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基 本 理 念基 本 理 念基 本 理 念

1

静岡銀行は、企業理念「地域とともに夢と豊かさを広げます」のもと、企業市民として、

郷土の豊かな潤いのある自然環境を守り、より良く次の世代へと引き継いでいく責任があると考えています。

環境問題への積極的な取り組みが、企業の社会的責任（CSR）・公共的使命であることはもちろん、

企業活動の存続にかかわる必要条件として位置づけ、ここに「6つの基本方針」を定めます。

環境に関連する法規制、
および業界行動指針
など静岡銀行が同意する
その他の要求事項
を遵守します。

4

5

平成17年6月28日

株式会社 静岡銀行　取締役頭取  中西  勝則

6
この環境方針は文書化
して、全行員および当行の
ために働く全ての人に
周知し、一般にも
公開します。

3
地域の総合金融機関として、

環境に配慮した商品・サービスの開発
などを通じて、環境保全に取り組む
お取引先を支援し、地域社会の
環境保全ひいては地球全体の
環境保全に努めます。

2
省エネルギー、省資源、
リサイクル活動を
推進します。

環境方針

企業活動のなかから、環境に影響を
及ぼす要因を的確に把握し、環境保全
に資する環境目的、および具体的な環境
目標を定め、その実現をはかります。また
、定期的な監視とレビューを実施し、環
境マネジメントシステムの継続的な
改善と環境汚染の予防に努め

ます。

企業としての環境保全活動に取
り組むことで、行員一人ひとりの
環境問題に対するよりよい
意識の高揚をはかるとともに、
個人としての環境保全活動
への取り組みを支援し

ます。

6つの基本方針
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環境方針
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平成27年度 助成先 助成先事業案内

1ふるさとを楽しくする会 富士川 （富士市）
　荒廃したふるさとの森を魅力ある里山に蘇らせ、子や孫の代に
素晴らしい自然を残すことを目的に活動している。具体的には、
里山の管理・育成事業（下草刈り、植樹等森づくり）、自然観察会を
始め自然を楽しむ事業、人材を育てる事業（自然を楽しく学び、
自然を大切にする心の育成）を行っている。会のモットーは「まず
自分が楽しもう！」。現在会員は幼児から高齢者までの40名。各人
が自分のできる範囲内で活動しており、きのこの育成も安定し、
秋の味覚体験は盛りあがっている。
（平成17･18･20･21･23･26･27年度助成先） 4大場川クリーンズ（ＤＲＣ） （三島市）

　ＤＲＣ（Daiba River Cleans）は、順天堂大学三島キャンパス（保健
看護学部）の学生が主体となって、キャンパス裏に流れる大場川
を楽しみながら清掃するボランティアサークルである。10代後半
から20代前半の若者が中心となり、地域貢献活動を行っている
姿が三島市民の活力にもつながると考え、夏季を中心に年間10
回ほど活動している。定例活動として、三島市上岩崎公園周辺の
川清掃を実施し、自転車や原付バイクをはじめ、ペットボトルや缶
などの多くのゴミを拾い集めた。また、地域の方との交流イベント
を企画・運営して、地域に根ざした交流活動も展開している。
（平成25･27年度助成先）

2環境整備「森と竹で健康クラブ」 （沼津市）
　沼津市周辺の森林を守り、育てながら森と親しみ、森での活動
を楽しみながらメンバーの健康維持を目的に活動している。６つ
のフィールド（①沼津市愛鷹運動公園内森林散策エリア、②沼津市
愛鷹運動公園内竹林、③沼津市千本悠久の森、④長泉町特種東海
製紙㈱社有林、⑤長泉町静岡ロジスティクス㈱社有地、⑥裾野市
私有竹林2ヵ所）で整備活動を展開している。
（平成20・22・23・26・27年度助成先）

3美浜クラブ （沼津市）
　沼津市戸田の御浜岬全域の環境衛生美化を目的に活動して
いる。具体的には、雑草の刈り込み・雑木の除去・倒木の始末・そと
海とうち海への漂流物の片付け・花木の手入れと植え付け（飼料、
消毒を含む）・各種ゴミの処理を行っている。ほとんどが70歳以上
のメンバーによる取り組みであるが、訪れた人達が喜べる御浜
公園を目指して、元気に活動を続けている。
（平成27年度助成先）

5エコネット沼津 （沼津市）
　平成23年度から実施されている「沼津市環境基本計画」の策定
に参加した市民の有志が、この計画を市民の立場から実践して
いくことを目的に、4部会に分かれて活動している。「自然を守る
部会」ではエコ産品拡大プロジェクト・浮島湧水文化の継承事業・
ビーチクリーン活動、「３Ｒ愛部会」ではポイ捨てごみ調査活動・
ごみニャーシステム事業、「温暖化対策部会」ではＬＥＤ普及調査
活動、「環境と人部会」では沼津市と協働で「環境市民大学」の講座
等を行い、放課後児童クラブへの環境学習や寿大学や婦人学級で
省エネ講座を行っている。
（平成24･25･27年度助成先）

6特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会 （御殿場市）
　富士山の麓、御殿場市にある「再生の森」で、小中学生・高校生
を対象にスギ、ヒノキの森から樹種転換による落葉広葉樹の
森づくりを行っている。また、地元および都会に住む人・企業・
団体の人が誰でも参加できる「市民参加型」の森づくり活動を
目標にしている。間伐材や林地残材を活用した資源循環型の木工
教室、木工品の開発・製作・販売も行っている。とりわけ、木工品
は県内外から多くの注文があり、高い評価をいただいている。
昨年（平成27年）はＮＰＯ設立15周年を迎え、今後も富士山文化
遺産登録に相応しい持続可能な森づくり活動を実施していきた
いと考えている。
（平成24・26・27年度助成先）
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平成27年度 助成先 助成先事業案内

7ＮＰＯ法人 森のボランティア （伊東市）
　伊東市とその周辺の森と樹木の適切な保全に関する事業を
行い、自然環境の美観の保持に寄与することを目的に活動して
いる。「桜部会」は桜のトンネルで有名な伊豆高原桜並木通りの
桜のテングス病枝処理を主たる活動とし、学校や幼稚園の校庭の
樹木の整理や植樹なども行っている。「竹部会」は伊東市富戸に
ある「竹広場」の竹林整備を主たる活動とし、副産物として竹炭・
竹酢液・竹炭塩なども作っている。また、「伊豆高原たけのこ村」は
リピート客も増加するなど着実な成果をあげている。
（平成22･26･27年度助成先）

9特定非営利活動法人 伊豆開花クラブ （伊豆の国市）
　まちづくり、経済の活性化、高齢者の雇用促進問題、カンボジア
の支援活動を行っている。現在、耕作放棄地を約7反借り受け、
市民農園（1.4反）・千葉県の特別天然記念物の大賀ハスの栽培
（1反の土地に池を造成）・富士山の型をした花壇「富士花山」
（2反）・耕作放棄地を使用しての商品開発（2反、2015年度静岡
県農政局の助成事業）を行っている。なお、「富士花山」は葛城山に
敷設してあるロープウェー（伊豆パノラマパーク）に搭乗する年間
約25万人の観光客の方々に喜んで見ていただいている。
（平成27年度助成先）

10特定非営利活動法人
   地域活性スクランブルフォーラム （三島市）
　静岡県東部地域および伊豆地域の特性を生かし、地域活性化に
関する事業を行っている。具体的には以下を実施している。街中
だがしや楽校in三嶋大社・えびす参道実施（子供達に良く遊び・
良く学び・良くお手伝いをするを体験させる事により、自分達の
働きがお金「えびす券」に変わるという教育効果をもたらす）。
三島楽寿の森芸術祭実施（市内数ヶ所のコンサートホールで音楽
や芸術に親しむイベント）。狩野川カヤック教室・ベロドーム視察
研修（親子で実施し、子供の健全育成を図る）。三島せせらぎミニ
ミニ発電コンテスト実施（各種展示会やイベントでのコンテスト
内容の発表やネットにより活動を外部へ発信）。
（平成27年度助成先）

12栃山川公園化推進協議会 （藤枝市）
　栃山川沿いの遊歩道・公園・広場を中心とした有効利用と美化
活動を行っている。主な活動は、①栃山川代官島橋親水公園の
除草と清掃活動と維持活動、②コスモス、菜の花、ひまわり、水仙
など植栽美化活動、③大洲地区、栃山川ウォーキング大会を毎年
9月に開催し健康と生活環境づくりに努めている。
（平成24･25･27年度助成先）

8ＮＰＯ法人 伊豆未来塾 （下田市）
　農林水産の各事業が連携して地域の環境保全・保護活動の
推進、地域産業活性化に関する事業を行い、地域社会の発展に
寄与することを目的に活動している。主な事業は、平成6年より
行っている「南伊豆の海掃除」で、これはダイバーによる海中清掃
として全国で早期に実施された事業であり、全国各地での開催の
先駆けとなった事業である。シーカヤックによる通常の徒歩や
船で入れない場所の海岸清掃も実施している。
（平成27年度助成先）

11ＮＰＯ法人 浮島沼 自然・里つくりの会 （沼津市）
　浮島ケ原の持つ貴重な自然環境や生態系の保全および再生・
復元するとともに、地域の人々を始め広く市民に浮島ケ原の自然
と親しみ学ぶ場を提供している。自然と人間が共生できる豊かな
まちづくりの実現に寄与することを目的に活動している。主な
活動は、①サクラソウ畑の増設、②サワトラノオ畑の新設、③水芭
蕉畑の手入れ、④アクアプラザビオトープの手入れ、⑤第2土曜日
の「自然観察会」、⑥ホームページの充実、⑦小中学校への「出前
授業」など。
（平成22･27年度助成）
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平成27年度 助成先 助成先事業案内

13高草山研究会 （焼津市）
　焼津市北部にある高草山は標高501mという低山にも関わら
ず、氷河期からの高山植物と言われるキスミレを始め、コシノコバ
イモ等の特異かつ貴重な自然環境を有する山である。特にキスミ
レは低山では極めて珍しい群生地があり、以前は登山道脇でも
見られたが、荒廃が進み、近年では群生地が減少してきている。
これを惜しむ有志が集まり当会を発足した。30年来群生地の調査
や保護育成活動を続けているが、近年ではお茶やみかん畑の耕作
放棄地の竹伐採・投棄されたゴミ拾いなども行っている。近年、
キスミレの研究に関しては、北海道大学大学院・ふじのくに地球
環境ミュージアム・熊本大学との交流を交わしている。
（平成24・26・27年度助成先）

16東町桜保存会 （島田市）
　島田市東町の方々をはじめ近隣の人々が早春の水仙の花、河津
桜、ソメイヨシノ、里桜と順次若花が咲くのを愛でて朝夕の散歩を
楽しんでもらえるような「環境保全」の行き届いた癒しの場所に
することを目的に環境保全活動を行っている。
（平成17・18・21・26・27年度助成先）

18学校法人中野学園
　オイスカ高等学校 （浜松市）
　静岡県土木事業の浜名湖人口干潟の土壌改善と地域の環境
啓発を目的とした湖岸環境散策路造成・整備活動に平成11年
から取り組んでいる。生徒会・部活動の総合発展教材として、生徒
の発想と労力により、地域貢献意識を育成するとともに、郷土の
自然愛護意識啓発に寄与する活動を行っている。
（平成12・14・16・17・19・23・27年度助成先）

14特定非営利活動法人
　里山仕事・しょんた塾 （島田市）
　島田市金谷神谷城の通称しょんた（塩ノ田）をベースに、草刈り、
林床の整備を行う一方、諏訪原城の間伐、竹林の伐採を行って
景観の改善活動を継続している。また、石畳坂やカタクリの里
など、近隣の環境整備をボランティア活動として行う。事業とし
て、県や国の事業を島田市大代地区で荒れた民間所有の人工林
の間伐、竹林の皆伐を行う。主に実務本位の活動を展開している。
（平成21・23・27年度助成先）

15特定非営利活動団体
   育てよう里山 籠上 （静岡市）
　静岡市籠上地区の環境保全・美化に関する事業を行っている。
主な活動は、雑木林・竹林の伐採事業、花の植栽事業、竹粉砕
作業、下草刈りなど。最近の籠上地区の山は、竹林・雑木が増えて
景観も悪く、防災面からも手入れの必要性を感じ、24名の会員に
よるボランティア活動として平成27年4月に発足した。
（平成27年度助成先）

17特定非営利活動法人
   グリーンエネルギーしずおか （静岡市）
　環境に関心のある市民に対して、市民出資による省エネ、再生
可能エネルギー創出に関する事業を行い、持続可能な社会経済
づくりやエネルギーの地産地消による地域活性化に寄与する
ことを目的に活動している。ソーラークッカーづくり教室、静岡
県立大学や日本平動物園でイオンチアーズクラブとの協働開催、
富士市環境フェアへの出展、小学校での体験型エネルギー環境
教育などを行っている。
（平成23・25・27年度助成先）
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高草山研究会高草山研究会 特定非営利活動団体 育てよう里山 籠上特定非営利活動団体 育てよう里山 籠上

学校法人中野学園 オイスカ高等学校学校法人中野学園 オイスカ高等学校

特定非営利活動法人 里山仕事・しょんた塾特定非営利活動法人 里山仕事・しょんた塾
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助成先事業案内

19浜松市花いっぱいコミュニティ
   緑化連絡協議会 （浜松市）
　花いっぱいあふれる緑のまちづくりをスローガンに昭和60年
に発足し、それぞれ各自で花の種をまき、丹精こめて育てて植栽
し、花の苗は10万株以上になる。公共施設の協働センター・公園・
道路等に四季を通して花を植え、道行く人々の心を癒し、青少年の
健全育成にも協力する花のボランティア活動を展開している。
（平成5・10・12・13・22・26・27年度助成先）

22天竜花の会 （浜松市）
　草花をプランター栽培することにより、お互いの連携を深め
親睦を厚くし、その栽培技術を向上させると共に郷土花いっぱい
の街づくりに寄与することを目的に活動している。主な活動は、
花いっぱい運動の推進（会員のプランター栽培による街角花壇
づくり、花壇14ヵ所の管理）、種苗・球根・肥料等の共同購入なら
びに分譲斡旋、花卉栽培の指導・講習会の開催などを行っている。
地域の皆様に花と緑に関心を持っていただき互いに触れ合いの
場を提供している。
（平成14・16・18・20・26・27年度助成先）

24ＮＰＯ法人 サステナブルネット （浜松市）
　緑化活動や子育て支援活動を通して、地球温暖化や少子高齢化
によって引き起こされる問題を改善する事業を行い、共に住み
やすい心豊かな社会の形成に寄与することを目的に活動して
いる。主な活動は、市内の幼稚園や中学校への緑のカーテン
設置・普及・啓発に関する事業、ひとり親の支援に関する事業を
行っている。また、平成28年度からは、浜松市長上協働センター
で毎週土曜日に「こども食堂」を始めている。
（平成23・24・26・27年度助成先）

20ひょうたん池 自然を考えよう会 （磐田市）
　ひょうたん池（湧水量毎分1.5㎥）およびその周辺の自然を
守り、「自然を生かし自然と戯れ、いつでも心の安らぎを与えて
くれる市民の憩いの場」を作ることを目的として、池に繁茂する藻
取り、不要な草木の草刈りや枝下し、池周辺や水路の護岸補修と
沼上げ、子供の水遊び場の補修、蛍飼育舎の修繕管理、蛍の飼育
および蛍幼虫のエサになるカワニナ・タニシ・メダカ・小魚等の
繁殖環境づくりの活動を行っている。作業は年8回実施している。
ひょうたん池は小中学校の生徒達が自然環境や生物等を知る
学びの場として頻繁に活用され、その学習支援も行っている。
（平成13・14・16・17・19・20・23・24・26・27年度助成先）21旭ヶ丘区花の会 （掛川市）

　掛川市旭ヶ丘区「花の会」は自治会の美化活動として創設から
10年経過している。規模は、南、西、北公園（5,352㎡）に花壇を配置
し、区内、近隣地区の子供から高年者までが憩える街づくりを目指
している。会の合言葉は「ご都合のつく方にお願いします」「楽しく、
無理なく、継続して、きれいで住み良い街づくり」。主な活動は、21
人の会員と自治会区民の協力で、花壇の枯れ苗、公園と緑道の苅草
や落ち葉を堆肥ボックス（基金は老朽化ＢＯＸ再構築）で堆肥化し、
また、堆肥化作業の際は、手作りボカシ肥料、米糠、粉末緑茶（産廃
品）を投入し、良質な堆肥作りにチャレンジしている。本件は、市の
ゴミの減量化に貢献しながら有機肥料を有効活用し循環型花壇
作りを模索（取り組んで）している。この活動計画は、毎月第4土曜
日を定例作業日として、花苗育苗等は臨時作業にて対応している。
（平成26・27年度助成先）

23湖西フロンティア倶楽部 （湖西市）
　地域の活性化を目指して、青年団ＯＢが主体となって組織化
したもので、青少年リーダーの育成、地域文化の継承や地域内の
各種団体の連携による住みやすい地域づくりに取り組んでいる。
具体的には、森林の保護保全活動・おちばの里親水公園の整備・
大知波峠廃寺跡（文化財）の保護や保全活動・浜名湖や河川、森林
などを活用した自然観察会・親子が自然とふれあう活動・青少年
リーダーや環境教育リーダーの育成などを行っている。
（平成16・19・20・22・23・26・27年度助成先）

かけがえのない自然を、未来のこどもたちへ

平成27年度 助成先

22 23

24

湖西フロンティア倶楽部湖西フロンティア倶楽部 ＮＰＯ法人 サステナブルネットＮＰＯ法人 サステナブルネット

ひょうたん池 自然を考えよう会ひょうたん池 自然を考えよう会

天竜花の会天竜花の会

旭ヶ丘区花の会旭ヶ丘区花の会

20 21
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平成26年度 助成先 助成先事業案内

1静岡県立沼津西高等学校 （沼津市）
　千本浜海岸の清掃および松林の保全を目的に活動している。
本校は沼津市千本浜海岸のすぐ北に位置し、校内にも樹齢100年
以上の松が20本程ある。運動部の生徒は毎朝、校庭の松の下の
清掃を行っている。また、年2回、千本松原の清掃や千本浜海岸の
ゴミ拾いを実施している。富士山の景観も素晴らしい千本松原に
おいて、地域と協力して千本浜公園を護っている。
（平成26年度助成先）

2ＭａＭａｓ ＆ Ｔａｋｏｓ （伊豆市）
　急速に失われつつある海の自然を守るためには、多くの人が海
の自然に目を向け、大切に思う気持ちを持ってもらうことが重要。
興味はあっても場所や方法が分からないという声も聞く。伊豆の
海辺の良さを生かして、海の自然観察を始めるきっかけを提供し、
面白さ・素晴らしさを伝えていく活動を行っている。1998年から
毎年夏に西伊豆の海で、親子を対象とした「磯遊びの会」および
「スノーケリングレッスン」を開催。地元の子どもはもちろん、東京・
埼玉・千葉など遠方からの参加者も多く、毎回好評を博している。
（平成25・26年度助成先）3富士山自然誌研究会 （駿東郡長泉町）

　富士山の自然に関する科学的研究を行っている。各分野の専門
家や富士山に関心を持つ市民が会員となっている。主な活動は、
学術研究（調査・研究）、環境教育や啓蒙活動、調査会、研修会、
近隣地域の親子を対象とした自然観察会等を実施している。
各専門部会（植生・植物部会、鳥類部会、地質部会、ほ乳類部会、
蟻部会、蝶部会など）の活動成果、自然観察会の実施成果等を
記録として蓄積し活動に役立てている。
（平成25・26年度助成先）

5静岡県立 田方農業高等学校 （田方郡函南町）
　全国的に白浜青砂の松林が樹勢衰退している。静岡県でも世界
遺産「三保の松原」の保全が急務となっている。また、東日本大震
災では、防潮堤の役割を果たすべき松林がその機能を果たせな
かった。そこで、「樹勢回復」を研究テーマとして、学校や公園の
樹木で、炭と菌根菌の相互作用による樹勢回復を行っている。
（平成26年度助成先）

6静岡・海辺づくりの会 （静岡市）
　静岡海岸における自然環境の保全や快適な利用について、
地域住民や海辺の利用者、海岸・道路等の管理者（県・市）が一体
となり、協働・連携して、次世代に残る「美しい自然」と「人の集ま
る」海辺づくりを目的に活動している。具体的には、環境美化活動
（大浜海岸から高松海岸の清掃、合計で年4回）、環境整備活動
（高松の市有地で大きな花壇を運営）、自然再生活動、海水浴以外
のビーチスポーツや継承文化に係わるレクリエーション活動
（大浜公園・大浜海岸で開催するビーチフェスタ等）、海辺の安全
や津波など災害時における避難・啓発に係わる防災活動など、
幅広い活動を行っている。
（平成23・25・26年度助成先）

4特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 （三島市）
　市民・ＮＰＯ・行政・企業がパートナーシップを構築することにより、
「水の都・三島」の水辺自然環境の再生・創造活動を行っている。
三島市を流れる源兵衛川の水辺再生をはじめとして、一度は市内
から姿を消した水中花・ミシマバイカモ（三島梅花藻）の復活と
増殖、ホタルの里づくり、学校のビオトープ建設、市民参加の手作り
公園の整備、自然観察会や環境出前講座の開講など、三島市内を
中心に60ケ所以上で実践的な環境改善活動を展開している。
（平成20・21・26年度助成先）

かけがえのない自然を、未来のこどもたちへ

特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 静岡・海辺づくりの会静岡・海辺づくりの会

静岡県立沼津西高等学校静岡県立沼津西高等学校 ＭａＭａｓ ＆ ＴａｋｏｓＭａＭａｓ ＆ Ｔａｋｏｓ

1 2
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平成26年度 助成先 助成先事業案内

7清沢塾 （静岡市）
　自然農法による米の生産を通して、「いのちの大切さ」「共に
生きることの大切さ」を学ぶことを目的に活動し、地域の方々と
共に休耕地の棚田修復・再生利用を行っている。後継者不在の
茶畑を借りて、無農薬でのお茶栽培のほか、ウコン・マコモダケの
栽培も行っている。田んぼにはイモリや蛙が戻り、夏はゲンジ
ボタルやヘイケボタルが乱舞する全国的にも珍しい場所と
なっている。また、希少動植物が生息する地として自然環境保護
団体も訪れることもある。
（平成13・14・17・19・26年度助成先）

10東区の自然と文化を残そう会 （浜松市）
　地域住民との交流及び協働を通じ、次世代に郷土の自然、文化
の再生、継承、継続定着に向けた醸成づくりの活動を実施。具体的
には月2回（第２、第４日曜日）の定期活動実施、活動場所である
里池（十湖池）、里地（遊休農地）での環境整備、野菜栽培を実施。
また、年１回（8月9日）の収穫祭開催、実施内容は里地で栽培した
ジャガイモ・落花生の収穫体験。手作り体験会は水鉄砲、笹船、
鳥の巣箱づくりを実施し、水汲み体験会はつるべ、手押しポンプを
実施。収穫した農産物の調理・試食も実施。地元浜松東高校生徒
が収穫祭チラシ・ポスターづくりに力を発揮し、大きな協働の力と
なった。浜松東高校エリアの花壇に花の植え付けも積極的に
トライし、十湖池内がより華やかな雰囲気に包まれた。
（平成25・26年度助成先)

12「いいとこ広場」の会 （掛川市）
　荒れ果てた原野谷川の河川敷を整備し、行政に頼らず環境整備
を行い、住民と河川との触れ合いにより地域活性化の場としてい
くこと、魅力ある親水公園化を図ることを目的に発足した。具体的
には、河川敷の整備・自然環境を生かした公園づくり・芝生の有効
活用と花壇の充実を行っている。
（平成24・26年度助成先)

8ＮＰＯ法人 日本平香る丘 （静岡市）
　富士山と駿河湾を眺む景勝の地、日本平山頂は、県内外から多
くの観光客が訪れる静岡のシンボルである。以前より、日本平自
然環境の再生を願い、もともとある自然に気を配りながら、展望
台への入口付近にラベンダーなどのハーブを中心に、期待して訪
れる人をお迎えするお花畑を作り、自然環境再生と生態系を守る
ため、日本平を守る緑化活動を行っている。
　平成23年より、日本平山頂での静岡市公園整備事業が始まり、日本平
香る丘が市民に呼びかけて行政に協力し、次世代に贈る桜の苗木の
植栽活動を行っている。また、子育て支援として、ラベンダーの花摘み体験
や（公財）県文化財団への協力、地場産業である蜂蜜を紹介している。
（平成25・26年度助成先）

11ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会 （浜松市）
　地元の自然環境を「宝」として、これら自然環境の維持管理・
価値の創出を目的としているＮＰＯである。活動の特徴は、子ども
から高齢者それぞれの事情に応じて、クリーン作戦、草刈り等を
年間継続していることにある。そこでは、子どもたちが自然に
接し、生物や命の大切さを学び、仲間づくり等力強く生きていく
力を育んでいる。その他、地域の遊休農地を活用し、有用作物の
栽培加工で、景観保持・安心安全な町づくりに貢献している。
（平成25・26年度助成先）

かけがえのない自然を、未来のこどもたちへ

9特定非営利活動法人
   ラブ・ネイチャーズ （浜松市）
　静岡県西部地区の自然の素晴らしさ、怖さ、自然の大切さを
伝える事業を行い、地域の自然環境の保全に寄与することを目的
としている。具体的には、人工物に囲まれ、自然から遠ざかった
生活の現代社会にあって、自然観察会・ネイチャークラフト体験・
ネイチャーゲーム・食農体験など五感を使った自然体験プログラ
ムを提供し（出前講座）、楽しみながら自然とのふれあいを体験
することによって、自然を守り次世代へ伝える活動を行っている。
（平成22・23・25・26年度助成先）

「いいとこ広場」の会「いいとこ広場」の会 特定非営利活動法人 ラブ・ネイチャーズ特定非営利活動法人 ラブ・ネイチャーズ

清沢塾清沢塾

ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会

東区の自然と文化を残そう会東区の自然と文化を残そう会
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平成26年度 助成先 助成先事業案内

13御前崎市立 御前崎小学校 （御前崎市）
　5年生を中心としたアカウミガメの飼育観察活動を通して、児童
が命の素晴らしさや尊さを感じ取り、豊かな情操を養うと共に、
アカウミガメとの共生を中核に環境教育を推進することにより、
自然保護や環境保全に対する意識を高めることを目的として
いる。本校は、天然記念物に指定されたアカウミガメの飼育が
許されている唯一の学校であり、例年9～10月に孵化した小亀を
預かり、翌年7月までの約10ヶ月間、5年生を中心に飼育観察し、
成長した子亀を全校児童で放流している。
（平成13・14・16・17・19・20・22・23・25・26年度助成先）

16子どもの健康と環境を考える会 （磐田市）
　子どもたちの健やかな命を育む環境を作るため、日常生活の中
で母親にできる地球環境改善に楽しみながら取り組んでいる。
具体的には、有害紫外線予防対策に関する情報提供、福島原発
事故による放射能拡散から子どもたちを守る活動、生活空間から
化学物質を減らす暮らし方を提案するナチュラルライフ講座や、
環境問題に関する講演会を開催している。
（平成25・26年度助成先)

14ＮＰＯ法人 グリーントラストジャパン （浜松市）
　より良い自然環境が次世代へ引き継がれることを願って、自然
環境保全活動を実施している。特に中山間地の森林環境は、高度
経済成長以降、都市部への人口流出により、保全活動の途切れ・
森林荒廃が進んできた。その問題・課題を一般市民へ伝え、考える
機会を提供している。主な活動は、①植樹、下草刈り、間伐などの
毎月の森林保全活動、②杉・ヒノキなどの間伐材やツル植物を
利用した装飾物づくりなどの森林資源利用活動、③一般市民向け
の環境学習や普及啓発活動を実施している。
（平成20・22・25・26年度助成先）

かけがえのない自然を、未来のこどもたちへ

15静岡県立 磐田農業高等学校 （磐田市）
　環境科学科の生徒として、地域の自然環境に関心を持ち、現地
の自然環境の現況調査・環境保全活動を行うことを目的としてい
る。具体的には、「ひょうたん池」と「今之浦川」の環境保全活動を
行っている。ひょうたん池は本校より東へ1.5kmに位置する池の
周囲約130mの池。ここで、池・周辺水路の水質調査、水生生物・
水生植物・トンボ・昆虫・鳥類等の調査、池周辺水路等の環境整備
などを行っている。今之浦川は本校より東へ0.3kmに位置する
磐田市内を貫流する2級河川。ここで、ひょうたん池と同様の活動
を行っている。
（平成17・18・25・26年度助成先）

静岡県立 磐田農業高等学校静岡県立 磐田農業高等学校 子どもの健康と環境を考える会子どもの健康と環境を考える会

御前崎市立 御前崎小学校御前崎市立 御前崎小学校 ＮＰＯ法人 グリーントラストジャパンＮＰＯ法人 グリーントラストジャパン

13 14

1615

We Love HometownⅪ
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平成27年度
・ふるさとを楽しくする会 富士川
・環境整備「森と竹で健康クラブ」
・美浜クラブ
・大場川クリーンズ（ＤＲＣ）
・エコネット沼津
・特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会
・ＮＰＯ法人 森のボランティア
・ＮＰＯ法人 伊豆未来塾
・特定非営利活動法人 伊豆開花クラブ
・特定非営利活動法人 地域活性スクランブルフォーラム
・ＮＰＯ法人 浮島沼 自然・里つくりの会
・栃山川公園化推進協議会
・高草山研究会
・特定非営利活動法人 里山仕事・しょんた塾
・特定非営利活動団体 育てよう里山 籠上
・東町桜保存会
・特定非営利活動法人 グリーンエネルギーしずおか
・学校法人中野学園 オイスカ高等学校
・浜松市花いっぱいコミュニティ 緑化連絡協議会
・ひょうたん池 自然を考えよう会
・旭ヶ丘区花の会
・天竜花の会
・湖西フロンティア倶楽部
・ＮＰＯ法人 サステナブルネット

平成26年度
・ふるさとを楽しくする会 富士川
・環境整備「森と竹で健康クラブ」
・特定非営利活動法人 森のボランティア
・静岡県立 沼津西高等学校
・特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会
・ＭａＭａｓ ＆ Ｔａｋｏｓ
・富士山自然誌研究会
・特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島
・静岡県立 田方農業高等学校
・高草山研究会
・静岡・海辺づくりの会
・清沢塾
・東町桜保存会
・ＮＰＯ法人 日本平香る丘
・特定非営利活動法人 ラブ・ネイチャーズ
・東区の自然と文化を残そう会
・ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会
・天竜花の会
・「いいとこ広場」の会
・御前崎市立 御前崎小学校
・浜松市花いっぱいコミュニティ 緑化連絡協議会
・ＮＰＯ法人 グリーントラストジャパン
・静岡県立 磐田農業高等学校
・ひょうたん池自然を考えよう会
・子どもの健康と環境を考える会

・旭ヶ丘区花の会
・湖西フロンティア倶楽部
・ＮＰＯ法人 サステナブルネット

平成25年度
・小山町ホタルの里づくり推進協議会
・日本野鳥の会 沼津支部
・ＮＰＯ法人 富士川っ子の会
・ゆめづくり市民の会
・エコネット沼津
・ＭａＭａｓ＆Ｔａｋｏｓ
・静岡県立 田方農業高等学校
・富士山自然誌研究会
・大場川クリーンズ（ＤＲＣ）
・静岡・海辺づくりの会
・栃山川公園化推進協議会
・楽遊会
・静岡県立 金谷高等学校
・御前崎市立 御前崎小学校
・ＮＰＯ森林インストラクターしずおか
・海辺工房ひとで
・ＮＰＯ法人 日本平香る丘
・御前崎蛍飼育指導員会
・特定非営利活動法人 三保の松原・羽衣村
・ＮＰＯ法人 グリーンエネルギーしずおか
・東区の自然と文化を残そう会
・ＮＰＯ法人 水辺の里まちづくりの会
・阿多古川環境保全協議会
・特定非営利活動法人 ラブ・ネイチャーズ
・静岡県立 磐田農業高等学校
・ＮＰＯ法人 グリーントラストジャパン
・ホリデーの森
・椎ノ木谷保全の会
・特定非営利活動法人 日本エルダー協会
・子どもの健康と環境を考える会

平成24年度
・西沢田子供会
・塩満自治会 しおみちエコ運動推進会
・ＮＰＯ法人 郷組
・特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会
・エコネット沼津
・日本野鳥の会 沼津支部
・上地区活性化協議会
・ＮＰＯ法人 富士川っ子の会
・楽遊会
・栃山川公園化推進協議会
・特定非営利活動法人 里山仕事・しょんた塾
・ＮＰＯ森林インストラクターしずおか
・特定非営利活動法人 三保の松原・羽衣村
・高草山研究会
・海辺工房ひとで

・ホリデーの森
・いいとこ広場
・特定非営利活動法人 エコライフはままつ
・ＮＰＯ法人 浜松緑のカーテン応援団
・阿多古川環境保全協議会
・ひょうたん池 自然を考えよう会

平成23年度
・ふるさとを楽しくする会富士川
・環境整備「森と竹で健康クラブ」
・静岡県立三島南高等学校サイエンス部
・狩野川倶楽部
・沼津ホタル保護研究会 
・特定非営利活動法人高原倶楽部
・静岡県立田方農業高等学校
・まきのはら水辺の楽校
・御前崎蛍飼育指導員会
・大井川「白羽山はばたきの森」に集う会
・谷津山再生協議会
・ＮＰＯ法人グリーンエネルギーしずおか
・御前崎市立御前崎小学校
・静岡・海辺づくりの会
・地球温暖化防止のための生ごみ資源化地域協議会
・ひょうたん池自然を考えよう会
・特定非営利活動法人ラブ・ネイチャーズ
・環境菊川野鳥の会
・ＮＰＯ法人浜松緑のカーテン応援
・舞阪の自然を守る会
・ＮＰＯ法人マリンプロジェクト
・宇志瓦塔遺跡保存会
・エコピュア佐久間
・湖西フロンティア倶楽部
・椎ノ木谷保全の会

平成22年度
・静岡県立吉原工業高等学校
・環境整備「森と竹で健康クラブ」
・裾野市東地区区長会
・ＮＰＯ法人 伊東里山クラブ
・特定非営利活動法人 森のボランティア 
・ＮＰＯ法人 富士市のごみを考える会
・静岡県立三島南高等学校サイエンス部
・ゆめづくり市民の会
・西伊豆の自然と親しむ会
・ビューティフルビーチＦＯＲアクショングループ
・風の子の家
・静岡県立静岡農業高等学校
・エコハウスしずおか
・御前崎市立御前崎小学校
・庄竹の会
・ＳＴＣＣＡ・地球温暖化防止を考える会

これまでの助成先

助成先事業案内
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・どろんこ子育て応援団
　（旧称：リカレント教育研究会）
・グリーントラストジャパン
・学校法人中野学園オイスカ高等学校
・特定非営利活動法人ラブ・ネイチャーズ
・宇志瓦塔遺跡保存会
・浜松水辺を愛する会
・橘逸勢史跡保存会
・静岡県立浜北西高等学校
・船明環境問題研究会
・湖西フロンティア倶楽部
・浜松市花いっぱいコミュニティ緑化連絡協議会
・魁鼓500 花と緑の会

平成21年度
・ふるさとを楽しくする会富士川
・狩野川倶楽部
・三島フォレストクラブ
・ＮＰＯ法人浮島沼自然･里つくりの会
・ゆめづくり市民の会
・特定非営利活動法人森のボランティア
・加藤学園高等学校化学部
・ＮＰＯ法人 伊東里山クラブ
・西伊豆の自然と親しむ会
・特定非営利活動法人グラウンドワーク三島
・松崎町ゲンジボタルジュニア保護ボランティア
・富士常葉大学ビオトープ研究会
・大和田川に魚を呼び戻す有志の会
・大井川「白羽山はばたきの森」に集う会
・特定非営利活動法人　里山仕事・しょんた塾
・御前崎蛍飼育指導員会
・谷津山再生協議会
・エコハウスしずおか
・東町桜保存会
・カワバタモロコを保護する会事務局長 金川 直幸
・特定非営利活動法人しずおか環境教育研究会
・リカレント教育研究会
・小島町文化財を守る会
・椎ノ木谷保全の会
・浜松水辺を愛する会
・小笠山グリーンクラブ
・浜松市立佐鳴台小学校・佐鳴台中学校
・佐久間町山野草保存会
・エコピュア佐久間
・舞阪の自然を守る会
・南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク

平成20年度
・ふるさとを楽しくする会富士川
・三島フォレストクラブ
・静岡県立富士東高等学校ワンダーフォーゲル部
・環境整備「森と竹で健康クラブ」

・河津町立川津中学校
・ＮＰＯ法人 グラウンドワーク三島
・谷津山再生協議会
・静波海岸ボランティアの会
・やきつべの里フォーラム
・御前崎市立御前崎小学校
・御前崎蛍飼育指導員会
・志太エコクリエイト
・宇志瓦塔遺跡保存会
・ひょうたん池自然を考えよう会
・千頭峯城史蹟保存会
・湖西フロンティア倶楽部
・ＮＰＯ法人ＷＡＫＵＷＡＫＵ西郷
・南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク
・小笠山グリーンクラブ
・天竜花の会
・グリーントラストジャパン
・社会福祉法人 昂会 細江あすなろ作業所
・椎ノ木谷保全の会

平成19年度
・富士山ナショナル・トラスト
・狩野川倶楽部
・伊東里山クラブ
・森のボランティア
・特定非営利活動法人戸田どっとこむ
・静波海岸ボランティアの会
・清沢塾
・御前崎市立御前崎小学校
・海辺工房ひとで
・楽遊会
・カワバタモロコを保護する会
・川根町巨樹の会
・大和田川に魚を呼び戻す有志の会
・浜松水辺を愛する会
・宇志瓦塔遺跡保存会
・ひょうたん池自然を考えよう会
・佐久間町山野草保存会
・学校法人中野学園オイスカ高等学校
・里山クラブ（エコロジーライフ研究会協賛団体）
・浜松市立北浜東部中学校
・湖西フロンティア倶楽部
・静岡県渡り鳥研究会

平成18年度
・心身障害者小規模授産所三島さくら作業所
・森のボランティア
・富士宮市立富士根北中学校
・谷津山再生協議会
・東町桜保存会
・ふるさとを楽しくする会富士川
・草薙の里　遊森民

・興津川保全市民会議
・御前崎蛍飼育指導員会
・志太エコクリエイト
・静岡県立静岡農業高等学校
・やきつべの里フォーラム
・大和田川に魚を呼び戻す有志の会
・海辺工房ひとで
・クリーン・エナジー・アンド・エンバイロメント・シマダ
・天竜花の会
・静岡県立磐田農業高等学校
・浜松水辺を愛する会
・南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク
・里山クラブ
・社団法人天竜青年会議所
・佐久間町山野草保存会
・エコピュア佐久間
・浜松市立川名小学校
・『Nature Clean』
・佐鳴湖の環境を考える会

平成17年度
・ＮＰＯ法人富士市のごみを考える会
・まち研
・富士山ナショナル・トラスト
・松崎町ゲンジボタルジュニア保護ボランティア
・ＮＰＯ法人いきいきライフ創出・葵
・ＮＰＯ法人浮島沼自然・里つくりの会
・県立静岡農業高等学校
・静波海岸ボランティアの会
・ふるさとを楽しくする会富士川
・御前崎市立御前崎小学校
・谷津山再生協議会
・東町桜保存会
・御前崎蛍飼育指導員会
・県立静岡南高等学校
・清沢塾
・草薙の里遊森民
・ＮＰＯ法人志太生ゴミ堆肥研究会
・県立磐田農業高等学校
・千頭峯城 史蹟保存会
・宇志瓦塔保存会
・環境菊川野鳥の会
・南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク
・学校法人中野学園オイスカ高等学校
・ひょうたん池自然を考えよう会
・湖西市立白須賀小学校

平成16年度
・県立韮山高等学校
・富士宮市立富士根北中学校
・森のボランティア
・静岡県立土肥高等学校

これまでの助成先

助成先事業案内
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・加藤学園高等学校化学部
・特定非営利活動法人いきいきライフ 創出・葵
・静波海岸ボランティアの会
・やきつべの里 フォーラム
・清水にホタルの里をつくる会
・樵の会
・ケアガーデンボランティアの会
・御前崎市立御前崎小学校
・葉梨里山づくりの会（しゅんろく会）
・大井川「白羽山はばたきの森」に集う会
・天竜花の会
・宇志瓦塔保存会
・エコピュア佐久間
・浜松市立与進中学校
・「花咲くゆうとう」ネットワーク
・ひょうたん池自然を考えよう会
・浜松市立富塚西小学校
・湖西フロンティア倶楽部
・静岡県渡り鳥研究会
・学校法人中野学園オイスカ高等学校

平成15年度
・富士宮市立井之頭中学校
・県立伊東城ヶ崎高等学校
・富士山ナショナル・トラスト
・戸田村粉せっけんの会 ラ・メール
・富士宮市立富士根北中学校
・森のボランティア
・サークル・エコ
・松崎中学校 ゲンジボタル保護ボランティア
・特定非営利活動法人 夢生の会
・大井川「白羽山はばたきの森」に集う会
・草薙の里 遊森民
・やきつべの里フォーラム
・ケアガーデン ボランティアの会
・御前崎蛍飼育指導員会
・藤枝エーデルワイスクラブ
・清水にホタルの里をつくる会
・いなばを守る女性ネットワーク
・浜松水辺を愛する会
・千頭峯城 史蹟保存会
・サンクチュアリジャパン
・さくま 花の会
・県立磐田南高等学校 生物部
・県立浜松城北工業高等学校 ＰＴＡ環境教育クラブ
・エコロジーライフ研究会

・平成14年度
・原田湧水クラブ
・県立沼津工業高等学校
・特定非営利法人 いきいきライフ創出・葵
・戸田村粉せっけんの会 ラ・メール

・加藤学園高等学校 化学部
・社団法人 富士青年会議所
・富士常葉大学 ビオトープ研究会
・御前崎蛍飼育指導員会
・御前崎ウミガメ保護監視員会
・特定非営利活動法人 夢生の会
・静波海岸ボランティアの会
・御前崎町立御前崎小学校
・健やかな命のための生活講座
・「ストップ・ザ・温暖化」静岡県民ネットワーク
・清沢塾
・静岡市立長田南小学校
・南アルプス高山植物保護ボランティアネットワーク
・千頭峯城跡 史跡保存会
・「花咲くゆうとう」ネットワーク
・湖西市立白須賀小学校
・県立三ヶ日高等学校
・サンクチュアリジャパン
・浜松水辺を愛する会
・ひょうたん池自然を考えよう会
・エコピュア佐久間
・県立農業経営高等学校 科学部
・天竜花の会
・学校法人中野学園 オイスカ高等学校

平成13年度
・こども環境くらぶ
・柿田川湧水保全の会
・県立小山高等学校
・富士常葉大学 ビオトープ研究会
・富士山トンボ池の会
・長泉ほたるの会
・県立静岡農業高等学校
・清沢塾
・静岡市立長田南小学校
・健やかな命のための生活講座
・藤枝市環境保全協議会
・御前崎ウミガメ保護監視員会
・瀬戸川フォーラム
・草薙の里 遊森民
・クリーンエナジー＆エンバイロメント島田
・焼津市立小川中学校 科学部
・野鳥愛護協会 大井川支部 野鳥保護調査会
・静波海岸ボランティアの会
・御前崎町立御前崎小学校
・浜松市花いっぱいコミュニティ緑化連絡協議会
・ホタルの里岩田を作る会
・舞阪の自然を守る会
・めざせ！ エコ博士
 （三ヶ日町立西小学校5年生）
・ひょうたん池自然を考えよう会

平成12年度
・遠藤環境科学研究所
・沼津市立長井崎中学校
・愛鷹アースレンジャー
・富士山ナショナル・トラスト
・県立沼津工業高等学校
・富士山トンボ池の会
・森づくり愛好会
・御前崎蛍飼育指導員会
・「ストップ・ザ・温暖化」静岡県民ネットワーク
・ＮＰＯ法人 しずおか環境教育研究会
・焼津市立小川中学校 科学部
・野鳥愛護協会 大井川支部 野鳥愛護調査会
・エコピュア佐久間
・学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー高等学校
・学校法人中野学園 オイスカ高等学校
・湖西市立白須賀小学校
・県立天竜林業高等学校
・里山自然教室の会
・静岡県渡り鳥研究会（県立磐田南高等学校）
・浜松市花いっぱいコミュニティ緑化連絡協議会

平成11年度
・ＮＰＯ法人 ふじ環境倶楽部
・韮山町リサイクルせっけんの会「パリッシュ」
・長泉町ほたるの会
・富士山ナショナル・トラスト
・県立三島北高等学校
・県立富士宮西高等学校 ワンダーフォーゲル部
・沼津市立長井崎中学校
・県立藤枝西高等学校
・藤枝市立青島中学校　生徒会
・御前崎蛍飼育指導員会
・県立静岡高等学校　生物部
・「ストップ・ザ・温暖化」静岡県民ネットワーク
・静岡市立長田南小学校
・健やかな命のための生活講座
・大代川渓流会
・佐鳴湖の環境を考える会
・県立天竜林業高等学校
・学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー高等学校
・静岡県渡り鳥研究会（県立磐田南高等学校）
・サンクチュアリジャパン
・県立三ヶ日高等学校
・県立浜松湖南高等学校

平成10年度
・加藤学園高等学校 化学部
・富士山自然の森づくりの会
・韮山町リサイクルせっけんの会「パリッシュ」
・長泉ほたるの会
・沼津ホタル保護研究会

これまでの助成先

助成先事業案内
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・県立沼津工業高等学校
・県立富士宮西高等学校ワンダーフォーゲル部
・三島ゆうすい会
・高部まちづくりの会
・大津ビジョン推進協議会
・野鳥愛護協会 大井川支部　野鳥保護調査会
・県立静岡高等学校　生物部
・めだかの会
・大井川町立大井川中学校
・しずおか環境教育研究会“エコエデュ”
・志太榛原郷づくり倶楽部
・静岡大学人文学部　環境政策研究室
・カメハメハ王国
・県立浜松湖南高等学校
・県立三ヶ日高等学校
・浜松市花いっぱいコミュニティ緑化連絡協議会
・桶ヶ谷沼を考える会

平成９年度
・富士山ナショナル・トラスト
・富士山と自然に親しむ会
・県立沼津工業高等学校
・沼津市立長井崎中学校
・大津ビジョン推進協議会
・カメハメハ王国
・はいばら未来会
・クリーンエナジー＆エンバイロメント島田
・「ストップ・ザ・温暖化」静岡県民ネットワーク
・焼津市立小川中学校 科学部
・ずしゃ立
・カモシカの会 静岡
・大井川町立大井川中学校
・野鳥愛護協会大井川支部 野鳥保護調査会
・志太榛原郷づくり倶楽部
・下江留自治会 蛍の里づくりの会
・森づくり愛好会
・県立浜松北高等学校 地学部
・桶ケ谷沼を考える会
・県立気賀高等学校 自然科学部
・菊川野鳥の会
・佐久間花の会
・サンクチュアリジュニアレンジャー

平成８年度
・沼津市立長井崎中学校
・富士山ナショナル・トラスト
・富士山と自然に親しむ会
・加藤学園高等学校 化学部
・静岡県地盤工学研究会
・焼津市立小川中学校 科学部
・カモシカの会 静岡
・興津川保全市民会議

・大代川渓流会
・県立静岡農業高等学校 環境科学科
・サンクチュアリジュニアレンジャー
・県立春野高等学校
・県立小笠高等学校
・ビオトープ研究室
・佐久間花の会

平成７年度
・学校法人聖心女子学院 不二聖心女子学院
・三島ゆうすい会
・静岡県地盤工学研究会
・北沢湿地生物調査委員会
・（社）富士青年会議所
・柿田川湧水保全の会
・御前崎町 アカウミガメ保護監視委員会
・大代川渓流会
・県立池新田高等学校 自然科学部
・日本高山植物保護協会静岡県支部
・県立磐田南高等学校 自然観察部
・ホタルの里岩田をつくる会
・県立春野高等学校
・県立三ヶ日高等学校
・県立浜松城北工業高等学校 環境クラブ

平成６年度
・柿田川湧水保全の会
・加藤学園高等学校 化学部
・遠藤 稔
・留田町街づくり委員会
・グローバル文化交流協会
・静岡ＹＷＣＡ
・奥藁科エコミュージアム研究会
・静岡市立美和中学校ＰＴＡ
・エコピュア佐久間
・（財）日本野鳥の会 遠江支部
・引佐　緑と水といのちの会
・県立三ヶ日高等学校
・山形美恵子

平成５年度
・遠藤 稔
・三島ゆうすい会
・高橋節蔵
・加藤学園高等学校　化学部
・静岡県生活学校連絡協議会
・カワバタモロコを保護する会
・浜松市花いっぱいコミュニティ緑化連絡協議会
・舞阪の自然を守る会
・浜松しぜんの子

これまでの助成先

助成先事業案内
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寄付金募集要網
対 象

お 取 扱 い 店

金 額

ご 参 考

対象基金の主旨にご賛同いただける法人・団体・個人

静岡銀行の本支店

1,000円以上、1円単位とさせていただきます

法人として本基金にご寄付いただく場合には、一般寄付金として損金算入限度額の範囲内で、

損金算入が認められています

助成先募集要網
助 成 対 象

募 集 期 間

申 請 方 法

選 考 方 法

助 成 時 期

静岡県内の地方公共団体、または営利事業を行っていない法人・団体もしくは個人

毎年11月1日から12月30日（郵送の場合は当日消印有効）

所定の「助成金給付申込書」によりお申し込みください

※申請書類は、静岡銀行本支店にお申しつけください

助成先および助成金額につきましては、学識経験者等で構成する運営委員会での審議を経て

決定させていただきます

毎年3月

お申し込み・お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行 リテール受託業務部 公益信託課
〒100－8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号　フリーダイヤル 0120（622372）　　

静岡銀行　経営管理部総務グループ
〒424－8677 静岡市清水区草薙北2番1号　TEL（054）345－9260　

かけがえのない自然を、未来のこどもたちへ

We Love HometownⅪ


