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環境大臣賞 ◆ 未来につなぐふるさとプロジェクト ～市民参加型プログラムとウェブサイトの連動～
　  キヤノン株式会社  キヤノンマーケティングジャパン株式会社

◆ 工場の端材を有効活用した 琵琶湖の生物多様性保全活動
　  積水化学工業株式会社  滋賀栗東工場

◆ 毛原の森づくり活動「宝の山づくり」 ～京都モデルフォレスト運動～
　  エスペック株式会社・エスペックミック株式会社

◆ 地域との協働ですすめるリコーえなの森里山保全活動
　  リコーエレメックス株式会社・恵那事業所

◆「くじゅう坊ガツル湿原」一帯における「野焼き」等の環境保全活動
　  一般財団法人九電みらい財団

◆ マルイファミリー溝口とノクティプラザの共創 「屋上緑化で地域と絆づくり」
　  株式会社丸井グループ マルイファミリー溝口 みぞのくち新都市株式会社 ノクティプラザ

◆ 椀子（マリコ）ヴィンヤード生態系調査・植生再生活動
　  キリン株式会社

◆ 森林復元と地域活性の両立をめざした砂漠緑化活動 ～バケツリレーで未来へつなげる～
　  日立建機株式会社

◆ 和歌山県みなべ町におけるアカウミガメの卵と子ガメを守る活動
　  ライオン株式会社  大阪工場

◆ 東京湾UMIプロジェクト・アマモ場再生活動
　  株式会社高千穂

農林水産大臣賞

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

公益社団法人
水と緑の惑星保全機構会長賞

審査委員長賞

審査委員特別賞

審査委員特別賞

審査委員特別賞

審査委員特別賞

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

◆ グリーンガーデン緑化事業
　  東京都中野区立中野本郷小学校

◆ 森林の再生保全、環境人材育成の取り組み
　  特定非営利活動法人  樹木・環境ネットワーク協会

◆「松代おやっこ村」魅力アッププラン
　  松代おやっこ村（新潟県）

◆ 琉球列島中部域における造礁サンゴの新規加入幼生の種多様性と遺伝学的集団構造に関する研究
　  中村雅子（沖縄科学技術大学院大学）

◆ 東日本大震災の津波被災地における地域農業資源の保全に関する実証研究
　  観山恵理子（東北大学大学院）

◆ 鹿児島県出水市における保護ツルの臨床検査 ～野生復帰羽数の増加を目指した臨床研究～
　  松鵜彩（鹿児島大学）

◆ 野焼きボランティアのための難燃性ゼッケン製作
　  里山の山野草を守る会（島根県）

◆ 対馬に生息する希少植物種を保全するための植生回復および栽培試験に関する調査研究
　  東浩司（京都大学大学院）

◆ 市民調査による岩手県の植物相の研究
　  鈴木まほろ（岩手県立博物館）

ローソン緑の募金賞
学校緑化部門

損保ジャパン日本興亜
環境財団賞

富士フイルム・グリーンファンド
活動奨励賞

p15

p15

p16

第6回いきものにぎわい市民活動大賞 受賞一覧

第6回いきものにぎわい企業活動コンテスト 受賞一覧
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　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６回を迎えています。
　今回のコンテストには、71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、10件の受賞活動が選ばれました。
　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となることを期待しております。

　いまや企業活動のなかでも「生物多様性」への取組みは、特
別なことではなくなりつつあるようだ。CSRとしてはもとより、商
品の製造販売など企業本来の活動においても「生物多様性」に
ついて熟知し、その保全と回復に対して配慮し、又、何らかの寄
与を果すことが、地球社会における企業理念でもあるというこ
とがかなり認識されてきていることを、第6回受賞者の発表やそ
の後のフロアを混じえたディスカッションでも実感することがで
きた。
　これまで随分長いあいだエコノミーも大切だが、エコロジーも
大切とアピールしてきた私としては、新世紀の常識だとは思うも
ののやはりとてもうれしい。
　「第6回いきものにぎわい企業コンテスト」の環境大臣賞は、
キヤノン株式会社とキヤノンマーケティングジャパン株式会社の
「未来につなぐふるさとプロジェクト」に贈られた。さすが世界
のキヤノンだけあって生物多様性方針のみならず幅広い環境貢
献活動を展開しているが、耕作放棄農地や森林の再生、希少生

　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祈念しています。
　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ている、このコンテストの協力団体でもあ
る、公益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、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。
　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。

物の保護を毎年10団体と協働し、それに参加する人 と々豊かな
自然風景をキヤノンのレンズを通してウェブサイトで世界に発信
し啓発力を高めている。高度化に向け専門家との連携を強化し
たりお金以外の多彩な支援策展開も大いに参考になる。
　農林水産大臣賞は、積水化学工業株式会社滋賀栗東工場の
「工場の端材を有効活用した琵琶湖の生物多様性保全活動」
に贈られた。積水化学グループの活発な環境貢献は斯界でも有
名だが、今回の受賞はそれが地方々々の工場レベルにまで定着
していることの証である。琵琶湖の「魚のゆりかご水田」も全国
に知られているが、水田オーナー制への参加や社員総参加はも
ちろん栗東工場の主力製品「合成木材」の端材を利用して魚道
の整備やメンテナンスに力を発揮しているのはユニークな点であ
る。自社製品の特性を踏まえた活動は、正に「企業の生物多様
性貢献の本道」であろう。その他6団体賞については詳細を述べ
るスペースがないが、大臣賞同様、各企業・団体の姿が彷彿とし
て見事である。

いきものにぎわい企業活動コンテストについて

企業・団体特性を反映した生物多様性保全活動

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

広中 和歌子

進士 五十八

（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）
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いきものにぎわい企業活動コンテスト審査委員会 

受賞活動プロフィール  活動分類・活動フィールドの番号対応内容

① 生態系の保全活動　       

② 生生物の保全活動　  

③ 遺伝資源の保全活動　

④ 持続的利用による生産活動　

⑤ 持続的利用によるサービス提供　

⑥ ①～⑤にかかる環境教育・普及啓発活動　

⑦ ①～⑤にかかる研究活動　

⑧その他

①森林・里山　　

②里地・農耕地 　

③海・川・湿地　

④都市部・事業地内

⑤国際・海外　　

⑥その他

※本誌掲載の、各活動プロフィールに対応しております。

審査員

活動分類 活動フィールド

審査委員長

進士 五十八
福井県立大学学長、
東京農業大学名誉教授、
農学博士

岡本 明子
農林水産省生物多様性戦略検討委員会委員、
環境カウンセラー

渡邉 綱男
地球環境パートナーシッププラザ、
国際自然保護連合日本委員会 (IUCN-J) 会長、
( 一社 ) 自然環境研究センター上席研究員

亀澤 玲治
環境省自然環境局長

大角　亨
農林水産技術会議事務局研究総務官

橋本 佳延
生物多様性協働フォーラム、
兵庫県立人と自然の博物自然・環境再生研究部
／生物資源研究グループ主任研究員

山崎 敏彦
全国農業協同組合連合会

（敬称略）
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※本誌掲載の、各活動プロフィールに対応しております。
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審査委員特別賞
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■ 日時：平成30年1月24日（水）　13:30～15:30
 ■ 会場：日比谷コンベンションホール（大ホール）［千代田区日比谷公園1番4号（旧都立日比谷図書館）］

13:30 開会

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　広中和歌子

来賓挨拶 環境省　自然環境局長　亀澤玲治氏
農林水産省　農林水産技術会議事務局研究総務官　大角亨氏

【いきものにぎわい企業活動コンテスト】
環境大臣賞：キヤノン株式会社　キヤノンマーケティングジャパン株式会社

農林水産大臣賞：積水化学工業株式会社　滋賀栗東工場

公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞：エスペック株式会社・エスペックミック株式会社

公益社団法人日本アロマ環境協会賞：リコーエレメックス株式会社・恵那事業所

公益財団法人水と緑の惑星保全機構会長賞：一般財団法人九電みらい財団

審査委員長賞：株式会社丸井グループ　マルイファミリー溝口　みぞのくち新都市株式会社　ノクティプラザ

審査委員特別賞：キリン株式会社

審査委員特別賞：日立建機株式会社

審査委員特別賞：ライオン株式会社　大阪工場

審査委員特別賞：株式会社高千穂

 【いきものにぎわい市民活動大賞】
損保ジャパン日本興亜環境財団賞：特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会

富士フイルム・グリーンファンド活動奨励賞：松代おやっこ村

ローソン緑の募金賞 学校緑化部門：東京都中野区立中野本郷小学校

審査委員紹介

13:40

14:25

表彰状授与

環境大臣賞（キヤノン株式会社　キヤノンマーケティングジャパン株式会社）
農林水産大臣賞（積水化学工業株式会社　滋賀栗東工場）
損保ジャパン日本興亜環境財団賞（特定非営利活動法人　樹木・環境ネットワーク協会）

活動報告会

休憩

パネルディスカッション モデレーター；審査委員長 進士五十八
パネラー：環境大臣賞受賞者・農林水産大臣賞受賞者・損保ジャパン日本興亜環境財団賞受賞者

審査委員長 進士五十八総括

15:30 閉会

　第６回の表彰式は、千代田区立日比谷図書文化館（旧都立日比谷図書館）
日比谷コンベンションホールにおいて開催しました。

　環境省代表、農林水産省代表をはじめ多くの方々にご列席いただく中、
第 6 回企業活動コンテスト受賞 10 賞の表彰式とともに、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ることから、
当コンテスト協力団体により高く評価された市民活動についても、紹介・表彰しました。

　環境大臣賞受賞者、農林水産大臣賞受賞者、市民活動大賞受賞者代表による活動報告を行った後、
パネルディスカッションにおいて様々な意見交換を行いました。

表彰式プログラム
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第6回いきものにぎわい企業活動コンテスト受賞者・授与者 第6回いきものにぎわい市民活動大賞受賞者・授与者

いきものにぎわい企業活動コンテスト
実行委員会代表　
広中  和歌子

環境省 
自然環境局長
亀澤  玲治 氏

環境大臣賞 
キヤノン株式会社
キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

環境大臣賞 
キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

モデレーター 
審査委員長 

進士　五十八 氏

農林水産省 
農林水産技術会議事務局研究総務官
大角  亨 氏

農林水産大臣賞 
積水化学工業株式会社 

滋賀栗東工場

農林水産大臣賞 
積水化学工業株式会社 
滋賀栗東工場

損保ジャパン日本興亜環境財団賞 
特定非営利活動法人
樹木・環境ネットワーク協会

表彰式の様子

主催者挨拶 来賓挨拶

表彰状授与 活動報告

パネルディスカッション
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企業名 活動タイトル 

近江鉄道ゆうグループ

長浦岡方地域広域協定

地域をつなぎ、湖岸緑地から琵琶湖の環境を改善する環境学習の取り組み

生物の生息状況の把握

株式会社オークネット

株式会社ニコン

森づくり活動

三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画 「赤谷プロジェクト」支援

上川名地区資源保全隊

日清食品ホールディングス株式会社

町一番の美しいムラに！

百福士第2弾「あやしいオヤジを、正しいオヤジに変える！プロジェクト」

一般財団法人九電みらい財団

日清食品ホールディングス株式会社

「くじゅう九電の森」での環境教育

百福士第18弾「Fantastic-Chopsticks!! 森林保全プロジェクト」

公益財団法人熊本県環境整備事業団・鹿島建設株式会社・
鹿島環境エンジニアリング株式会社

公益財団法人 ニッセイ緑の財団 “ニッセイの森”の間伐材を活用した樹木名プレートの学校への寄贈

廃棄物処分場のホタルビオトープを活用した環境教育と遺伝子資源保全活動

ＫＤＤＩ株式会社

NPO法人非営利団体 日本エコロジスト支援協会

認定特定非営利活動法人森林の風

株式会社ファンケル

天王山  森林保全ボランティアによる生物多様性保全活動

命をつなぐ PROJECT

企業と協働の森林保全活動と人材育成の「まちのきこりひと育成講座」

横浜市水源地「道志の森」涵養林自然保全活動と社員やお客様への環境啓発活動

株式会社ＪＶＣケンウッド山形

パナソニック エコリレー ジャパン

生物多様性保全活動

ユニトピアささやま里山再生活動

ＮＰＯ法人土湯温泉観光まちづくり協議会

北陸積水樹脂株式会社

土湯ふれあいの森　～里山との共生～

「根上セキスイの森」整備活動

天明農地水環境保全管理協定運営委員会

株式会社明治

環境保全活動

株式会社明治自然環境保全区（根室）

東京電力ＨＤ（株）／（株）当間高原リゾート　
あてま森と水辺の教室 ポポラ

横浜ゴム株式会社 平塚製造所

田っぽビオトープ大作戦　～トキの舞う棚田を目指して～

YOKOHAMA千年の杜プロジェクト

東芝ライテック株式会社 今治事業所

横浜ゴム株式会社 三重工場団

生物多様性CSR活動（希少動植物の保護）

生物多様性保全活動

アズビル株式会社、アズビル金門白河株式会社 福島県南会津町での「ひめさゆり」保全活動

※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。※掲載情報は2018 年 1月現在
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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

主  催

いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会

公益社団法人国土緑化推進機構　

公益社団法人日本アロマ環境協会

公益財団法人水と緑の惑星保全機構／地球環境行動会議（GEA）

後  援

環境省

農林水産省

経団連自然保護協議会

協  力

株式会社ローソン(ローソン緑の募金)

公益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・グリーンファンド

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会

一般社団法人地域環境資源センター

全国農業協同組合中央会

事務局

公益財団法人 水と緑の惑星保全機構

この冊子についてのお問い合わせはこちらへ
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

〒 107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13　三会堂ビルディング 8Ｆ
TEL：03-6441-3814　 FAX：03-6441-3817

E-MAIL   ikimono-nigiwai@mizumidori.jp
URL  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委員会 平成 30年（2018年1 月）
■ 編集：公益財団法人 水と緑の惑星保全機構

※本書の収録内容の無断転載、複写、引用を禁じます。

募 集
第 7回いきものにぎわい企業活動コンテスト
第 7回コンテスト開催を予定しています。
募集開始等のお知らせはホームページ、
メールニュースでご案内します。

詳細はホームページをご覧ください

http://mizumidori.jp/ikimono-nigiwai/


