲作から

carries out a biodiversity conservation project each year, offering various

想いから始まったエコミーティングも、活動を始めてから早7年。今ではビオ

project, inspired by the desire to ‘preserve rich nature and easy-to-live

酒造までを体験できる生物多様性保全活動を毎年実施している。

experiences ranging from rice-farming to Sake brewing, with the aim of

トープ管理士の取得推進により100名以上の資格者を育成することで自然

communities for future generations.’ Today, over 100 people have acquired the

enhancing the environmental awareness of the company group’s employees

環境に配慮した工事がスタンダード化している。また、社員の意識向上と共

‘Biotope Planners and Builders’ quali¿cation, standardizing environmentally-

and their families and promoting biodiversity conservation.

に、様々な施策を講じた現場では成果が見え始め、周辺地域においても発

considerate construction. The project has not only enhanced employees’

民間企業とNPO法人が連携した活動としては田んぼつくりでは国内初
の活動である。過去12年間で、延べ1万2600人の社員と家族が参加し、こ
れまでに、谷津田の総面積約23,000平米のうち、約4,800㎡を再生し、その
うち約2,400平米で稲作を行っている（アサザ基金調べ）。
この活動で荒廃した谷津田を復活し、植物のみならず動物を含めた生
物多様性の保全と循環を確立する。

This is Japan’s ¿rst rice-farming collaboration between a private enterprise

注者はもとより地域住民の方の意識も変わりつつあると感じる事も多い。

awareness but also started to show results at construction sites where various

and NPO. Over the last 12 years, a total of 12,600 NEC employees and

最近では、子どもたちの環境教育にも携わる事ができ、新たな可能性も感

environmental measures are applied. The mentality of clients and local

their families have taken part, regenerating around 4,800 square meters of

じている。

residents appears to be changing in more and more projects. More recently, the

23,000-square-meter Yatsuda district and growing rice in approx. 2,400 square
meters of the regenerated land (according to the Asaza Fund).
Through this project, the company aims to revive the dilapidated Yatsuda
district, conserve biodiversity of local Àora and fauna, and establish a sound
environment.

人間は自然からの恩恵を得ながら生活しており、 人と自然との共生 とい
う概念は、より快適な生活を築き上げて行くためにも、絶対に不可欠なもの

company’s involvement in children’s environmental education has highlighted
the project’s new potential.

と確信している。

The human race survives with blessings from nature. The concept

建設業の強みを活かしたこの活動は、㈱加藤建設だけのものではない。
更なる拡大を目指して、全国の建設会社で展開して行ける様、先導していか

of ‘symbiosis between human and nature’ is crucial in building a more
comfortable living.

なければならないと強く感じている。

This project, which taps into the strengths of the construction industry, must
extend beyond Kato Construction. The company is committed to leading the
industry in expanding the project, so as to achieve the involvement of other
construction companies across the nation.

活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動分類／ Activities：①②④⑤

活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動フィールド／ Field： ①② ■ 活動地域：茨城県牛久市結束町字河内南谷の谷津田（総合福祉センター近接）／ Area：Rice ﬁeld in

■ 活動分類／ Activities：①②⑥

■ 活動フィールド／ Field：②③④

the valley of Minamidani, Kawauchinai, Kessoku-cho, Ushiku City, Ibaraki Prefecture (near General Welfare Center)

■ 活動地域：愛知県を主体とし、全国の工事現場で精力的に活動／ Area：Mainly in Aichi Prefecture. Active in construction sites across Japan

■ 活動開始：2004 年 2 月／ Period：February, 2004 onward

■ 活動開始：2009 年 7 月／ Period：July, 2009 onward ■ 活動回数：日々活動／ Number of activities held：Regular basis

■ 活動回数：延べ 360 回

年 30 回／ Number of activities held：360 times in total, 30 times a year

■ 参加人数総数：12,600 人 ( うち社員等 12,600 人 ) ／ Participants: 12,600 (of which 12,600 were employees, etc.)
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■ 参加人数総数：272 人（全社員で活動）／ Participants: 272 (all employees were engaged)
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審査委員特別賞

審査委員特別賞

子どもたちの未来へ残そう！

環境と渡り鳥にやさしい「バードフレンドリー コーヒー」

〜多種多様な生きものあふれる里山の棚田〜
3UHVHUYLQJWKH6DWR\DPDODQGVFDSHRIWHUUDFHGULFHÀHOGVKRPH
to diverse living beings, for future generations

Great for Migratory Birds and environment
®
“Birdfriendly coffee”

Special Award, the Judging Committee

●

Special Award, the Judging Committee
®

●

住商フーズ株式会社・住友商事株式会社／ SC Foods. Co., Ltd.・Sumitomo Corporation

農事組合法人 ざ・さとやま組合／Satoyama Farm Concept Organization

2

2

1

1

1. 田植え前の棚田で泥んこ遊び
Playing with mud in terraced rice-ﬁelds before planting rice

1. コロンビアに所在するBF(R)認証農園『Agroberlin
（アグロベルリン）』農園にて
At the Agroberlin farm, a BF(R) certiﬁed farm in Colombia

2. 古代米の田植え体験
Experience planting ancient varieties of rice

2. コーヒーの果実はサクランボのように赤くなることから、
コーヒーチェリーと呼ばれます
Coﬀee fruits ripen as red as cherry, hence the name coﬀee cherry

3. 里山で収穫されたお米でおむすびを握ります
Making rice balls from rice harvested at the Satoyama

3

3. バードフレンドリー(R)認証マーク
Bird-friendly (R) certiﬁcation mark

3

農事組合法人ざ・さとやま組合は、日本の山林・原野・農地など生命の宝

The Satoyama Farm Concept Organization promotes ‘environmental

アメリカのワシントンDCを中心にした世界最大級の博物館群や美術館、

The Smithsonian Institution is the United States’ national academic

庫である里山で、生物多様性に配慮した「自然環境型農法」の推進を行っ

farming’ that gives considerations to biodiversity at Satoyama socio-

動物園などを運営する国立の学術研究機関であるスミソニアン協会は、

research organization that operates some of the world’s largest museums, art

ている。そのために奈良県大和郡山市にある矢田丘陵、同県桜井市萱森

ecological production landscapes including forests, farms and uncultivated

1990年代後半、世界中の渡り鳥保護、研究のためにスミソニアン渡り鳥セン

galleries and zoo, mainly in Washington D.C. In the late 1990s, it set up the

地区にて平成19年度から約9年間、耕作放棄地を開墾し、里山の再生に着

lands abundant with various life forms. For about nine years from FY2007,

ターを設立し、売り上げの一部を環境保護のために還元する「バードフレン

Smithsonian Migratory Bird Center for protection and research of migratory

手してきた。

the Organization has cultivated abandoned farmlands in Yata-kyuryo Hill in

ドリー®」認証プログラムを発足させた。

birds around the world, and launched the Bird Friendly(R) certification

活動の内容として、棚田での古代米の育成や野菜類の露地栽培。また環
境教育の一環として地元地域や他府県の幼稚園、保育園、小学校の生きも
の観察、畑の収穫体験、田植えや稲刈り体験を実施している。

Yamatokoriyama City, Nara Prefecture and in the Kayamori district in Sakurai
City, Nara Prefecture to regenerate the Satoyama landscape.
This project involves growing ancient varieties of rice and vegetables at

生物多様性に配慮し、農家の安定収入にも繋がるこの取り組みに賛同し

program, passing some of its revenues to conservation activities.

た住友商事は、2004年からバードフレンドリー®コーヒー輸入・販売を手

Sumitomo Corporation, which decided to support this program out of

掛けた。
（2014年度から住商フーズにて取り扱い）産地の取り組みと、消費

considerations for biodiversity and because of its contribution to providing

者の一杯のコーヒーとを環境保全への配慮で繋げている。

stable income to farmers, began importing and marketing Bird Friendly(R)

その場ではそこに息づく多くの生きものや自然に触れ、訪れた子どもた

terraced rice fields, and offering programs such as life-form observation,

ちや先生たちにとっての 学びの場 となっている。当初は荒れ放題だった

harvesting experience, and rice planting / harvesting experience to children at

coffee in 2004 (marketed by SC Foods since FY2014). This initiative connects

耕作放棄地も現在では約4ヘクタールの農地に色とりどりの作物が実をな

kindergartens, childcare centers and elementary schools in local communities

producer efforts and cups of coffee enjoyed by consumers with conservation

らせ、ニホンイシガメやモリアオガエルなど多種多様な生きものが生息する

and other prefectures.

considerations.

里山が再生されてきた。

The sites have become the place of learning for visiting students and
teachers, who can enjoy ¿rst-hand experiences of a wide range of life forms
and nature. What used to be abandoned farmlands have evolved into about 4
hectares of fertile farms growing colorful agricultural produce, regenerating
Satoyama landscapes, home to a diverse range of life forms including
Japanese pond turtles and forest green tree frogs.

活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動分類／ Activities：①②③⑥

活動プロフィール／ Activity Proﬁle
■ 活動フィールド／ Field：①②

■ 活動分類／ Activities：①②

■ 活動フィールド／ Field：①⑤ ■ 活動地域：グアテマラやコロンビアなど中南米を中心に 13 カ国 37 農園（農協・組合含む 2015 年 11 月時点）

■ 活動地域：奈良県大和郡山市矢田地区 奈良県桜井市萱森地区／ Area：Yada Region, Yamatokoriyama City, Nara Prefecture. Kayamori Region, Sakurai City, Nara Prefecture

／ Area：37 farms in 13 countries mainly in Latin America, such as Guatemala and Columbia (as of November 2015 including agricultural cooperation and unions)

■ 活動開始：2007 年 7 月／ Period：July, 2007 onward

■ 活動開始：2004 年から住友商事、
2014 年度から住商フーズ／ Period：Sumitomo Corporation since 2004, SC Foods since FY2014

■ 活動回数：延べ 135 回

年 15 回／ Number of activities held：135 times in total, 15 times a year

■ 参加人数総数：延べ 20,000 人 ( うち社員等 30 人 ) ／ Participants: 20,000 in total (of which 30 were employees, etc.)
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■ 活動回数：通常事業として実施 年間取扱高：

400 〜 500 トン程度（生豆ベース）／ Number of activities held：Engaging in activities as routine business. Annual trading volume: about 400-500 tons (green beans base)
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審査委員特別賞

審査委員特別賞

Special Award, the Judging Committee

Special Award, the Judging Committee

『都市型生物多様性エリアの創出』
と
『地域の皆様とすすめる共創活動』
共創活

〜進化し続ける緑化に向けた緑地 PT の挑戦〜
Surugadai Green Space Project

〜中野マルイ「四季の庭・水辺の庭」の取組み〜
Nakano Marui’s ‘Four Seasons / Waterside Garden’
initiative for creating urban biodiversity areas and
promoting co-creation activities with local communities
●

「いきもの」と
「まち」と共生する駿河台緑地の取組み
み
– Challenge of harmonizing wildlife species with urban community –
●

三井住友海上火災保険株式会社／ Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd

株式会社 丸井グループ、株式会社 丸井 中野マルイ／ MARUI GROUP CO., LTD.、MARUI CO., LTD. NAKANOMARUI

2

2

1
1. 三井住友海上本社の敷地内に設けた環境コミュニケーションスペース
「ECOM駿河台」
と前庭緑地
ECOM Surugadai , an environmental communication space and front garden greenery built on the property of
Mitsui Sumitomo Insurance s Headquarter

1
1. 地域参加型モニタリング
Monitoring with participation of the local community

2. モニタリングのため、
バードバスとセットで設置している自動カメラに写った
「シメ」
A Hawﬁnch (Coccothraustes coccothraustes) that was captured by the automatic camera that is installed as a
set with the bird bus for monitoring

2. 小魚放流イベント
Event for releasing small ﬁsh
3. モニタリングのパネル展示
Panel displays of the monitoring

3

3.「在来種移植プロジェクト」
での、
千代田区立お茶の水小学校1年生による植樹
Tree planting by a ﬁrst grader from the Chiyoda City Public Ochanomizu Elementary School at the Invasive
species transplant project

3

中野マルイの「四季の庭・水辺の庭」は、計画段階から生物多様性をコン

Nakano Marui’s ‘Four Seasons / Waterside Garden’ has been designed and

三井住友海上駿河台ビル・新館は、7,000㎡を超える緑地（緑化率約4

Mitsui Sumitomo Insurance’s Headquarter, Surugadai Building features

セプトに設計・運用されており、地域在来の木々を植えた里庭や水辺環境

operated under the biodiversity concept from the planning stage. Despite

割）を備えている。ハード・ソフト両面で緑化取組みを推進するため、関連

some 7,000 square meters of greenery (approx. 40% in greenery coverage).

を取り入れたビオトープ、専門家による定期的なモニタリング、生態系を維

its urban location, it has formed a compact biodiversity area, incorporating

部署および緑地管理を担う専門家など社内外のメンバーが連携する駿河

Members of relevant departments, experts in greenery management and other

持・向上するための植栽の選定等、都心でありながらもコンパクトな「都市

biotope featuring trees native to the local area and waterside environment,

台緑地PTを組成している。PTでは都心の緑地の役割として、人工的な空

internal and external members have formed the Surugadai Green Space project

型生物多様性エリア」を創出している。

periodic monitoring by experts, and selection of plants for maintaining and

間に暮らす都会人が自然の恵み＝生態系サービスを体験できる場となる

team to promote the use of greenery in terms of both hardware and software.

enhancing the eco-system.

ことを目指し、市民に開放する屋上庭園や屋上菜園、コミュニケーションス

The project team de¿nes the role of the urban greenery as providing a place for

毎年秋に中野マルイで開催されるイベント「みどりのカフェ」では、地域
のお子様の参加による、小魚の放流や植物の植栽、従業員による生物レク

Every fall, Nakano Marui holds the ‘Green Cafe’ event, which involves local

チャー、巣箱づくりや葉っぱのこすり絵体験等を実施し、環境教育の一環

children in environmental education, releasing fry, planting plants, providing a

としている。

biology lecture by employees, and offering hands-on classes on how to make a

また、中野区環境部・地元の町会・NPO等の様々な皆様と共におこなう

bird house and paint with leaves.

ペースを活用し、生物多様性に配慮した緑地の魅力を最大限に引き出す取

urban dwellers of arti¿cially-created space to experience nature’s blessings

組みに挑戦し続けている。

ecosystem services, and continues to take on initiatives that draw the appeal of

緑地は、生物多様性の保全だけでなく、ヒートアイランドの低減や、畜雨

the diversity-considerate greenery to the maximum extent through the use of

による水害の減災といった機能を持つ。平時は生物多様性保全や憩いの

rooftop garden, rooftop vegetable patch and communication area open to the
public.

「地域参加型モニタリング」や、参加した小学生の感想文をパネルで展示

The project promotes ‘co-creation activities with local communities’ through

場、有事は減災機能を発揮する場として、損害保険会社だからこそ訴える

し、来店するお客様にもご覧いただくなど、「四季の庭・水辺の庭」での

experiences, encounters and communication that occurs at the Four Seasons

べき緑地の多面的機能があると考え、今後も都市空間において「いきもの」

体験・出会い・触れ合いを通して生まれる「地域の皆様とすすめる共創活

/ Waterside Garden,’ e.g. ‘community-participated monitoring’ in partnership

と共生する緑地の取組みを推進し、社会に広げていく。

動」を推進している。

with Nakano Ward’s environment department, local community associations

to mitigate the impact of flooding. Being a non-life insurer, the company

and NPOs, and displays of involved elementary school children’s essays for

believes the greenery offers multi-faceted functions, e.g. biodiversity

viewing by visiting customers.

conservation and a place of relaxation at normal times and disaster mitigation

The greenery not only helps conserve biodiversity but also serves the
functions of reducing the Urban Heat Island effect and accumulating rainwater

at times of emergency. The project will continue to promote and spread the
greenery initiative of symbiosis with other life forms in urban space.
活動プロフィール／ Activity Proﬁle

活動プロフィール／ Activity Proﬁle

■ 活動分類／ Activities：①②⑤⑥⑧（地域連携活動）(Regional cooperation activities)
／ Area： Seasonal Garden/Waterside Garden in Marui Nakano (Nakano-ku, Tokyo)
of Marui Nakano

■ 活動回数：みどりのカフェ（イベント）5 回
約 150 人（うち社員等

■ 活動地域：中野マルイ
「四季の庭・水辺の庭」
（東京都中野区）

■ 活動開始：2011 年 1 月※中野マルイオープン／ Period：January, 2011 onward *Opening

年 1 回、地域参加型モニタリング 9 回

once a year. Monitoring participated by local residents: 9 times, 1-2 times a year
参加型モニタリング

■ 活動フィールド／ Field：④

年 1 〜 2 回／ Number of activities held：Green Café (event): 5 times,

■ 参加人数総数：みどりのカフェ

お客様来場数約 1300 人（1 回当たり 200 〜 300 人）地域

■ 活動分類／ Activities：①②⑥⑦

■ 活動フィールド／ Field：④

■ 活動地域：千代田区駿河台

Insurance Surugadai Building, Surugadai New Building in Surugadai, Chiyoda-ku and its vicinity
PT

149 回

イベント

351 回／ Number of activities held：Green Space PT: 149 times.

三井住友海上駿河台ビル、駿河台新館とその周辺／ Area：Mitsui Sumitomo
■ 活動開始：2003 年 6 月／ Period：June, 2003 onward

Events: 351 times

■ 活動回数：緑地

■ 参加人数総数：5,148 人 ( うち社員等 3,544 人 ) ／ Participants: 5,148

(of which 3,544 were employees, etc.)

約 60 人）／ Participants: Green Café: Approximately 1300 visitors (200-300 per event)Monitoring participated by local residents:

Approximately 150 (of which approximately 60 are employees, etc.)
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Award for Civic Activities to Protect Biodiversity

Award for Civic Activities to Protect Biodiversity

アステラス賞

Astellas Award

'isasterresilient forest deYeloSment
ZitK Sublic SarticiSation

Protection of Primura sieboldii,
a :ildÁoZer in 7anesasKi &oastline
● 青森県立名久井農業高等学校

東日本大震災の津波被害を受けた種差海岸のサクラソウ救出のため
に活動は始まった。青森県や地元自然保護団体と連携して人工授粉に
取り組んだ結果、種子として貴重な生物資源を緊急保護することに成功
した。三陸復興国立公園の指定後は、環境省や専門家と相談しながら

未来にサクラソウを残す目的で、自生地の存続研究と活動に取り組ん
でいる。その結果、群落間の人工授粉による遺伝的多様性を維持する
新たな手法を考案し成果をあげている。また活動成果を国内はもちろ
ん、海外にも発信している。

The Team Flora Photonics launched a campaign to protect Primura
sieboldii on the coastline of Tanesashi Beach, affected by tsunami in
the Great East Japan Earthquake. The team partnered with the Aomori
Prefectural Government and local conservation groups to carry out
artificial pollination to successfully conserve the precious bio-resource
in the form of seeds. Since the region’s designation as the Sanriku Fukko

National Park, the team has consulted the Environment Ministry and
experts to conduct research on the preservation of the wildÀower’s natural
habitat for its conservation into the future. The research has led to a
new way of maintaining genetic diversity in plant communities through
arti¿cial pollination. The information on the activity’s outcome has been
communicated domestically as well as internationally.

損保ジャパン日本興亜環境財団賞
Sompo Japan Nipponkoa Environment Foundation Award
都市とその周辺における里山保全など
総合的な取組み

&omSreKensiYe initiatiYe for conserYinJ ¶6ato\ama·
socioecoloJical Sroduction landscaSes in cities and
tKeir surroundinJ areas
大阪自然環境保全協会（ネイチャーおおさか）

Nature Conservation Society of Osaka

The Nature Conservation Society of Osaka was established in 1976 by local
citizens involved in the campaign to conserve Osaka Minami Port’s tidal flat
as a wild bird sanctuary and those working for the conservation of the Yodo
River. The Society marks its 40th anniversary this year. Its activities cover a
wide range of areas including researching biodiversity / natural environment,
compiling and providing guidance on conservation plans, dealing with and
raising concerns about excessive development, preserving ‘Satoyama’ socioecological production landscapes, restoring and creating a natural environment,
managing a forest trust, promoting volunteer training courses (5 courses) and
nature observation tours (21 tours, operated around 150 times a year), operating
conservation projects on contract, and dispatching conservation instructors and
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● 兵庫ドングリ千年の森をつくる会

Hyogo Society for Creating a Thousand-Year Acorn Forest

TEAM FLORA PHOTONICS

TEAM FLORA PHOTONICS,
Aomori Prefectural Nakui Agricultural High School

大阪自然環境保全協会は、大阪南港の干潟を守り野鳥園をつくる運
動や淀川の自然保護などに取組む市民が 1976 年に設立した自然保護
団体。今年 40 周年。活動は、生物多様性・自然環境の調査研究、保
護保全計画の作成・指導、乱開発への対応・提言、里山保全、自然
環境の回復・創出、土地トラスト、ボランティア育成講座（5 件）や自
然観察会（21 件、年間計 150 回前後）等の普及、事業受託・講師スタッ
フ派遣などと総合的である。

Fund
Raising

国民参加による災害に強い
森林づくり事業

種差海岸のサクラソウ自生地の保全活動

● 公益社団法人

LAWSON Green Fund Award

ローソン緑の募金賞

募金事業部門

里山保全運動は 1980 年代に全国に先駆けて提唱・実践し、ボラン
ティア養成講座の開催や保全フィールドの拡大等に取組み、活動が全
国に波及する流れをつくった。ボランティア育成講座は設立当時から主
催し、関西におけるこの分野の講座開催や修了生の活動実践の先駆け
にもなった。また「タンポポ調査」に代表される、いわゆる市民参加
調査も発足当時から手がけてきた。会員は大阪を中心に近畿などで約
800 人（2016 年 10 月）。
staffs.
The Society was the first to advocate and practice Satoyama conservation
in Japan in the 1980s. It organized volunteer training courses and campaigned
to expand ¿elds subject to conservation, triggering the spread of the Satoyama
movement to the rest of the nation. The volunteer training courses, which
the Society has run since its establishment, heralded the launch of similar
conservation courses and promoted conservation activities by those who have
completed the courses in the Kansai region. It has also organized numerous
conservation studies involving the participation of local citizens, such as the
Dandelion Study, since establishment. The Society has approx. 800 members
mainly in Osaka but also across the rest of the Kinki region (as of October 2016)

「兵庫ドングリ千年の森をつくる会」は平成 13 年 3 月、揖保川の自然

には育てた苗をドングリ千年の森に植える植樹祭を開催している。

風土を後世に引き継ぐために発足した。川の流域に住む人が一体とな

同団体では、西日本の自然植生である常緑広葉樹林の森に再生させ

り、森林に対する意識の高揚と地域の交流を図り、上流域に分布する

るとともに、人工林についても間伐や枝打ち等を実施するなど、適切

人工林から自然林への新たな森づくりを推進している。

な森林管理を推進している。

具体的には、ドングリ拾い、種まき、育苗、植樹、下草刈り、寒肥・

また、山村の住民と都市住民が協働して森づくりを実施することで、

剪定等の活動を実施。スケジュールとしては秋に揖保川流域の森や公

地域特有の生活文化や精神文化を育成することも目指して活動を実施

園においてドングリ拾いを行い、秋から冬にかけて拾ったドングリを

している。

丈夫な苗に育てるため、種まき・育苗を実施している。さらに翌年春
The Hyogo Society for Creating a Thousand-Year Acorn Forest was
established in March 2001 to preserve the natural environment along the
Ibo River for future generations. Riverside residents have joined forces to
raise awareness on local forests and engage in community exchange, while
promoting the conversion of plantations upstream into natural forests.
More speci¿cally, the Society organizes activities such as picking acorns,
sowing seeds, nurturing seedlings, planting trees, clearing undergrowth,
fertilizing in winter and pruning. The annual cycle starts in the fall, when
members pick up acorns in forests and parks along the Ibo River. From fall

ローソン緑の募金賞

into winter, the collected acorns are sown so that healthy seedlings grow.
When spring comes the following year, young trees are planted in the
Thousand Year Acorn Forest in a ceremony.
The Society is striving to regenerate the site into a forest of evergreen
broad-leaved trees, native to western Japan, while also promoting
appropriate forest management, e.g. thinning and pruning plantation forests.
It also facilitates collaboration between mountain villagers and city
residents in forest development, in order to foster unique local lifestyles,
mentality and cultures.

LAWSON Green Fund Award

学校緑化部門
School
Greening

清岡苑観察池整備事業

6eiNo(n 2bserYation Pond 'eYeloSment
● 栃木県宇都宮市立岡本小学校

Utsunomiya Municipal Okamoto Elementary School,
Tochigi Prefecture

栃木県宇都宮市立岡本小学校は、自ら考え主体的に行動し、心豊か

んでゆくため、再整備することとした。

でたくましい児童の育成を目指し、
「かしこく・やさしく・たくましく」

このたび、池の整備、樹木の剪定、除草などを実施するとともに、ハ

をモットーに教育を実施している。その一環でやさしく思いやりある子

ナミズキ 2 本、サツキ１本を植えることで、子どもたちが緑に親しみ、

どもを育成するために校庭の緑化と農園・花壇、そして清岡苑（せいこ

緑を愛する心を育むことができるようにした。学校・保護者・地域住民

うえん）の整備と活用を進めている。清岡苑は昭和 48 年に創立 100 周

などが一体となり、この事業に取り組んだことで地域交流の輪を広げる

年を記念し造成されたものだが、現在の教育環境に合ったフィールドと

ことができたモデル的な活動である。

して、観察学習の充実や緑に親しみ、緑を愛する心の育成に一層取り組
The Utsunomiya Municipal Okamoto Elementary School in Tochigi
Prefecture strives to foster children who can think and act proactively with
enriched mind and body, under the motto of ‘Be Knowledgeable, Kind and
Strong.’ In order to foster kind and considerate children, the School is working
on greenification of its grounds, setting up mini farms / flower beds, and
developing and utilizing the Seiko-En garden. The Seiko-En was originally set
up in 1973 in commemoration of the School’s 100th anniversary. The School
decided to redevelop it as the site that suits today’s educational environment,

enhancing natural observation activities, allowing children to get involved in
gardening, and nurturing the sense of appreciation for nature.
This project involved developing an observation pond, pruning trees,
removing weeds and also planting two dogwood trees and one azalea tree, so
as to let children enjoy gardening and develop the sense of appreciation for
nature. The project brought together the school, children, their parents and
local residents, making it a model project for expanding community exchange.
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Award for Civic Activities to Protect Biodiversity

富士フイルム・グリーンファンド活動奨励賞
Fuji Film Green Fund Activity Award
小笠原諸島、西島の森林再生

)orest 5eJeneration in 1isKi ,sland,
2JasaZara ,slands
● NPO法人 小笠原野生生物研究会

Nonproﬁt Organization Ogasawara Wildlife Forum

いきものにぎわい企業活動コンテスト審査委員会
Contest for Corporate Activities on Biodiversity
Judging Committee
審査委員長 Judging Committee Chairman
進士 五十八
東京農業大学名誉教授、農学博士
Isoya Shinji
President, Fukui Prefectural University
Chairman, Nature Restoration Expert Panel, Doctor of
Agriculture

父島の西にある離島西島は、西南部が荒れた草原である。以前から、
この場所を緑化したいと話し合っていた。
2014 年 5 月に現地調査を実施した結果、現地は乾燥地で風当りが強
く、しかも傾斜地という植林を行うのには劣悪な環境であることが分かった。
植栽木の選定に当たっては西島の在来種であるテリハボクという海岸性の
植物とし、播種により現場で発芽し最初から厳しい環境に慣れさせることに
した。
2 年間に 14 回渡島、延べ 143 名で播種及び植林を行った。テリハボ

クは 2 万粒を播種、発芽は 2590 本。タコノキの苗 200 株を植栽 42 本が
活着した。
この 2 年間を通じ多くの村人が参加し、荒廃地の緑化作業を通して、
自然再生なるものを一人一人が体験を通して理解してくれたようだ。
現場では海鳥やノスリが飛んでいたり、季節になるとクジラが飛び跳ねる
のを見ることができ豊かな自然環境が味わえるが、西島の森林再生により
今後小笠原固有動植物の多様性に富んだ生態系が形成されることが期待
される。

The Nishi Island, a remote island west of the Ogasawara Islands’
Chichijima Island, had a bleak plain in the south-western part. There had
long been talks about reforesting the area.
An on-site investigation, conducted in May 2014, found that the site was
on a slope and exposed to strong winds, making it unsuitable for planting.
A decision was made to introduce Nishi Island’s native coastal plant called
Terihaboku (Calophyllum inophyllum). Its seeds were sown on site so that
the plants would adapt to the tough environment from the onset.
Over the period of two years, a total of 143 people traveled to the island
on 14 occasions to sow seeds and plant trees. Of 20,000 Terihaboku seeds

sown, 2,590 sprouted. Of 200 Takonoki (Pandanus boninensis) seedlings
planted, 42 successfully established.
Over the two-year period, many local islanders participated in the project
to re-forest the bleak land, subsequently gaining understanding about the
importance of regenerating nature through ¿rst-hand experiences.
The site offers rich wilderness, home to seabirds and buzzards, with
whales seen jumping out of the water in some seasons. It is hoped that the
forest regeneration in Nishi Island will help reestablish a diverse ecosystem
of Ogasawara’s unique fauna and Àora.

愛子子どもの森の保全とふれあい活動
Aiko Children’s Forest Conservation and Community Exchange

身近な自然体験の教育的効果の検証
〜多摩市内の里山環境を生かした教育実践の総合的調査〜
9erification of the Educational Effect of Nature Experiences in Familiar
Environment – Comprehensive Research on Educational Practices using
‘Satoyama’ Socio-ecological Production Landscapes in Tama City –

● 森の応援団愛子ハグリッズ
Forest Supporter Aiko Hagrids
野焼きボランティアのための難燃性ゼッケン製作
Flame-Retardant Numbers for Burn-Off 9olunteers

●野田惠 ( 東京農工大学 )
Megumi Noda
(Tokyo University of Agriculture and Technology)

● 全国草原再生ネットワーク
National Plain Regeneration Network

審査員 Judging Committee Members
岡本 明子

北村 直人

農林水産省生物多様性戦略検討委員会委員

公益社団法人日本獣医師会顧問

環境カウンセラー

獣医学博士

Akiko Okamoto

Naoto Kitamura

Committee Member, Nature Restoration Strategy Committee
for Biodiversity, Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries
Environmental Counselor

Advisor, Japan Veterinary Medical Association
Doctor of Veterinary Medicine

山崎 敏彦
重 政子

全国農業協同組合連合会

特定非営利活動法人 持続可能な開発のための教育推進会議
代表理事

Toshihiko Yamazaki
National Federation of Agricultural Cooperative Associations

Masako Shige
Representative Director, Japan Council on Education for
Sustainable Development

井上 龍子
農林水産技術会議事務局研究総務官
Ryuko Inoue

亀澤 玲治

Deputy Director General, Agriculture, Forestry, and Fisheries
Research Council Secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries

環境省自然環境局長
Reiji Kamezawa
Director-General, Nature Conservation Bureau, Ministry of
the Environment

（敬称略）

ロープ漁礁とアマモによる生態系の創出計画
Ecosystem Development with Rope Reef and Amamo Seagrass

受賞活動プロフィール

● ＮＰＯ法人庄内浜を考える会
1RQSURÀW2UJDQL]DWLRQ6KRQDL%HDFK6RFLHW\

$ZDUGDFWLYLWLHVSURÀOHV7KHQXPEHUVXVHGLQWKHDFWLYLW\FDWHJRU\DQGDFWLYLW\ÀHOG
explanations correspond with the items below.
活動分類

市民活動大賞とは
Award for Civic Activities to Protect Biodiversity
「いきものにぎわい企業活動コンテスト」は、企業の生物多様性保全
活動を対象としたコンテストではありますが、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るという考えのもと、日頃から
市民活動に対し、支援をしている当コンテストの協力団体である、アス
テラス製薬株式会社、株式会社ローソン（ローソン緑の募金）
、( 公財 )
損保ジャパン日本興亜環境財団、公益信託富士フイルム・グリーンファン
ドにより高く評価された活動を、「いきものにぎわい市民活動大賞」とし
て、表彰式の場、当パンフレット等を活用し、ご紹介させて頂くものです。
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活動分類・活動フィールドの番号対応内容

Contest for Corporate Activities on Biodiversity is a contest to recognize
activities by companies and groups that have worked towards the
preservation of biodiversity; however, in tackling the issues surrounding
biodiversity, civic activities also play a crucial and indispensable part.
From this standpoint, outstanding civic activities highly praised by our
collaborative partners which have long continued to support to various
civic activities (Astellas Pharma Inc.; Lawson Inc. (Lawson Green Fund);
Sompo Japan Nipponkoa Environment Foundation; Fuji Film Green Fund),
were also given recognition with Awards for Civic Activities to Protect
Biodiversity, and their work introduced at the ceremony. The names of these
groups and their activities are introduced in this pamphlet as follows.

活動フィールド

Activity categories

Activity ﬁelds

① 生態系の保全活動 Ecological preservation

① 森林・里山

② 野生生物の保全活動

② 里地・農耕地

Local nature (satochi) and agricultural land

③ 遺伝資源の保全活動 Genetic resource preservation

③ 海・川・湿地

Ocean, rivers and wetlands

④ 持続的利用による生産活動

④ 都市部・事業地内

Wildlife preservation

Sustainable use production

⑤ 持続的利用によるサービス提供
⑥ 環境教育・普及啓発活動
⑦ 研究活動

Sustainable service provision

⑤ 国際・海外

Forest, satoyama woodlands

Urban areas and places of business

International and overseas

Environmental education and awareness raising

Research

本誌掲載の、各活動プロフィールに対応しております。
The activity proﬁle for each project corresponds with the information on this page.

20

一次審査通過応募企業 / 団体・活動一覧

Qualiﬁers of the Initial Screening Process

企業名 ／ Company

活動タイトル ／ Activity

アズビル株式会社、アズビル金門白河株式会社
$]ELO&RUSRUDWLRQ$]ELO.LPPRQ6KLUDNDZD&R/WG

福島県南会津町での「ひめさゆり」保全活動
:RUNWRSURWHFWWKHPDLGHQOLO\LQ0LQDPLDL]X)XNXVKLPD3UHIHFWXUH

キヤノングループ
Canon Group

未来につなぐふるさとプロジェクト
Furusato Project Linking Our Dream to the Future

KDDI 株式会社
KDDI CORPORATION

高尾山での環境保全活動の取り組み
Global environmental conservation activities at Mt Takao

JA しまね やすぎ地区本部
<DVXJLDUHDKHDGRIÀFH-$6KLPDQH

地域の子供の学びを支援 学童への食農教育活動
6XSSRUWLQJWKHORFDOFKLOGUHQ·VOHDUQLQJ)RRGDQGDJULFXOWXUHHGXFDWLRQIRUFKLOGUHQ

生活協同組合コープさっぽろ コープ未来の森づくり基金
CONSUMERS CO-OPERATIVE SAPPORO "Co-op Future
Forest Development Fund"

コープの森育樹祭
CO-OP Growing Tree Festival

積水化学工業株式会社 滋賀栗東工場
SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD. SHIGA-RITTO PLANT

工場の部材を有効活用した 琵琶湖の生物多様性保全活動
$FWLYLWLHV0DLQWDLQLQJ%LRGLYHUVLW\LQ/DNH%LZD8WLOL]LQJ0DWHULDOV0DQXIDFWXUHGLQRXU3ODQW

株式会社高千穂
Takachiho Corp.

東京湾ＵＭＩプロジェクト・アマモ場の再生活動
Tokyo Bay UMI Project・Restoration Activities of Eelgrass Beds

ダンロップスポーツ株式会社 市島工場
DUNLOP SPORTS CO., LTD. ICHIJIMA FACTORY

丹波の空にオオムラサキが舞う様に……
6RWKDWJUHDWSXUSOHHPSHURUVFDQÁ\LQWKHVN\RI7DQED«

株式会社東芝／大日本印刷株式会社
TOSHIBA CORPORATION/ Dai Nippon Printing Co., Ltd

全国 6 地域 12 事業所で連携する生物多様性保全活動
Biodiversity conservation through local collaboration

東芝ライテック株式会社今治事業所
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION
Imabari Complex

東芝ライテック株式会社今治事業所 CSR 活動
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION Imabari Complex CSR activities

常磐大学 松原哲哉ゼミナール
Tokiwa University Matsubara Tetsuya Seminar

ホタル再生プロジェクト
/RFDO)LUHÁ\5HYLYDO3URMHFW

公益財団法人ニッセイ緑の財団
Nissay Green Foundation

ニッセイの森づくりを通じた多様な植生の再生 ‒「国分の森」‒
Restoration of various plants through Nissay’s forestry “Kokubu forest”

公益財団法人ニッセイ緑の財団
Nissay Green Foundation

復興への『希望の環』〜ドングリでつなぐ森林づくり〜
The “cycle of hope” to recovery ~Forest making linked by acorn~

特定非営利活動法人日本エコロジスト支援協会 命をつなぐ
PROJECT 学生実行委員会 知多半島生態系ネットワーク
協議会
行政：愛知県、知多市、東海市
構成企業：( 株 )IHI、愛知製鋼 ( 株 )、出光興産 ( 株 )、JX
エネルギー ( 株 )、新日 鐵住金 ( 株 )、大同特殊鋼 ( 株 )、
知多エル・エヌ・ジー ( 株 )、中部電力 ( 株 )、東邦ガス ( 株 )、
( 株 ) 豊田自動織機、( 株 )LIXIL
エコアセット ™・コンソーシアム：住友林業 ( 株 )、住友林業
緑化 ( 株 )、( 株 ) インターリスク総研、( 株 ) 地域環境計画
NPO Japan Ecologist Support Association
Student Executive Committee
The Ecological Network Council of Chita Peninsula
Local Authorities
Aichi Prefecture Government, Chita City Government,
Tokai City Government
Member Companies
IHI Corporation Aichi Plant, Aichi Steel Corporation
Chita Plant Idemitsu
Kosan Co.,Ltd. Aichi Oil Refinery, JX Nippon Oil &
Energy Corporation Chita Plant, Nippon Steel and
Sumitomo Metal Corporation Nagoya Works Daido
Steel Co.,Ltd. Chita Plant, Chita LNG Co.,Ltd CHUBU
Electric Power Co.,Ltd.Chita Thermal Power Station,
TOHO GAS Co.,Ltd. ChitaLNG Ter minal, Toyota
Industries Corporation, LIXIL Corporation Chita Plant
Eco-asset™ Consortium
Sumitomo Forestry Co.,Ltd, Sumitomo forestry
Landscaping Co.,Ltd,
Inter-risk General Research Co.,Ltd , Local Environment
Planning Co.,Ltd
※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。
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命をつなぐ PROJECT
Project Linking Life with One Another

※掲載情報は 2016 年 11 月現在

企業名 ／ Company

活動タイトル ／ Activity

パナソニック㈱ エコソリューションズ社
Panasonic Corporation Eco Solutions company

社内ビオトープを用いた絶滅危惧種の保護と環境教育
The protection of endangered species and the environmental education using our
company biotope

パナソニック株式会社 / パナソニックグループ労働組合連合会
Panasonic Group Workers Union Association, Panasonic
Corporation

パナソニック エコリレー ジャパン「ささやま里山再生活動」
Panasonic ECO RELAY JAPAN “Satoyama conservation restoration program in in
Sasayama”

東幡豆漁業協同組合
+LJDVKL+D]X)LVKHULHV&RRSHUDWLRQ

夏だ！海だ！冒険だ！無人島探検で自然とにらめっこ（干潟の体験学習）
It’s summer! Sea! Adventure! Face nature by exploring an inhabited island (Fieldwork at
the tideland)

株式会社フジクラ
Fujikura Ltd

" フジクラ佐倉千年の森（仮称）" 里山遊歩道構想の推進
"Fujikura-Sakura Millennium Woods (Tentative name)"Promoting plan of forest park and
walking trail

富士通株式会社
FUJITSU LIMITED

地域と一体となった環境貢献活動の多面的な推進 −富士通システムズ・ウエストの森（三重県大台町）
−
A multi-dimensional promotion of environmental contribution activity together with the
community –Fujitsu Systems West Forest (Odai-cho, Mie prefecture)-

株式会社ブリヂストン
Bridgestone Corporation

絶滅危惧種カワバタモロコの繁殖研究
Rescue of the endangered species, "Hemigrammocypris rasborella".

三井住友信託銀行株式会社 一宮支店
The Ichinomiya Branch of Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

絶滅危惧種「イタセンパラ」をテーマにした木曽川流域保全活動
The Conservation activities of The Japanese Endemic Endangered Fresh Water
Fish(Acheilognathus longipinnis) in The Basin of Kiso River

三菱地所グループ（三菱地所レジデンス㈱、三菱地所コミュ
ニティ㈱、㈱メック eco ライフ、㈱三菱地所設計、三菱地所㈱）
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. (Mitsubishi Jisho Residence Co.,
Ltd, Mitsubishi Jisho Community Co., Ltd., MEC Eco LIFE Co,
Ltd., Mitsubishi Jisho Sekkei Inc., Mitsubishi Jisho Inc.)

不動産事業における生物多様性保全と魅力的な空間づくりの社宅活用実験
&RPSDQ\ KRXVLQJ XWLOL]DWLRQ H[SHULPHQW IRU ELRGLYHUVLW\ FRQVHUYDWLRQ DQG FUHDWLQJ DQ
attractive space in the real-estate industry

三菱電機株式会社 神奈川県下の５事業所
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 5 branches in Kanagawa

神奈川県下の５事業所による森・農地・海の再生・保全活動 〜事業所周辺の自然に恩返し、循環型社会の形成へ〜
TReproduction and Conservation of the sea, farmland, forest by Mitsubishi Electric

認定特定非営利活動法人森林の風
（ＮＴＮ㈱、東洋ゴム工業㈱、㈱テイ・エステック、㈱楽天、
三重銀行、中部電力㈱、㈱東芝、㈱味の素、㈱エイチワン、
本田技研工業㈱、㈱ＬＩＸＩＬ、鈴鹿森林組合）
0RULQRND]H1RQSURÀW2UJDQL]DWLRQ

企業活動支援と「まちのきこり人育成講座」
Supporting corporate business and “Town’s woodcutter training course”

谷津干潟ワイズユース・パートナーズ（代表企業：西武造
園株式会社／構成員：NPO 法人生態教育センター、林造園
土木株式会社）
Yatsuhigata Wise Use Partners (SEIBU LANDSCAPE
Co.,Ltd./Center for Ecological Education/HAYASHI
LANDSCAPING Co.,ltd.)

地域と一体となった「谷津干潟の日」の開催 〜条約締結を風化させない〜
Holding the “Yatsu-Higata Day” together with the community
~Keeping the conclusion of the treaty fresh~

横浜ゴム株式会社 三重工場
The Yokohama Rubber Co., Ltd. Mie Plant

生物多様性保全活動
Activities for conservation of biodiversity

楽天株式会社
Rakuten, Inc.

楽天の森
Rakuten's Forest

リコーエレメックス株式会社
RICOH ELEMEX CORPORATION

地域と共にすすめるリコーえなの森中山道里山保全活動
RICOH ENA FOREST NAKASENDO SATOYAMA CONSERVATION ACTIVITIES WITH THE LOCAL
COMMUNITY

わかやま市民生活協同組合
Wakayama-Shimin Coop

コープきょうどうの森
Coop Kyodo’s Forest

和歌山トヨタグループ（和歌山ﾄﾖﾀ自動車株式会社 ･ 株式会社
ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ和歌山・ﾄﾖﾀ L&F 和歌山株式会社・株式会社オリーバ）
W a k a y a m a T G r o u p ( W A K AYA M A T O Y O T A
CORPORATION, TOYOTA RENTALEACE Wakayama, (C)
TOYOTA L&F WAKAYAMA, Oliva Co., LTD.)

和歌山トヨタグループ 古座川ＤＡＳＨ村
:DND\DPD7R\RWD*URXS.R]DJDZD'$6+9LOODJH

※企業名、活動タイトルの日・英表記は、各応募者様よりご提供頂いております。（一部事務局編集）
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