
2015年度
■助成団体と活動内容（105団体）

※1～80は自治体、81～105は一般団体　五十音順
№ 団体名（市町村名） 活動名

1 足寄町役場 町有林伏古丹・上斗伏団地団地造林事業
2 足寄町役場 町有林螺湾(ロ)団地造林事業
3 足寄町役場・足寄町緑のまちづくり協議会 町民ボランティアの森づくり
4 厚岸町役場 平成27年度町有林片無去地区造林事業
5 厚岸町役場 平成27年度町有林糸魚沢・若松地区造林事業
6 厚岸町役場・厚岸町民の森造成実行委員会 平成27年度厚岸町民の森植樹祭
7 厚真町役場 木を植えて環境を考える植樹会
8 厚真町役場 町有林造成事業
9 石狩市役所 あつたふるさとの森づくり

10 歌志内市役所 サイクリングロード人生記念植樹補植事業
11 浦幌町役場 浦幌町有林造林事業
12 浦幌町役場 植樹体験会　「梦の森」大地の輝きプロジェクト《第2弾》
13 枝幸町役場 平成27年度町有林造林工事
14 枝幸町役場・枝幸町緑化推進委員会 枝幸町民植樹祭
15 恵庭市役所 2015えにわ市民植樹祭
16 恵庭市役所・恵庭市緑化推進委員会 えにわ湖自由広場樹木整備事業
17 江別市役所 第40回市民植樹(及び過去市民植樹会場の補植)
18 遠別町役場 町有林造林事業
19 遠別町役場 遠別町植樹祭(富士見さくらロード造成事業)
20 雄武町役場 町有林造林事業
21 雄武町役場 北の魚つきの森環境整備事業
22 雄武町役場 町有保安林更新事業
23 置戸町役場 開町100周年記念植樹祭
24 音更町役場 音更町公園・緑地樹木更新事業
25 乙部町役場 町制施行50周年記念植樹祭
26 上富良野町役場 日の出公園桜植樹事業
27 北広島市役所 きたひろサンパーク植樹工事
28 京極町役場 脇方地区町有林植林工事
29 清里町役場 清里町花と緑と交流のまちづくり「みどりの植栽(江南さくらの山)整備事業」
30 釧路市役所(音別町行政センター) 平成27年度釧路市植樹祭(音別地区)
31 釧路市役所 平成27年度釧路市民植樹祭(釧路地区)・釧路市と「緑いっぱい市民運動」世話人会との協働
32 黒松内町役場 平成27年度黒松内町水辺の森植樹祭
33 佐呂間町役場 佐呂間町植樹祭
34 鹿追町役場 農芸公園・然別川公園桜植樹事業
35 鹿追町役場、鹿追町農地・水・環境保全管理協定町道鹿追西上幌内線並木造成計画
36 鹿部町役場・鹿部町緑化推進委員会 鹿部町緑化推進事業
37 標茶町役場・豊かな緑と魚のリバーサイド植樹活豊かな緑と魚のリバーサイド植樹活動実行委員会
38 士別市役所・サフォークランド士別プロジェクト事羊と雲の丘フラワーガーデン整備
39 占冠村役場 占冠湯の沢　サクラの森づくり事業　村民植樹祭
40 白糠町役場 平成27年度被害地造林事業
41 白糠町役場 平成27年度樹下植栽事業
42 新ひだか町役場・新ひだか町緑化推進委員会 「森は海の恋人運動」植樹祭
43 寿都町役場 寿都町町有林造林事業
44 壮瞥町役場 壮瞥町有林整備事業(東湖畔)
45 壮瞥町役場 壮瞥町有林整備事業(南久保内)
46 大樹町役場・大樹町教育委員会 北海道中国こどもキャンプでの友好の記念植樹
47 滝上町役場 平成27年度「童話村」第31回植樹祭
48 秩父別町役場 町木植樹推進事業
49 月形町役場 平成27年度月形町サクラの木植樹会
50 津別町役場 町有林造林事業
51 弟子屈町役場 平成27年度弟子屈町植樹祭
52 弟子屈町役場 平成27年度町有林造林事業
53 当別町役場・当別町緑化推進委員会 「北海道医療大学の森」補植事業
54 中標津町役場 中標津町植樹祭
55 中標津町役場 平成27年度環境林整備事業
56 中標津町役場 平成26年度町有林造林事業
57 長沼町役場 第30回町民植樹祭
58 名寄市役所 平成27年度市有林造林事業(人工造林)
59 西興部村役場 平成27年度村有林新植事業
60 根室市役所 根室市市民の森整備事業【第21回根室市植樹祭】
61 美瑛町役場 ｢美瑛町日本で最も美しい村づくり」町民参画事業・施設周辺の植樹による緑化推進事業
62 東神楽町役場 東神楽町美しい森づくり植栽事業
63 東川町役場 さくら公園植樹事業
64 美深町役場・美深町緑化推進員会 美深町植樹祭
65 別海町役場 平成27年度別海町植樹祭(おさかな増やす植樹運動・魚はぐくむ森づくり植樹)
66 別海町役場 別海町森林環境保全整備(再造林)事業
67 別海町役場 別海町森林環境保全整備(気象災)事業
68 北斗市役所 第10回北斗市市民植樹祭
69 北斗市役所 育成単層林整備事業(人工造林)
70 幕別町役場 町有林造林事業
71 松前町役場 松前の森づくり植樹活動
72 南富良野町役場 南富良野町有林整備事業
73 南富良野町役場 南富良野町植樹祭事業
74 芽室町役場 町有林造林事業
75 芽室町役場 街路樹植栽事業
76 夕張市役所 新たな生業創出を目指す多目的樹種植栽プロジェクト
77 由仁町役場 由仁町を日本一桜のまちに推進事業
78 陸別町役場 平成27年度町民植樹祭
79 陸別町役場 町有林被害地造林事業
80 和寒町役場 平成27年度造林事業

81 NPO法人アジアの留学生等を応援する会（札幌市アジアの留学生等を応援する活動
82 学校法人池上学園池上学院高等学校（札幌市） 単位制・通信制高等学校
83 公益財団法人石狩市体育協会 第15回石狩市民スポーツまつり
84 石狩ブランド発信事業運営総括委員会 石狩ブランド発信事業「ニトリ石狩花火大会」
85 丘のまちびえいヘルシーマラソン実行委員会 丘のまちびえいヘルシーマラソン2015
86 興部町・おこっぺ夏まつり実行員会 第３３回おこっぺ夏まつり
87 おこっぺ花とみどりの会 樹齢100を超える老桜樹の保護と観光資源演出プロジェクト
88 釧路町協働まちづくり活動団体どんぐりの森友の自然公園づくり
89 NPO法人子どもシェルターレラピリカ（札幌市） 子どもシェルター運営活動
90 公益財団法人札幌交響楽団 札幌交響楽団演奏活動
91 札幌市円山動物園ボランティア会 札幌ECO動物園2015
92 SAPPOROショートフェスト実行委員会 第10回札幌国際短編映画祭
93 里見緑地を守る会・どんぐり（北広島市） 里見緑地ニトリザクラ植樹事業
94 新琴似天舞龍神（札幌市） YOSAKOIソーランチーム新琴似天舞龍神
95 秩父別桜会 秩父別桜会平成27年桜植樹事業
96 一般社団法人日本車椅子ソフトボール協会（札幌車椅子ソフトボールの普及活動
97 公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェステパシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2015
98 一般社団法人ピーキャフ・PCAF（札幌市） ピーキャフシャインキャンペーン
99 北海道写真協会（小樽市） 第62回写真道展および第33回学生写真道展の充実と巡回展の強化

100 “北海道”千年の森プロジェクト（小樽市） おたる奥沢水源地・いのちの森づくり植樹祭Vol.3
101 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会（札幌市第17回青少年サハリン・北海道「体験・友情」の船
102 NPO幕別風土学研究会 金刀比羅神社公園と町道幕札線桜ロード事業
103 南十勝長期宿泊体験交流協議会（大樹町） 北海道中国こどもキャンプ
104 もみじの里づくりの会（夕張市） 第15回市民植樹会（最終回）ニトリ北海道応援基金
105 夕張桜守 「しあわせのさくら」夕張プロジェクト


