
（別添）　里地里山の活動団体及び活動フィールド

里地里山活動団体件数（当該県に活動フィールドを持つ団体数）

北海道 37 団体
青森 13 団体
岩手 22 団体
宮城 24 団体
秋田 18 団体
山形 17 団体
福島 13 団体
茨城 23 団体
栃木 14 団体
群馬 23 団体
埼玉 48 団体
千葉 36 団体
東京 79 団体

神奈川 79 団体
新潟 21 団体
富山 4 団体
石川 7 団体
福井 10 団体
山梨 10 団体
長野 34 団体
岐阜 25 団体
静岡 32 団体
愛知 53 団体
三重 29 団体
滋賀 24 団体
京都 19 団体
大阪 26 団体
兵庫 35 団体
奈良 9 団体

和歌山 6 団体
鳥取 5 団体
島根 10 団体
岡山 13 団体
広島 15 団体
山口 14 団体
徳島 2 団体
香川 14 団体
愛媛 3 団体
高知 6 団体
福岡 22 団体
佐賀 11 団体
長崎 9 団体
熊本 23 団体
大分 12 団体
宮崎 10 団体

鹿児島 9 団体
沖縄 2 団体

その他 2 団体

合計 972 団体



フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地）
北海道 エコ スクール北海道 道央圏の余市岳付近から支笏湖を囲む白老岳付近までのエリア 北海道 恵庭市
北海道 エコ・ネットワーク 全域 北海道 札幌市
北海道 エゾリスの会 帯広の森 帯広市 北海道 帯広市
北海道 スコップ倶楽部 平岡公園 札幌市清田区平岡 北海道 札幌市
北海道 トラストサルン釧路 トラストサルン釧路自然保護地（計10ヶ所） 釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村 北海道 釧路市
北海道 ドングリ銀行 ドングリ（体験）の森 旭川市、和寒町 北海道 旭川市
北海道 ナベを楽しむ森林研究所 御影の森林 瀬棚郡今金町 北海道 瀬棚郡今金町
北海道 なよろ野の花の会 砺波ヶ丘 名寄市 北海道 名寄市
北海道 もんべつかいはつくらぶ コムケ湖・シブノツナイ湖・ヤソシ沼 紋別市小向、沼の上 北海道 紋別市
北海道 ユウパリコザクラの会 夕張岳 夕張市 北海道 夕張市

北海道
旭川市環境アドバイザー、アーシア
ンクラブ・旭川

嵐山・旭川・男山・キトウシ森林公園 旭川市　 北海道 旭川市

北海道 雨竜沼湿原を愛する会 国定公園内雨竜沼湿原及び周辺の里山 雨竜郡雨竜町 北海道 雨竜郡第9区
北海道 釧路シャケの会 釧路川 釧路市 北海道 釧路市
北海道 恵庭ホタルの会 恵庭市内、茂漁川 恵庭市幸町 北海道 恵庭市
北海道 財団法人小清水自然と語る会 斜里郡小清水町 北海道 斜里郡小清水町
北海道 札幌森友会 札幌定山渓一円 札幌市南区定山渓 北海道 札幌市
北海道 山歩集団青い山脈 綱配川河畔林自然観察コース 松前郡福島町 北海道 松前郡福島町
北海道 自然ウオッチングセンター 札幌市一円 札幌市 北海道 札幌市
北海道 十勝・千年の森 十勝・千年の森 上川郡清水町 北海道 上川郡清水町
北海道 十勝自然保護協会 ヌップク川流域 帯広市大正町 北海道 帯広市
北海道 瀬棚フォルケホイスコーレ 瀬棚フォルケホイスコーレ（フォルケ） 瀬棚郡瀬棚町 北海道 瀬棚郡瀬棚町
北海道 西岡の自然を語る会 西岡公園とその周辺 札幌市豊平区　 北海道 札幌市
北海道 大雪と石狩の自然を守る会 突哨山 旭川市東鷹栖 北海道 旭川市
北海道 知床野鳥の会 知床 斜里郡斜里町 北海道 斜里郡斜里町

北海道
中山峠森の美術館ネイチャーアート
フォーラム

中山峠周辺 蛇田郡喜茂別町字川上 北海道 蛇田郡喜茂別町

北海道 鶴居村タンチョウ愛護会 阿寒郡鶴居村 北海道 阿寒郡鶴居村
北海道 道民の森ボランティア協会 道民の森 石狩郡当別町、樺戸群月形町 北海道 札幌市
北海道 特定非営利活動法人　霧多布湿原トラスト 霧多布湿原 厚岸郡浜中町 北海道 厚岸郡浜名町
北海道 突哨山の自然を考える会 突硝山 旭川市、上川郡比布町 北海道 旭川市
北海道 虹別コロカムイの会 西別川流域（標茶町虹別、別海町本別海） 川上郡標茶町 北海道 川上郡標茶町

北海道
日本野鳥の会（根室支部、中標津グ
ループ）・日本鳥類標識協会・自然
観察指導員協議会

緑ヶ丘森林公園 標津郡中標津町 北海道 標津郡中標津町

北海道 函館自然観察会 函館山 函館市 北海道 函館市
北海道 穂別の自然を守る会 勇払郡穂別町 北海道 勇払郡穂別町

団体所在地

　　里地里山の活動団体及び活動フィールド
*　環境省自然環境計画課調査（アンケート調査、インターネット調査）による。
原則として団体からの回答の登録をそのまま掲載。〔平成１３年１０月現在〕

*　ホームページ（www.satoyama.org/)にて追加登録中
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地

北海道
北海道ボランティアレンジャー協議
会・小樽地区

小樽市近郊（札幌市外含む） 小樽市 北海道 小樽市

北海道
北海道自然観察の会�（北海道
自然観察指導員連絡協議会）

北海道内各地 北海道 札幌市

北海道 名寄野鳥の会
沼の上湖（紋別内管内）、浜頓別湖（宗谷管
内）及び名寄市の周辺

名寄市 北海道 名寄市

北海道 嵐山ビジターセンター 嵐山 旭川市、上川郡鷹栖町 北海道 旭川市
青森県 横浜町ホタルの会 上北郡横浜町 青森県 上北郡横浜町
青森県 岩木山自然学校 岩木山全域及び白神山地 青森県 中津軽郡岩木町
青森県 鮫町の自然を守る会 県立自然公園種差海岸 八戸市鮫町 青森県 八戸市
青森県 三沢自然に親しむ会 青森県 三沢市
青森県 青い森の里山を守る会 合子沢の森 青森市 青森県 青森市
青森県 青森・草と木の会 浅虫温泉森林公園 青森市 青森県 青森市
青森県 大倉山好会 大倉岳・赤倉岳・袴腰岳 東津軽郡　田村 青森県 東津軽郡蓬田村
青森県 中里植物の会 北津軽郡中里町 青森県 北津軽郡中里町
青森県 津軽昆虫同好会 梵珠山 南津軽郡浪岡町 青森県 北津軽郡板柳町

青森県
特定非営利活動法人サステイナブル
コミュニティ総合研究所

下北郡大畑町 青森県 下北郡大畑町

青森県 日本野鳥の会弘前支部 弘前公園 弘前市 青森県 弘前市
青森県 白神NGO 岩木山白神山地（青森県側） 中津軽郡岩木町西目屋村 青森県 弘前市
青森県 白神山地を守る会 白神山地 北津軽郡鯵沢町 青森県 青森市
岩手県

Nature-feel school（里山自然会いわ
て）

西磐井郡花泉町 岩手県 西磐井郡花泉町
岩手県 カタクリの会 白木峠 和賀郡湯田町 岩手県 和賀郡湯田町
岩手県 くじ・川の会 久慈市民の森 久慈市 岩手県 久慈市
岩手県 さえずりの会 金ヶ崎 胆沢郡金ヶ崎町 岩手県 胆沢郡金ヶ崎町
岩手県 もりおか薪割クラブ 飯岡山 盛岡市 岩手県 盛岡市
岩手県 もりっこの会 西和賀地方 和賀郡沢内村 岩手県 和賀郡沢内村
岩手県 花巻のブナ原生林に守られる市民の会 花巻市西部ブナ林及び花巻市全体 花巻市 岩手県 花巻市
岩手県 外山森林愛護少年団 岩手郡玉山村 岩手県 岩手郡玉山村
岩手県 岩手植物の会 県内全域 岩手県 盛岡市
岩手県 五葉山の自然を守る会 五葉山県立自然公園内 釜石市 岩手県 釜石市

岩手県
七時雨の風と語らう会・日本野鳥の
会　宮古支部

田代平高原 二戸郡安代町 岩手県 盛岡市

岩手県 若萌の会 夏虫山 気仙郡三陸町越喜来 岩手県 気仙郡三陸町
岩手県 松園子ども自然公園をきれいにする会 松園子ども自然公園 盛岡市 岩手県 盛岡市
岩手県 早池峰の里　元気倶楽部 稗貫郡大迫町 岩手県 稗貫郡大迫町
岩手県 早池峰共用村組合 遠野市附馬中村 岩手県 遠野市
岩手県 丹藤川自然愛護少年団育成会 丹藤川流域 岩手郡岩手町大字子抱 岩手県 岩手郡岩手町
岩手県 胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る会 胆沢郡金ヶ崎町西根 岩手県 胆沢郡金ヶ崎町
岩手県 田老町漁業協同組合婦人部 下閉伊郡田老町 岩手県 下閉伊郡田老町
岩手県 不思議みつけ隊 県中央から南部にかけての各地 岩手県 和賀郡湯田町
岩手県 北上市立博物館 みちのく民族村内のメダカ池 北上市立花町 岩手県 北上市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
岩手県 本波森林愛護少年団 久慈市侍浜町 岩手県 久慈市
岩手県 和賀川水系の自然を考える会 北上市内の和賀川流域数カ所 北上 岩手県 北上市

宮城県 くりこま高原自然学校 くりこま高原自然学校所有地及び栗駒山域
栗原郡栗駒町沼倉耕英開拓地区
及び栗駒国定公園内山域

宮城県 栗原郡栗駒町

宮城県 サイカチ・ネイチャー・クラブ サイカチ沼 仙台郡青葉区上愛子 宮城県 仙台市
宮城県 ツキノワグマと棲処の森を守る会 刈田郡蔵王町 宮城県 仙台市
宮城県 なるせ水と緑を守る会 桃生市鳴瀬町 宮城県 桃生市
宮城県 ボーイスカウト仙台第12団 宮城県民の森 宮城郡利府町 宮城県 仙台市
宮城県 みどり十字軍 宮城県内各地 宮城県 仙台市
宮城県 気仙沼少年の家協会 国立花山少年の家 栗原郡花山村 宮城県 気仙沼市
宮城県 宮戸の植物を守る会 宮戸島 桃生郡鳴瀬町 宮城県 桃生郡鳴瀬町
宮城県 宮城のサル調査会 全域及び隣接県 宮城県 仙台市
宮城県 宮城県山岳連盟自然保護委員会 奥羽山系の山河 宮城県 古川市
宮城県 栗駒の自然を守る会 上田山国有林6林班杉伐採跡地植林 栗原郡栗駒町 宮城県 栗原郡栗駒町
宮城県 荒沢自然館水と緑の指導員会 荒沢 加美郡小野田町 宮城県 加美郡小野田町
宮城県 雑木林ざわざわ倶楽部 岩入 玉造郡鳴子町岩入 宮城県 仙台市
宮城県 志考会 志考苑 仙台市青葉区 宮城県 仙台市
宮城県 自然観察ボランティア「山遊会」 県民の森 仙台市泉区、富谷町、利府町 宮城県 仙台市
宮城県 石巻勤労者山岳会 石巻市稲井水沼(緑のハイキングロード) 石巻市 宮城県 桃生郡矢本町
宮城県 仙台のブナ林と水、自然を守る会 船形山の南麓のブナ林と仙台西郊芋沢の里山 仙台市青葉区 宮城県 仙台市
宮城県 仙台市太白山自然観察の森　自然観察センター 仙台市太白山自然観察の森 仙台市太白区茂庭字生出森東 宮城県 仙台市
宮城県 渡波さくらの会道路愛護連合会 石巻市渡波地区 宮城県 石巻市
宮城県 蕃山２１の会 蕃山と周辺地域 仙台市青葉区 宮城県 仙台市
宮城県 北蔵王の自然を守る会 北蔵王 宮城県 柴田郡川崎町
宮城県 名取市自然と地域のふれあい活動推進委員会 五社山・舘山 名取市 宮城県 名取市
宮城県 涌谷町自然観察会 涌谷町 遠田郡涌谷町 宮城県 遠田郡涌谷町
宮城県 緑を守り育てる宮城県連絡会議 平和と創造の森 仙台市太白区秋保町長袋 宮城県 仙台市
秋田県 NACS-J　雄平会 いこいの森 横手市睦成 秋田県 横手市
秋田県 NACS-J秋田・秋田支部 秋田市下浜「健康の森」 秋田市下浜羽川 秋田県 秋田市
秋田県 こぶし会 長根山公園 大館市 秋田県 大館市
秋田県 自然観察ニカホの会 仁賀保高原 仁賀保町 秋田県 由利郡仁賀保町
秋田県 秋田ネイチャークラブ 秋田市植物園 秋田市仁別字マンタラメ地内 秋田県 秋田市
秋田県 秋田県自然観察指導員連絡協議会 五城目環境と文化のむら 南秋田郡五城目町 秋田県 秋田市

秋田県
秋田県自然観察指導員連絡協議
会・秋田清掃登山連絡協議会・
イバラトミヨを守る会

仙北郡太田町 秋田県 仙北郡太田町

秋田県 秋田県自然公園管理員・鹿角市山岳会 八幡平国立公園 鹿角市 秋田県 鹿角市
秋田県 秋田県森の案内人協議会 秋田県森林学習の森 河辺郡河辺町戸島字上祭沢38-4 秋田県 秋田市
秋田県 秋田森の会・風のハーモニー 健康の森 秋田市 秋田県 秋田市
秋田県 大館自然の会 大館市民の森、長木沢国有林 大館市 秋田県 大館市
秋田県 鳥海山にブナを植える会 鳥海山 象潟町の鳥海山麓、中島台湿原 秋田県 由利郡象潟町
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
秋田県 藤里町物産協会 白神山地内 山本郡藤里町 秋田県 山本郡藤里町
秋田県 白神ネイチャー協会 秋田県 山本郡八森町
秋田県 白神探険隊 とめ山 山本郡八森町 秋田県 山本郡八森町
秋田県 八塩山麓会 由利郡東由利町 秋田県 由利郡東由利町
秋田県 飯田川町アウトドアスクール 飯田川町金山大堤周辺 南秋田郡飯田川町 秋田県 南秋田郡飯田川町

秋田県 雄物川町文化財保護協会 雄物川町「町民いこいの森」 平鹿郡雄物川町 秋田県 平鹿郡雄物川町
山形県 さわやか会 河畔公園 山形市緑町 山形県 山形市
山形県 なでらの森観察会 東沢 東置賜郡川西町 山形県 米沢市
山形県 バードウォッチング余目 赤川新川（河畔） 酒田市 山形県 東田川郡余目町
山形県 ブナの実２１の会 葉山ブナ林、瀬脇湿原、猿羽根山縁結びの道等 最上郡舟形町 山形県 最上郡舟形町
山形県 芸工大森づくりの会 悠創の丘 山形市 山形県 山形市
山形県 吾妻の自然研究会 置賜一円（特に米沢市周辺）斜平山 米沢市 山形県 米沢市
山形県 山王森の緑を育てる会 山王森 酒田市日吉町 山形県 酒田市
山形県 市民の森の会 山形県 鶴岡市
山形県 酒田緑の少年団 山形県 酒田市
山形県 植物愛好会 長井市 山形県 長井市
山形県 朝日町ナチュラリストクラブ 朝日町内数カ所 西村山郡朝日町 山形県 西村山郡朝日町
山形県 長井植物愛好会 長井市 山形県 長井市
山形県 鳥海自然ネットワーク 鳥海山 飽海郡遊佐町 山形県 飽海郡遊佐町
山形県 鶴岡自然調査会 山奥以外 山形県 鶴岡市
山形県 尾花沢山の会、名木沢山林組合 滝の沢及び向の山 尾花沢市 山形県 尾花沢市
山形県 暮らし考房 学びの森　ぶんど 最上郡金山町 山形県 最上郡金山町
山形県 面白山の自然を守る山岳会 山形市山寺大字面白山 山形県 山形市
福島県 きこりの森プロジェクト 滝の岐山 南会津郡舘岩村 福島県 南会津郡館岩村
福島県 つきだて自然倶楽部 伊達郡月舘町 福島県 伊達郡月舘町
福島県 モノザキ9400会 ジャボ源流地一帯、小野町（阿武隈山地中央一帯） 田村郡小野町 福島県 田村郡小野町
福島県 郡山ホタル愛好会 県内 福島県 郡山市
福島県 国見山に親しむ会 原町市内全域 原町市 福島県 原町市
福島県 只見の自然に学ぶ会 南会津郡只見町 福島県 南会津郡只見町
福島県 中高年登山教室 福島県 郡山市
福島県 日本野鳥の会いわき支部 石森山生活環境保全林を含む地域 いわき市 福島県 いわき市
福島県 福島県自然保護協会 福島市小鳥の森 福島市 福島県 福島市
福島県 福島県植物研究会、すげの会 駒形公園周辺 耶麻郡塩川町 福島県 耶麻郡塩川町
福島県 福島市小鳥の森里山保全クラブ 福島市小鳥の森 福島市山口字宮脇 福島県 福島市
福島県 矢祭町・青少年育成協議会 館山ふるさとランド 東白川郡矢祭町 福島県 東白川郡矢祭町
福島県 浪江植林ボランティア 浪江 双葉郡浪江町 福島県 双葉郡浪江町
茨城県 アースディつくば・環境ネットワークいばらき 筑波山とその周辺 つくば市 茨城県 つくば市
茨城県 いばらきコープ環境活動推進委員会 恋瀬川源流 新治郡八郷町大増 茨城県 土浦市
茨城県 いばらき森林クラブ 阿見町小池城址公園 稲敷郡阿見町 茨城県 ひたちなか市
茨城県 チューリップ学童クラブ 那珂郡東海村 茨城県 那珂郡東海村

茨城県
ネイチャーキッズ／牛久どんぐりク
ラブ（エコクラブ）

牛久市新地(野島さんの山) 牛久市 茨城県 牛久市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
茨城県 ひたち太田生物友の会 北地区 茨城県 常陸太田市
茨城県 茨城生物の会 茨城県各地 茨城県 水戸市

茨城県
霞ヶ浦・北浦をよくする市民連絡会
議、ヒシクイ保護基金

霞ヶ浦とその流域全域 霞ヶ浦と霞ヶ浦流域の43市町村 茨城県 牛久市

茨城県 環境グループ石岡 石岡市河口、山王川 石岡市 茨城県 石岡市
茨城県 逆川を愛する会 逆川を愛する会 水戸市千波、笠原、吉沢 茨城県 水戸市
茨城県 牛久自然観察の森　 牛久市自然観察の森 牛久市結束町 茨城県 牛久市
茨城県 玉造町自然に親しむ会 ふるさとの自然 行方郡玉造町一円 茨城県 行方郡玉造町
茨城県 研究学園都市の自然と親しむ会 栗原の谷津田 つくば市 茨城県 つくば市
茨城県 自然友の会 水海道市 茨城県 水海道市
茨城県 鹿行生物愛好会 行方郡 茨城県 行方郡麻生町
茨城県 宍塚の自然と歴史の会 宍塚大池 土浦市宍塚 茨城県 つくば市
茨城県 千代田町雪入ふれあいの里 雪入ふれあいの里公園 新治郡千代田町雪入 茨城県 新治郡千代田町
茨城県 千年の森の会 真壁郡真壁町山尾 茨城県 真壁郡真壁町
茨城県 潮来町風土記の里保存会 大生古墳郡 行方郡潮来町 茨城県 行方郡潮来町
茨城県 特定非営利活動法人　自然生クラブ つくば市臼井／筑波山南麓 茨城県 つくば市
茨城県 日本野鳥の会茨城支部 県民の森 那珂郡那珂町戸 茨城県 水戸市
茨城県 北茨城野草サークル 茨城県北東部地域 北茨城市、高萩市里美村、十王町 茨城県 北茨城市
茨城県 自然わくわく研究会 茨城県北茨城市 茨城県 北茨城市
栃木県 （財）グリーントラストうつのみや 長岡樹林地 宇都宮市 栃木県 那須郡西那須野町

栃木県 河内町職員自然研究会 河内町、西鬼怒川周辺の山林・河川等 河内郡河内町 栃木県 河内郡河内町
栃木県 銀杏自然観察会宇都宮 奥日光及び宇都宮市 栃木県 宇都宮市
栃木県 空飛ぶモニョンゴロ村 八溝山地　周辺 芳賀郡市貝町、茂木町、益子町 栃木県 芳賀郡市
栃木県 自然の森研究所（主催）森と風と土の教室 宇都宮坂戸地区山田谷地 宇都宮市坂戸町 栃木県 宇都宮市
栃木県 自然観察ボランティアスタッフ 那須高原 那須郡那須町 栃木県 黒磯市
栃木県 鹿沼自然観察会 黒川上殿 鹿沼市 栃木県 鹿沼市
栃木県 足利自然観察会 岩井山 足利市岩井町 栃木県 足利市
栃木県 栃木県環境カウンセラー協会 長岡緑地 宇都宮市長岡 栃木県 宇都宮市
栃木県 栃木県北平野部自然観察指導員連絡会 サンタヒルズキャンプ場 那須郡小川町 栃木県 那須郡南那須町
栃木県 南那須町自然観察会 南那須町全域 那須郡南那須町 栃木県 那須郡南那須町
栃木県 日光パークボランティア 奥日光・日光国立公園 日光市 栃木県 日光市
栃木県 日本野鳥の会　栃木県支部 鹿島市東大芦川ダム建設予定地等 栃木県 宇都宮市
栃木県 報徳愛林会 茂木報徳林 芳賀郡茂木町 栃木県 芳賀郡茂木町
群馬県 C.C.C（自然文化創造工場）群馬事業部 奈良俣ダム土捨て場 水上町 群馬県 前橋市
群馬県 かたくりを守る会 かたくりを守る会 桐生市菱町 群馬県 桐生市
群馬県 カッコソウ保存会 鳴神山 桐生市梅田町 群馬県 新田郡藪塚本町
群馬県 岩鼻に「平和の森」をつくろう会 群馬の森周辺一帯 高崎市 群馬県 高崎市
群馬県 群馬の魚を育てる会 野反湖 吾妻市六合村 群馬県 前橋市
群馬県 群馬県自然保護指導員：玉村町歩く会 烏川水辺の森キャンプ場 佐波郡玉村町 群馬県 佐波郡玉村町
群馬県 群馬国蝶オオムラサキの会 群馬ぞぉっき山オオムラサキの森 大間々町塩沢 群馬県 前橋市
群馬県 吾妻山友の会 吾妻山 桐生市宮本町 群馬県 桐生市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地

群馬県
自然といのちを考える富岡甘楽
住民の会

藤田峠森林公園大塩湖 富岡市 群馬県 富岡市

群馬県 自然と環境を守る会 金山（かなやま） 太田市金山町 群馬県 太田市
群馬県 榛名ほたるの会 滑川ほたる公園 群馬郡榛名町 群馬県 群馬郡榛名町
群馬県 崇禅寺の自然を守る会 桐生市川内町 群馬県 桐生市
群馬県 赤城姫を愛する集まり 深山（みやま） 勢多郡赤城村 群馬県 前橋市
群馬県 草津の自然を愛する会 草津温泉 吾妻郡草津町 群馬県 吾妻郡
群馬県 足利自然観察会　 館林尾曳神社城沼周辺 館林市尾曳 群馬県 館林市
群馬県 特定非営利活動法人森の会 あかぎ親しみの森 赤城村 群馬県 前橋市
群馬県 箱島ほたる保護の会 東村 吾妻郡東村 群馬県 吾妻郡東村

群馬県
板倉町に国蝶オオムラサキを呼
び戻す会

邑楽郡板倉町 群馬県 邑楽郡板倉町

群馬県 尾瀬高校　自然環境科　理科部 武尊山 利根郡水上町、川場村 群馬県 利根郡利根村
群馬県 富岡の自然を考える会 高田川・鏑川・雄川 富岡市富岡 群馬県 富岡市

群馬県 富岡ホタル調査会 西毛地域
高崎市、榛名町、箕郷町、群馬町、藤岡市、
新町、吉井町、富岡市、甘楽町、安中市、松
井田町

群馬県 藤岡市

群馬県 邑楽町平地林研究会 邑楽郡邑楽町一円 群馬県 邑楽郡邑楽町
群馬県 利根沼田自然を愛する会 玉原高原 沼田市上発知町 群馬県 沼田市

埼玉県 （財）埼玉県生態系保護協会　 全域
川口市、上尾市、所沢市、上福
岡市、桶川市

埼玉県 さいたま市

埼玉県 どんぐりを愛する会 石井緑地公園 富士見市 埼玉県 富士見市
埼玉県 はとやま自然と遊ぶ会 石坂の森 比企郡鳩山町 埼玉県 比企郡鳩山町
埼玉県 ふじみ環境クラブ 富士見市 埼玉県 富士見市
埼玉県 ふれあいの里炭焼きの会 狭山丘陵いきものふれあいの里センター 所沢市荒幡 埼玉県 所沢市
埼玉県 ヤマガラくらぶ 加治丘陵 入間市 埼玉県 入間市
埼玉県 育てる会 オオムラサキの森・蝶の里 比企郡嵐山町 埼玉県 比企郡嵐山町
埼玉県 浦和自然観察会 秋ヶ瀬公園ピクニックの森周辺 さいたま市大久保地区 埼玉県 さいたま市
埼玉県 越生町・緑とせせらぎを守る会 上野・大高取山 入間郡越生町 埼玉県 入間郡越生町
埼玉県 越谷市自然ウォッチング指導員連絡協議会 元荒川・埼玉鴨場周辺 越谷市大林 埼玉県 越谷市
埼玉県 加須郷土史研究会の下部組織・カメリア会 市民農園 加須市 埼玉県 加須市
埼玉県 寄居町にトンボ公園を作る会 埼玉県 大里郡寄居町
埼玉県 騎西町自然観察倶楽部 環境科学国際センター、玉敷公園 北埼玉郡騎西町 埼玉県 北埼玉郡騎西町
埼玉県 吉川の川を愛する会 吉川市内の河川（現在、主に大場川） 吉川市 埼玉県 吉川市
埼玉県 玉川村ホタル保存会 比企郡玉川村五明 埼玉県 比企郡玉川村
埼玉県 見沼田圃保全市民連絡会 見沼田んぼ 埼玉市 埼玉県 埼玉市
埼玉県 荒川の自然を守る会 荒川河川敷 上尾市西野 埼玉県 上尾市
埼玉県 荒川流域ネットワーク 大谷の丘陵地 東松山市 埼玉県 東松山市
埼玉県 財団法人　トトロのふるさと財団 狭山丘陵 所沢市、入間市 埼玉県 所沢市

埼玉県
埼玉県丘陵いきものふれあいの
里センター

狭山丘陵いきものふれあいの里センターエリ
ア・スポット

所沢市 埼玉県 所沢市

埼玉県 埼玉県緑推進員エコグリーン岩槻 岩槻市 埼玉県 岩槻市
埼玉県 雑木林に親しむ会 福原の雑木林 川越市 埼玉県 川越市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
埼玉県 山口の自然に親しむ会 狭山丘陵山口地区菩提樹（ぼだいぎ）の谷戸 所沢市山口 埼玉県 所沢市

埼玉県 自然の会・オオムラサキ
オオムラサキの森、蝶の里公園、ホタルの
里、埼玉ナショナルトラスト3号地

比企郡嵐山町 埼玉県 比企郡嵐山町

埼玉県 自然を守る狭山リサイクルの会 上赤坂の森、椚山の森 狭山市 埼玉県 狭山市
埼玉県 自然観察会のびっ子 平林寺 新座市 埼玉県 新座市
埼玉県 自然観察大宮フレンド・大宮みどり愛護会 さいたま市大和田緑地公園 さいたま市大和田町 埼玉県 さいたま市
埼玉県 小手指の森に親しむ会 小手指の森 所沢市北野 埼玉県 所沢市
埼玉県 西町みどりの会 草加市西町 埼玉県 草加市
埼玉県 青毛堀環境保全会 青毛堀環境保全活動 北葛飾郡鷲宮町 埼玉県 北葛飾郡
埼玉県 大宮市みどり愛護会 小深作自然の森、さいたま市大和田台地、大和田緑地公園 さいたま市大和田町 埼玉県 さいたま市
埼玉県 大東南公民館・「土曜自然あそびの会」 狭山市青柳 埼玉県 川越市
埼玉県 鶴ヶ島の自然を守る会 市民の森 鶴ヶ島市太田ヶ谷 埼玉県 鶴ヶ島市
埼玉県 天覧山･多峯主山の自然を守る会 天覧山･多峯主山周辺 飯能市飯能 埼玉県 飯能市
埼玉県 東松山自然観察会 東松山市民の森 東松山市 埼玉県 東松山市
埼玉県 日高の四季 栗坪休耕田 日高市栗坪 埼玉県 日高市
埼玉県 日高市日光街道並木保全会 日光街道杉並木 日高市 埼玉県 日高市
埼玉県 八国山の自然に親しみつつ守る会 三富の開拓地　 所沢市 埼玉県 所沢市
埼玉県 鳩ヶ谷にトンボ公園を作る会 鳩ヶ谷市 埼玉県 鳩ヶ谷市
埼玉県 鳩山ニュータウン自治会 石坂ゴルフ倶楽部自然観察林 比企郡鳩山町 埼玉県 比企郡鳩山町
埼玉県 鳩山野鳥の会 比企郡鳩山町 埼玉県 比企郡鳩山町
埼玉県 武蔵丘短期大学・（社）日本キャンプ協会 鐘つき堂山、円良田湖、玉淀ダム、鉢形城趾 大里郡寄居町 埼玉県 大里郡寄居町
埼玉県 淵の森保全連絡協議会 淵の森 所沢市上安松、東京都東村山市秋津町 埼玉県 所沢市
埼玉県 北本雑木林の会 北本市街地に残る7ヶ所の雑木林 北本市 埼玉県 北本市
埼玉県 名栗川の清流を守る市民ネットワーク 名栗川（入間川の上流部） 飯能市 埼玉県 飯能市
埼玉県 緑と湧水と流れの会 熊野神社と旧白子宿周辺の斜面林と湧水郡 和光市白子 埼玉県 和光市
埼玉県 緑の森博物館察会 狭山丘陵みどりの森博物館 入間市、所沢市 埼玉県 入間市
埼玉県 ツキノワの会 秩父市浦山区 東京都 新宿区百人町
千葉県 ECOMO 竜腹寺及び物木谷津と里山 印旛郡本埜村 千葉県 印播郡本埜村
千葉県 NPO法人 行徳野鳥観察舎友の会 行徳鳥獣保護区 市川市福栄 千葉県 市川市
千葉県 くもきり草の会 野田市、福田の森、三ヶ尾、二ッ塚 野田市 千葉県 野田市
千葉県 さかいね下田の森自然公園友の会 下田の森 柏市 千葉県 柏市
千葉県 さくらの会 千葉県 佐倉市

千葉県 ちば・谷津田フォーラム
千葉県全域，特に千葉市緑区下大和田，大草
谷津，金親町谷津田など

千葉県 千葉市

千葉県 自然学園 上総亀山・自然学園太陽国際村 君津市 東京都 千代田区
千葉県 フローラサクラ 佐倉市西南部の坂戸、西御門 千葉県 市川市
千葉県 プロジェクトとけ 瀬又の里山、大藪池谷津、貝がら山 千葉市緑区瀬又、越智町 千葉県 千葉市
千葉県 ボーイスカウト柏第7団 増尾城址公園 柏市 千葉県 柏市
千葉県 ワン・ステップ 仁戸名市民の森近郊 千葉市中央区 千葉県 千葉市
千葉県 下田の森の自然を守る会 下田の森 柏市 千葉県 柏市
千葉県 我孫子野鳥を守る会 手賀沼周辺 我孫子市 千葉県 我孫子市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
千葉県 関さんの森を育む会 関さんの森 松戸市幸谷町 千葉県 松戸市
千葉県 丸山サンクチュアリ 丸山市民の森　藤原市民の森 船橋市 千葉県 船橋市
千葉県 香取自然観察同好会 香取郡一帯、その周辺 千葉県 香取郡小見川町
千葉県 高根フレンド「みちくさ」 金杉緑地 船橋市金杉 千葉県 船橋市
千葉県 佐倉自然同好会 大畑緑地 佐倉市 千葉県 佐倉市
千葉県 財団法人　佐倉緑の銀行 佐倉市 千葉県 佐倉市
千葉県 四街道自然同好会 四街道郷土の森 四街道市 千葉県 四街道市
千葉県 市原トンボ池の会 市原トンボ池 市原市宿 千葉県 市原市
千葉県 市川緑の市民フォーラム 北方生きもの子どもミニシゼンエン 市川市 千葉県 市川市
千葉県 自然観察千葉･自然観察ふなばし連絡会 印西　印旛　船橋北部　昭和の森 千葉県 船橋市
千葉県 千駄堀を守る会 千駄堀 松戸市 千葉県 松戸市
千葉県 千駄堀を守る会・（千葉県環境教育研究会） 松戸市21世紀の森と広場、他県内 松戸市 千葉県 流山市
千葉県 千葉県の野生生物を考える会 八日市場市の谷津田 千葉県 八日市場市
千葉県 千葉県自然観察指導員協議会 昭和の森およびその周辺 千葉市緑区小食土町 千葉県 千葉市
千葉県 ちばコープ 大草谷津田 千葉市若葉区大草町 東京都 八王子市
千葉県 増尾台の緑を守る会 増尾台4丁目の林 柏市 千葉県 柏市
千葉県 都川の環境を考える会 千葉市 千葉県 千葉市
千葉県 日本野鳥の会・日本自然保護協会 流山市宮園、芝崎 流山市 千葉県 松戸市
千葉県 白井の自然を守る会 夢ふれ愛サークル 印旛郡白井町平塚 千葉県 印旛郡白井町
千葉県 八千代自然と環境を考える会 保品野草園 八千代市保品 千葉県 八千代市
千葉県 野田野鳥同好会 清水公園周辺 野田市 千葉県 野田市
千葉県 里山クラブ市原 教育の森 市原市 千葉県 市原市
千葉県 流山自然観察の森を実現させる会 市野谷の森 流山市市野谷 千葉県 流山市
東京都 ＭＦＳナチュラリストの会 小山田里山 町田市上、下小山田町 東京都 町田市
東京都 Sense of Wonder 高尾山 東京都 練馬区
東京都 ＷＡＹＷＡＹ こぶし公園 町田市小山田桜台 東京都 町田市
東京都 いたばし自然観察会 都立赤塚公園大門地区 板橋区大門 東京都 板橋区
東京都 いたばし野鳥クラブ・東京都鳥獣保護員協会 板橋区立西台公園 板橋区西台 東京都 板橋区
東京都 おのおのの会 奥多摩町 東京都 練馬区
東京都 かしの木山自然公園愛護会 かしの木山自然公園 都町田市南大谷 東京都 町田市
東京都 きつねくぼ緑地愛護会 きつねくぼ緑地 町田市 東京都 町田市
東京都 グループ目高舎 武蔵村山市 東京都 武蔵村山市
東京都 せたがやトラスト協会 新明の森みつ池特別保護区 世田谷区 東京都 世田谷区
東京都 たまたまの会 二俣尾 青梅市 東京都 武蔵村山市
東京都 トライネットワーク 赤羽自然観察公園 北区赤羽西 東京都 北区
東京都 ネイチュアフィーリングを進める会 新宿御苑母と子の森 新宿区内藤町 東京都 板橋区
東京都 はむら自然友の会 多摩川の河原 羽村市玉川村 東京都 羽村市
東京都 みずもと自然観察クラブ 葛飾区内都立水元公園周辺 葛飾区 東京都 葛飾区
東京都 ムササビの会 横沢入 あきる野市 東京都 あきる野市
東京都 宇津貫みどりの会 八王子みなみ野　宇津貫緑地 八王子市宇津貫町 東京都 八王子市
東京都 羽村草花自然公園緑を守る会 羽村草花自然公園、大澄山ピクニック広場 あきる野市 東京都 あきる野市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
東京都 屋敷森を愛する会（屋敷森の会） 都立光が丘公園内、屋敷森跡地（屋敷森） 練馬区光が丘 東京都 練馬区
東京都 玉川上水の原風景を守る会 多摩地域 三鷹市牟礼、井の頭 東京都 三鷹市
東京都 玉川上水の自然保護を考える会 立川市 東京都 立川市
東京都 区の花ニリンソウを保存する会 都立赤塚公園 板橋区大門、赤塚 東京都 板橋区
東京都 工学院大学自然科学研究部OB 八王子市犬目 八王子市 東京都 中野区

東京都 荒川下流の自然を考える会 荒川下流
江戸川、葛飾、江東、墨田、板
橋、北、足立区

東京都 豊島区

東京都 高尾パークボランティア会 高尾陣馬自然公園のうち明治の森国定公園が主体 八王子市 東京都 八王子市
東京都 高尾山自然観察学習林の会 高尾山、猪ノ鼻山 八王子市高尾町 東京都 西多摩郡日の出町

東京都 高尾山自然保護実行委員会 八王子市上恩方町板当沢 八王子市上恩方町 東京都 八王子市

東京都
国分寺市光公民館「くらしとまちを
デザインする講座」

国分寺崖線 国分寺市西町、光町 東京都 国分寺市

東京都 桜ヶ丘公園雑木林ボランティア 桜ヶ丘公園　こならの丘 多摩市 東京都 多摩市
東京都 三宿の緑を守る会 三宿の森公園 世田谷区三宿町 東京都 世田谷区
東京都 山野草友の会 東京都 世田谷区
東京都 創夢舎（青海） 創夢舎の山 青海市 埼玉県 秩父市
東京都 七国山自然を考える会 七国山緑地保全地域 町田市山崎町 東京都 町田市
東京都 秋川の自然に親しむ会 切欠カタクリ自生地 あきる野市切欠 東京都 あきる野市
東京都 小笠原野生生物研究会 小笠原諸島、父島、嫁島 小笠原村 東京都 小笠原村
東京都 小金井自然観察会 野川公園 小金井市東町 東京都 小金井市
東京都 森のボランティア 東京大学田無演習林 西東京市緑町 東京都 東久留米市
東京都 森林インストラクター東京会 高尾山 八王子市高尾町 東京都 世田谷区
東京都 杉並野草の会 東京近郊、信州など 東京都 杉並区
東京都 成瀬の自然を守る会 成瀬尾根緑地 町田市成瀬 東京都 町田市
東京都 清瀬の自然を守る会 清瀬中里緑地保全地域 清瀬市中里 東京都 清瀬市
東京都 石神井公園野鳥と自然の会 石神井公園 練馬区石神井台 東京都 練馬区
東京都 川口の自然を守る会 天合峰 八王子市川口町 東京都 八王子市
東京都 多摩の自然とまちづくりの会 多摩中央公園、一本杉公園、鶴牧西公園 多摩市 東京都 多摩市

東京都 多摩丘陵の自然を守る会
東京都立長沼公園、平山城址公園、大柴原を
中心に宮嶽ノ谷戸

八王子市 東京都 八王子市

東京都
多摩川リバーシップの会・区立玉川
台児童館ボランティア

多摩川　兵庫島近辺 世田谷区 東京都 世田谷区

東京都 大島自然愛好会 大島町 東京都 大島町
東京都 町田かたかごの森を守る会 町田カタカゴの森 町田市 東京都 町田市
東京都 町田の尾根、谷戸に親しむ会 忠生公園 町田市忠生 東京都 町田市
東京都 町田市立かしの木自然公園愛護会 町田市立かしの木山自然公園 町田市 東京都 町田市
東京都 天合峰野鳥調査グループ 天合峰 八王子市美山町、川口町 東京都 八王子市
東京都 東京の自然教室ボランティアの会 御岳山、高尾山 青梅市、八王子市 東京都 杉並区
東京都 東京都野鳥公園グリーンボランティア 都立野鳥公園 大田区東海 東京都 杉並区
東京都 東京里山の会 （稲城市）坂浜平尾地区、南山地区 稲城市 東京都 稲城市
東京都 東村山北山の自然を守る会 八国山周辺 東村山市 東京都 東村山市
東京都 東大和市狭山緑地雑木林の会 東大和市立狭山緑地 東大和市 東京都 東大和市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地

東京都
東豊田緑湧会（東京都自然ふれあい
ボランティア）

東豊田緑地保全地域 日野市東豊田 東京都 田無市

東京都 道草倶楽部、やよい会 都立小宮公園 八王子市大谷町 東京都 八王子市

東京都
特定非営利活動法人　樹木・環境
ネットワーク協会

町田市 東京都 新宿区

東京都
特定非営利活動法人空掘川に清流を
取り戻す会

空掘川
東村山市、東大和市、武蔵村山
市、清瀬市

東京都 東村山市

東京都 日本野鳥の会　東京支部 明治神宮 渋谷区神園 東京都 板橋区
東京都 八王子ランドマーク研究会 八王子市美山ほか数ヵ所 東京都 八王子市
東京都 武蔵村山自然に学ぶ会 野山北、六道山公園、狭山丘陵 武蔵村山市、瑞穂町 東京都 武蔵村山市
東京都 武蔵野エコ・クラブ 井の頭公園及び神田川周辺 武蔵野市 東京都 武蔵野市
東京都 北区水とみどりの夢クラブ 北区荒川河川敷 北区岩渕 東京都 北区
東京都 野津田・雑木林の会 野津田公園 町田市野津田町 東京都 八王子市

東京都
由木の農業と自然を育てる会内　ユ
ギネイチャリングクラブ

八王子市堀之内地区 八王子市 東京都 八王子市

東京都 立川あぜっ子クラブ 加藤さんの田んぼ 立川市柴崎町 東京都 立川市
東京都 林土戸 あきるの市養沢町 東京都 あきる野市
東京都 練馬旭町市民農園耕作グループ 練馬区光が丘および区内公園（石神井） 練馬区光が丘 東京都 練馬区
東京都 檜原村フジの森“風のたより”友の会 南秋川の支流　矢沢の谷　フジの森 西多摩郡檜原村矢沢 東京都 武蔵野市
東京都 聚 東田谷戸 町田市宮町 東京都 大田区
東京都 高尾山の自然を守る会 高尾山 八王子市高尾町 東京都 八王子市
東京都 横沢入を守る東京都民の会 あきる野市横沢入 あきる野市 長野県 松本市
東京都 三宅島自然ふれあい友の会 三宅島　坪田 三宅村 東京都 猿島郡三和町
東京都 浅間山自然保護会 都立浅間山公園 府中市若松町 東京都 府中市
東京都 中野の環境を守る会 子安明神の池 八王子市中野山王 東京都 八王子市
東京都 南多摩オオタカ・里山連絡会 旧南多摩郡地域 八王子市、日野市、町田市、多摩市、稲城市 東京都 八王子市
神奈川県 （財）神奈川県公園協会 県立座間谷戸山公園 座間市入谷 神奈川県 座間市
神奈川県 （東京YWCA)・神奈川県立五領ヶ台高校 (平塚市土屋）愛宕裏の谷戸、駒ヶ滝の谷戸 平塚市土屋 神奈川県 秦野市
神奈川県 あしがら自然観察クラブ 酒匂川流域 南足柄市、小田原市 神奈川県 南足柄市
神奈川県 あぜ道の会 千代 小田原市千代 神奈川県 小田原市
神奈川県 アベトンフォーラム 芦名 横須賀市 神奈川県 三浦郡葉山町
神奈川県 かなざわの森沢山の会 釜利谷市民の森 横浜市金沢区 神奈川県 横浜市
神奈川県 かまくら緑のレンジャー 鎌倉市源氏山公園周辺 鎌倉市 神奈川県 鎌倉市
神奈川県 グリーン・アース 万福寺の森 川崎市麻生区万福寺 神奈川県 川崎市
神奈川県 グリーンタフ 神奈川県立自然保護センター 厚木市七沢区 神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県
グリーンタフ(神奈川県自然観察
指導員連絡会)

県立座間谷戸山公園内の一部 座間市 神奈川県 座間市緑ヶ丘

神奈川県 けやきが丘森林愛護会 けやきが丘森林愛護会 横浜市都筑区 神奈川県 横浜市
神奈川県 しらかしのいえボランティア協議会 泉の森 大和市 神奈川県 大和市
神奈川県 チームフォレストフリーク 上古沢緑地 厚木市上古沢地内 神奈川県 横浜市
神奈川県 トトロ幼稚舎 小田原久野地区、東丹沢 小田原市久野地区 神奈川県 横浜市
神奈川県 ボーイスカウト横浜123団 横浜市戸塚区川上町 神奈川県 横浜市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
神奈川県 マッキーの自然塾 ボロボロ公園周辺 横浜市泉区岡津町 神奈川県 横浜市
神奈川県 芦沢親と子の自然観察会 座間市立芹沢公園 座間市 神奈川県 座間市
神奈川県 伊勢原みどりに親しむ会 伊勢原市総合運動公園、市民の森ふじやま公 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市
神奈川県 横須賀「水と環境」研究会 荻野川上流域 神奈川県 横須賀市
神奈川県 横浜・鶴見「小さな自然観察会」 横浜市鶴見区 横浜市鶴見区 神奈川県 横浜市
神奈川県 横浜にとんぼを育てる会 本牧市民公園トンボ池 横浜市中区 神奈川県 横浜市
神奈川県 横浜ほたるの会 瀬上沢 横浜市栄区上郷町 神奈川県 横浜市
神奈川県 横浜自然観察の森　友の会 横浜自然観察の森 横浜市栄区 神奈川県 横浜市
神奈川県 恩田の谷戸ファンクラブ 恩田の谷戸 横浜市青葉区恩田町 神奈川県 横浜市
神奈川県 海をつくる会 野島海岸 横浜市金沢区野鳥町 神奈川県 横浜市
神奈川県 海老名の森 海老名の森 海老名市上今泉町 神奈川県 海老名市

神奈川県
開成町ホタルの里づくり研究
会・開成子どもエコクラブ

開成町内河川、箱根火山を含む足柄平野 足柄上郡開成町 神奈川県 足柄上郡開成町

神奈川県 鎌倉で炭を焼く会 鎌倉中央公園内山崎の谷戸 鎌倉市 神奈川県 鎌倉市
神奈川県 鎌倉自主探鳥会グループ 鎌倉中央公園 鎌倉市 神奈川県 鎌倉市
神奈川県 玉川きずなの森 玉川きづなの森 厚木市 神奈川県 厚木市
神奈川県 近隣の緑地を歩いてみる会 相模原市 神奈川県 相模原市
神奈川県 県立五領ヶ台高校　 大磯町　西小磯　五反田下 中郡大磯町西小磯 神奈川県 秦野市
神奈川県 厚木市荻野自然観察会 荻野川周辺鳶尾山 厚木市 神奈川県 厚木市
神奈川県 港北ニュータウン緑の会 港北ニュータウン内公園、保存緑地 横浜市都筑区 神奈川県 横浜市
神奈川県 荒井沢市民の森愛護会 荒井沢市民の森 横浜市栄区上郷町 神奈川県 横浜市
神奈川県 香川自然観察会 茅ヶ崎市北部丘陵 茅ヶ崎市 神奈川県 茅ケ崎市
神奈川県 桜井ジュニアエコクラブ 曽比稲荷神社 小田原市 神奈川県 小田原市
神奈川県 三浦半島かんきょうフォーラム 横須賀市芦名、長坂 横須賀市芦名、長坂 神奈川県 横須賀市
神奈川県 山崎の谷戸を愛する会 山崎の谷戸（鎌倉中央公園） 鎌倉市 神奈川県 鎌倉市
神奈川県 市沢・仏向の谷戸に親しむ会 市沢・仏向の谷戸 横浜市保土ヶ谷区仏向町、旭区市沢町 神奈川県 横浜市
神奈川県 酒匂川水系魚類調査会 桑原、鬼柳用水付近、小田原市内、酒匂川水 小田原市桑原 神奈川県 小田原市
神奈川県 小田原地域育林隊 小田原地域 小田原市 神奈川県 秦野市
神奈川県 城山町自然観察会　 神奈川県 津久井郡城山町
神奈川県 新百合のホトケドジョウを愛する会 川崎市麻生区万福寺 神奈川県 川崎市
神奈川県 森林インストラクター研究会 日本大学藤沢演習林 藤沢市亀井野 神奈川県 藤沢市
神奈川県 森林クラブ横浜／丹沢 森林クラブ　丹沢の森 足柄上郡山北町 神奈川県 横浜市
神奈川県 神奈川オオタカ保護連絡会 塔ノ山 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市
神奈川県 神奈川フィールドクラブ 七沢自然保護センター 厚木市 神奈川県 中郡二宮町
神奈川県 神奈川県自然観察指導員連絡会 神奈川県立座間谷戸公園 座間市 神奈川県 海老名市
神奈川県 神奈川県森林保全推進員 湘南・丹沢付近 伊勢原市 神奈川県 平塚市

神奈川県
神奈川県立生命の星・地球博物館友
の会、自然倶楽部

早川水系 小田原市足柄下郡箱根町 神奈川県 小田原市

神奈川県 神奈川県立東高根森林公園愛護会 東高根森林公園及びその周辺 川崎市宮前区神木本町 神奈川県 川崎市

神奈川県
神奈川農環境自主保全協力グループ
「こさく」

長柄鬼が作、殿が谷 三浦郡葉山町 神奈川県 三浦郡葉山町

神奈川県 秦野のほたるを守る会 今泉第二発生地 秦野市 神奈川県 秦野市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
神奈川県 逗子ハイランド　一歩の会 神奈川県 逗子市
神奈川県 川崎・多摩丘陵の里山を守る会 久本山、熊野森 川崎市高津区久本及び末長 神奈川県 川崎市
神奈川県 川名清水谷戸を愛する会 川名清水谷戸 藤沢市 神奈川県 藤沢市
神奈川県 泉の森ふれあい樹林愛護会 泉の森ふれあい樹林 横浜市泉区 神奈川県 横浜市
神奈川県 早野聖地公園里山ボランティア 川崎市早野聖地公園早野の里 川崎市麻生区早野 神奈川県 川崎市
神奈川県 多摩丘陵の自然をまもる市民の会 多摩丘陵全域 多摩丘陵全域 神奈川県 川崎市
神奈川県 大蔵谷戸の自然に親しむ会 大蔵谷戸 川崎市宮前区 神奈川県 川崎市
神奈川県 大楠山自然公園整備組合 大楠山 横須賀市 神奈川県 横須賀市

神奈川県 丹沢大山クリーンピア２１ 丹沢大山地区
秦野市、伊勢原市、厚木市、山
北町、津久井町、清川村

神奈川県 厚木市

神奈川県 鳥作観の会　 小出川流域（周辺） 茅ヶ崎市 神奈川県 茅ヶ崎市
神奈川県 天王森泉公園友の会 天王森 横浜市泉区和泉町 神奈川県 横浜市
神奈川県 天皇森泉公園運営委員会 天皇森泉公園 横浜市泉区和泉町 神奈川県 横浜市
神奈川県 東京YWCA・神奈川県立五領ヶ台高校　 大磯町西小磯の川尻の谷戸 中郡大磯町西小磯、平塚市土屋 神奈川県 秦野市
神奈川県 藤沢探鳥クラブ 藤沢市川名緑地 藤沢市 神奈川県 藤沢市

神奈川県
特定非営利活動法人鎌倉広町台
峯の自然を守る会

広町（ひろまち）台峯（だいみね） 鎌倉市 神奈川県 鎌倉市

神奈川県 奈良川源流域を守る会 西谷戸 横浜市青葉区奈良町 神奈川県 横浜市
神奈川県 南万騎が原自然塾　 横浜市こども自然公園 横浜市旭区大池町 神奈川県 横浜市
神奈川県 二宮　まち探訪の会 二宮町とその周辺 中郡二宮町 神奈川県 中郡二宮町
神奈川県 鳩川・縄文の谷戸の会 鳩川・縄文の谷戸の会 相模原市磯部 神奈川県 相模原市

神奈川県
舞岡公園田園・小谷戸の里管理
運営委員会

舞岡公園田園　小谷戸の里 横浜市戸塚区舞岡町 神奈川県 横浜市

神奈川県 風の里 茅ヶ崎北部丘陵公園 茅ヶ崎市 神奈川県 茅ヶ崎市
神奈川県 平塚の自然を守る会 土屋芹沢風の谷 平塚市 神奈川県 平塚市
神奈川県 野庭馬洗川自然愛護会 馬洗川周辺の雑木林 横浜市港南区野庭町 神奈川県 横浜市
神奈川県 野歩稜会 三浦半島の自然が残っている山野 横浜、横須賀市金沢区大楠　 神奈川県 横須賀市
神奈川県 和泉川源流を楽しむ会 瀬谷市民の森 横浜市瀬谷区 神奈川県 横浜市
神奈川県 境川の斜面緑地を守る会 境川の斜面林、河畔林 大和市、相模原市、東京都町田市 神奈川県 相模原市
新潟県 きらら自然の会 名引山フィールド 西頸城郡青海町 新潟県 西頸城郡青海町
新潟県 にいがた森林（もり）の仲間（とも）の会 にいつ丘陵文化の森 新津市 新潟県 新津市金津
新潟県 ヤマセミの会 オオムラサキの森 東頸城郡大島村 新潟県 東頸城郡大島村
新潟県 三条ホタルの会 大崎山 三条市 新潟県 三条市
新潟県 寺泊地球塾 弥彦山野積地区 三島郡寺泊町 新潟県 長岡市
新潟県 自然観察同好会「野の鳥」 市内の河川敷と山など 三条市 新潟県 三条市
新潟県 （社）平成令終会（通称：雪国植物園） 雪国植物園 長岡市 新潟県 長岡市
新潟県 松村自然環境を守る会 西山 中蒲原郡村松町 新潟県 中蒲原郡村松町
新潟県 松之山自然友の会 須山 東頸城郡松之山町松口 新潟県 東頸城郡松之山町

新潟県 新潟県ホタルの会 内 新潟県 三島郡越路町
新潟県 新潟県自然観察指導員の会 木津観音山、佐潟、十日町公園（ライオンズの森） 十日町市宮下町 新潟県 十日町市
新潟県 菅名岳自然観察会 菅名岳 五泉市 新潟県 中蒲原郡村松町
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地

新潟県 東蒲自然同好会 新潟県内東蒲原、北蒲原、中蒲原郡内
北蒲原郡安田町、中蒲原郡横越
町、東蒲原郡上川

新潟県 新潟市

新潟県
特定非営利活動法人　渓流再生
フォーラム

全域 新潟県 新潟市

新潟県 日本雁を保護する会 朝日池、鵜の池 中頚城郡大潟町 新潟県 上越市
新潟県 日本野鳥の会新潟県支部 山本山 小千谷市 新潟県 長岡市
新潟県 瓢湖の白鳥を守る会 白鳥の湖”瓢湖” 北蒲原郡水原町 新潟県 北蒲原郡水原町
新潟県 豊栄自然観察指導員の会 豊栄市とその周辺 豊栄市 新潟県 豊栄市
新潟県 里山自然塾　 木もれ日の遊歩道 新津市金津地区 新潟県 新津市

新潟県 流域交流ネットワーク
新潟を流れる河川流域市町村と新潟県に隣接
する市町村

新潟県 新発田市

新潟県 大蓮華山保勝会 朝日県立自然公園、中部山岳国立公園 下新川郡朝日町 富山県 下新川郡朝日町
富山県 とやま森林づくりボランティア 富山県林業試験場樹木園 中新川郡立山町 富山県 富山市
富山県 みちくさ会 万願寺、寺家、猿倉地区 上新川郡大沢野町 富山県 富山市
富山県 新川森林組合 ふれあいの森 魚津市島尻村 富山県 魚津市
富山県 富山市ファミリーパーク 富山市ファミリーパーク 富山市 富山県 富山市
石川県 （社）石川の森づくり推進協会 白峰村西山パイロット跡地 石川郡白峰町 石川県 金沢市
石川県 鴨池田んぼクラブ 片野鴨池 加賀市片野町 石川県 加賀市
石川県 金沢ホタルの会 七瀬川 金沢市 石川県 金沢市
石川県 金沢大学「角間の里山自然学校」 金沢大学角間キャンパス内「里山ゾーン」 金沢市 石川県 金沢市
石川県 小松市自然保護協会 小松市 石川県 小松市
石川県 石川県巨樹の会 石川県 金沢市
石川県 石川県自然解説員研究会 全域 石川県 小松市
福井県 （社）福井県緑化推進委員会 みどり世紀の森(嶺南) 福井市脇三ヶ町 福井県 坂井郡丸岡町
福井県 こどもエコクラブ緑と水の探検隊 中池見 敦賀市 福井県 敦賀市
福井県 ドラゴンリバー交流会 福井県九頭竜川水系流域24市町村 福井県 福井市
福井県 ナチュラリスト敦賀・緑と水の会 中池見湿地 敦賀市 福井県 敦賀市
福井県 ふくい緑ネイチャーゲームの会 足羽山 福井市 福井県 福井市
福井県 日本生物多様性防衛ネットワーク 中池見湿地と周辺 敦賀市 福井県 敦賀市
福井県 日本泥炭湿地保全協議会 中池見湿地 敦賀市樫曲区 福井県 福井市
福井県 日本野鳥の会福井県支部 食見地区周辺 三方郡三方町 福井県 遠敷郡上中町
福井県 福井県フォレストサポーターの会 八ツ杉千年の森 今立郡今立町別印 福井県 今立郡今立町
福井県 福井県自然観察指導員の会 六呂師高原 大野市南六呂師町 福井県 大野市

山梨県
ノラやまなし�（自然観察指導員山
梨県連絡会）

愛宕山こどもの国 甲府市 山梨県 東山梨郡牧丘町

山梨県 まちづくり時習塾 めだかの里 中巨摩郡田富町山之神 山梨県 中巨摩郡田富町
山梨県 やまなしの環境共生会議 釜無川、御勅使川 山梨県 中巨摩郡白根町
山梨県 財団法人キープ協会 清里高原　 北巨摩郡高根町清里 山梨県 北巨摩郡高根町
山梨県 山中湖ほたる愛護会 南都留郡山中湖村山中 山梨県 南都留郡山中湖村

山梨県 小渕沢里山クラブ 北巨摩郡小渕沢町 山梨県 北巨摩郡小淵沢町

山梨県 日本野鳥の会富士山麓支部 山梨県 富士吉田市
山梨県 富士急行（株） 大出山 南都留郡山中湖村 山梨県 富士吉田市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
山梨県 日本高山植物保護協会 全国の高山 山梨県 甲府市
山梨県 小田川ホタル愛護会 にらさきホタルの里 韮崎市中田町小田川 山梨県 韮崎市
長野県 （財）日本野鳥の会　伊那支部 仲仙寺探鳥会 伊那市西箕輪羽広 長野県 上伊那郡箕輪町
長野県 （社）信州の緑と野鳥を守る会 長野県内の森林全域 長野県 岡田町
長野県 KK槍沢ロッヂ 槍沢 南安曇郡安曇村 長野県 松本市

長野県
クビワコウモリを守る会・信州ワシ
タカ類渡り調査研究グループ

乗鞍高原、鈴蘭周辺 南安曇郡安曇村鈴蘭 長野県 安曇村

長野県 しろうま自然の会 落倉一帯 北安曇郡白馬村北城 長野県 北安曇郡白馬村
長野県 ネイチャーナビゲーター　キオラ 上伊那地域 駒ヶ根市 長野県 伊那市

長野県 はなのき友の会
太田種穂、ハナノキ自生地、唐沢、上郷、備
中原、春日、西平、三ッ山それぞれのハナノ

飯田市、下伊那郡阿智村 長野県 飯田市

長野県
ピッキオ/星野ワイルドライフリ
サーチセンター

国設軽井沢野鳥の森 北佐久郡軽井沢町長倉 長野県 北佐久郡軽井沢町

長野県 安曇野環境ふぉーらむ「八面大王」 安曇野北アルプス山麓 大町市、南安曇野郡 長野県 南安曇郡穂高町
長野県 一の瀬の景観を考える会 乗鞍高原（主に一の瀬園地） 南安曇郡安曇村 長野県 南安曇郡安曇村
長野県 環境会議・諏訪 カシガリ山 茅野市 長野県 諏訪市
長野県 宮田小学校 こもれびの森 上伊那郡宮田村 長野県 駒ヶ根市
長野県 戸隠の水と緑を守る会 上水内郡戸隠村 長野県 上水内郡戸隠村
長野県 戸倉山ブナを育てる会 中山区区有林 駒ヶ根市中山区 長野県 駒ヶ根市

長野県
湖南公民館・サワヤカネット
ワークイン湖南

諏訪市西山一帯の霧ヶ峰 諏訪市 長野県 諏訪市

長野県 自然観察の会ひこばえ アルプス公園（開園部と拡張予定地） 松本市蟻ヶ崎 長野県 松本市

長野県 信州フォレストワーク（Ｓ．Ｆ．Ｗ）
上田市、小谷町、真田町、松本市、伊那市、
明科町、美鈴湖東岸森林

松本市 長野県 松本市

長野県 森を育む会 十二天の森 駒ヶ根市 長野県 駒ヶ根市
長野県 森倶楽部21 明科町長峰山パノラマパーク 東筑摩郡明科町 長野県 松本市
長野県 人と自然美しの会 松本市アルプス公園拡張予定地 松本市 長野県 南安曇郡堀金村
長野県 菅平の自然研究会 菅平湿原 小県郡真田町菅平高原 長野県 小県郡真田町
長野県 星糞峠自然史研究会スターダスト 星糞峠 小県郡長門町 長野県 南安曇郡穂高町
長野県 大平宿をのこす会 信州いろりの里、大平宿 飯田市 長野県 飯田市
長野県 地球クラブ 小県郡青木村当郷 長野県 小県郡青木村
長野県 長池の会 長野県内各地 長野県 下高井郡山ノ内町

長野県
長池の会・長野県自然保護研究所友
の会

(長野県飯綱高原）大谷地湿原 長野市上ヶ屋 千葉県 船橋市

長野県
長野県（自然観察インストラク
ター・自然保護指導員）

霧ヶ峰高原　他 諏訪郡富士見町、茅野市下諏訪町 長野県 諏訪郡富士見町

長野県 長野自然観察の会 須坂市坂田、鎌田山、坂田山 須坂市 長野県 長野市
長野県 田毎の月棚田保存同好会 田毎の月棚田保存 更埴市 長野県 大字南長野
長野県 楢川村公民館・楢川村教育委員会 木曽郡楢川村 長野県 木曽郡楢川村
長野県 麻績村公民館自然観察会 麻績村 東筑摩郡麻績村 長野県 東筑麻郡麻績村
長野県 霧が峯の自然を愛する会 茅野市豊平地区 長野県 諏訪郡下諏訪町
長野県 東京YWCA 東京YWCA 野尻キャンプ 上水内郡信濃町富農 神奈川県 秦野市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
長野県 信州鍋倉山小舎ブナ林観察会 信州鍋倉山（ブナ林） 飯山市 神奈川県 神奈川平塚市

岐阜県
オーク・ウ゛ィレッジ森の自然学
校・森林たくみ塾

大野郡清見村 岐阜県 大野郡清見村

岐阜県
シデコブシと自然が好きな会・土岐
市植物友の会

土岐市内全域 土岐市 岐阜県 土岐市

岐阜県 どんぐりからの会 国指定堂之上遺跡 大野郡久々野町 岐阜県 高山市
岐阜県 ネイチャーネットワーク中津川 胞山県立公園とその周辺 中津川市 岐阜県 中津川市
岐阜県 はりんこネットワーク はりんこネットワーク 大垣市本今町 岐阜県 大垣市
岐阜県 みどりの会 多治見市 岐阜県 多治見市
岐阜県 みの国民参加の森林づくりをすすめる会 半布ヶ丘公園、御殿山 美濃加茂市三和町、加茂郡富加町 岐阜県 加茂郡富加町
岐阜県 メタセコイアの森の仲間たち 郡上八幡自然園 郡上郡八幡町 岐阜県 郡上郡八幡町

岐阜県
ものかも文化の森及び美濃加茂市民
ミュージアム

みのかも文化の森 美濃加茂市蜂屋町 岐阜県 美濃加茂市

岐阜県 ヤマセミの会 岐阜県 益田郡萩原町
岐阜県 各務原市シデコブシを守る会 福祉の里　湿地 各務原市須衛町 岐阜県 各務原市
岐阜県 岐阜県植物研究会・濃飛自然研究会 みたけの森 可児郡御嵩町 岐阜県 可児市
岐阜県 岐阜山遊会 金華山（別称：稲葉山） 岐阜市千畳敷 岐阜県 岐阜市
岐阜県 恵那シデコブシ保存会 保古山、花無山、夕立山、笠置山、飯地高原 恵那市 岐阜県 恵那市
岐阜県 山林を知る会 大野郡宮村 岐阜県 高山市
岐阜県 自然ウォッチング会 吉城郡神岡町 岐阜県 吉城郡神岡町
岐阜県 自然観察サークル　ヤマセミの会 峰一合 益田郡下呂町 岐阜県 益田郡下呂町
岐阜県 森と水辺の技術研究会 渡辺　昇さん所有のアカマツ二次林 岐阜市太郎丸 岐阜県 岐阜市
岐阜県 森をつくろう会 多治見市三の倉市民の里「地球村」 多治見市三の倉猪場 岐阜県 多治見市

岐阜県
大垣市南市橋杭瀬川の蛍を守る会、
杭瀬川の桜保存会

大垣市南市橋町 岐阜県 大垣市

岐阜県 中みの里山の会 ぶどうの森、大岩不動 関市 岐阜県 美濃市
岐阜県 天徳もんじゃの森 天徳もんじゃの森 瑞浪市土岐町 岐阜県 瑞浪市
岐阜県 木曽川を愛する会 木曽川トンボ天国 羽島郡笠松町 岐阜県 羽島郡笠松町
岐阜県 里山ネットワークぎふ ふどうの森 関市上迫間 岐阜県 岐阜市
岐阜県 日本ユースセミナー協会（ＪＹＳ） 岳見高原自然観察会 瑞浪市大湫町 愛知県 名古屋市
静岡県 サンクチュアリジャパン 遠州灘海岸 浜松市 静岡県 浜松市
静岡県 しずおか環境教育研究会 杉山さんちの田んぼ（田んぼの学校あさはた分校） 静岡市 静岡県 静岡市
静岡県 ずしゃ立 ずしゃ立 静岡県 静岡市
静岡県 のらり会 静岡県 静岡市
静岡県 安倍藁科川漁業組合 静岡市 静岡県 静岡市
静岡県 遠州自然研究会 カタクリの里 磐田郡水窪 静岡県 浜松市
静岡県 桶ヶ谷沼を考える会 桶ヶ谷沼 磐田市 静岡県 磐田市
静岡県 柿田川みどりのトラスト 柿田川流域 駿東郡清水町 静岡県 駿東郡清水町
静岡県 御殿場ライオンズクラブ 御殿場市中畑　富士山御殿場口新5合目上付近 静岡県 御殿場市
静岡県 志太榛原郷づくり倶楽部 志多橿原県行政センター 榛原郡川根町 静岡県 藤枝市

静岡県 自然と歴史を訪ねる会 ふれあい仲間の研修用雑木林
袋井市宇刈字三沢ヶ谷、掛川市
吉岡字下平

静岡県 袋井市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
静岡県 共栄火災エコーの森友の会 共栄火災エコーの森 裾野市 東京都 港区
静岡県 小笠自然を訪ねる会 小笠山 掛川市及び袋井市、大東町 静岡県 掛川市
静岡県 静岡県環境部自然ふれあい教室 静岡県立浜北森林公園 浜北市 静岡県 浜松市
静岡県 静岡県厚生年金受給者協会連合会 富士山 富士宮市 静岡県 静岡市
静岡県 静岡県自然観察学習指導員　 静岡県立森林公園 浜北市根堅 静岡県 浜松市
静岡県 静岡県青年団連絡協議会 青年の山 田方郡、富士市、周智郡 静岡県 静岡市
静岡県 静岡昆虫同好会 静岡県全域 静岡県 静岡市
静岡県 大井川倶楽部 大井川流域 島田市、柏原郡 静岡県 島田市
静岡県 天城山の自然を守り育てる会 皮子沢　水を育む森 田方郡中伊豆町 静岡県 田方郡中伊豆町

静岡県
東京大学大学院農学生命科学研究科
附属演習林樹芸研究所

東京大学農学生命科学研究科附属演習林 賀茂郡南伊豆町 静岡県 賀茂郡南伊豆町

静岡県 浜松市アドベンチャークラブ 磐田郡水窪町 静岡県 浜松市
静岡県 富士宮自然観察の会 富士宮市 静岡県 富士宮市
静岡県 富士山ナショナル・トラスト 富士山御殿場登山口五合目付近 御殿場市 静岡県 御殿場市
静岡県 富士山の自然を守る会 富士山麓南西部 富士宮市 静岡県 富士宮市
静岡県 富士山「まなびの森」 富士山「まなびの森」 富士宮市粟倉区 東京都 新宿区
静岡県 富士自然観察の会 丸火自然公園 富士市大渕 静岡県 富士市
静岡県 富士川自然観察会 富士川河川敷 庵原郡富士川町蒲原 静岡県 庵原郡富士川町

静岡県
富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会
伊東支部

池地区 伊東市 静岡県 伊東市

静岡県
明るい社会づくり運動静岡県協議会
中伊豆支部・天城の自然を守る会

中伊豆町上、中、下3地区 田方郡中伊豆町 静岡県 田方郡中伊豆町

静岡県 野路会 桶ヶ沼周辺地域 磐田市 静岡県 袋井市
静岡県 連合静岡 富士山2合目 富士市 静岡県 静岡市
愛知県 いけだエコクラブ あいち健康の森公園 大府市森岡町 愛知県 大府市
愛知県 エコの森クラブ トヨタの森フォレスタヒルズ 豊田市岩倉町 愛知県 豊田市
愛知県 てんぱくプレーパークの会 天白公園 名古屋市天白区 愛知県 名古屋市
愛知県 トヨタ自動車（株）環境緑化ワーキング・グループ フォレスタヒルズ・モデル林 豊田市 愛知県 豊田市
愛知県 ドラゴンネットワーク 記念樹の森 北設楽郡豊根村 愛知県 北設楽郡豊根村
愛知県 ねいちゃーうぉっちんぐの会 猪高緑地 名古屋市名東区猪高町 愛知県 名古屋市
愛知県 ふるさとの自然を愛するスズサイコの会 新郷瀬川の右岸 犬山市 愛知県 犬山市
愛知県 ふるさと再生実行委員会 田町川 新城市入船 愛知県 新城市

愛知県
ものみ山自然観察会・国営瀬戸海上
の森里山公園構想をすすめる連絡会

瀬戸市「海上の森」 瀬戸市 愛知県 瀬戸市

愛知県
愛知県額田町「町林材業振興を考え
る会」支援隊

額田町の山林全域 額田郡額田町 愛知県 名古屋市

愛知県 壱町田湿地を守る会 壱町田湿地植物群落 知多郡武豊町 愛知県 知多郡武豊町

愛知県
奥三河自然保護研究会・新城市自然
生物調査会

新城市内 新城市 愛知県 新城市

愛知県 岡崎市立秦梨小学校 学校林 岡崎市秦梨町 愛知県 岡崎市
愛知県 岡崎野鳥の会 中央総合公園 岡崎市小美町 愛知県 岡崎市
愛知県 額田の自然を知る会 暗苅渓谷 額田郡額田町 愛知県 額田郡幸田町
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
愛知県 宮前の森林倶楽部 宮前の森林 豊田市宮前町 愛知県 豊田市
愛知県 犬山市エコアップリーダー 犬山市内　東京大学演習林 犬山市 愛知県 犬山市
愛知県 犬山市自然保護審議会：エコアップ 犬山市 愛知県 犬山市
愛知県 工房Ｍ 犬山市大字善師野字奥田洞 愛知県 犬山市
愛知県 雑木林研究会 名古屋市 愛知県 名古屋市
愛知県 三州蛍を守る会 愛知県 東加茂郡足助町
愛知県 篠目桜・ほたる同好会 安城市篠目町 愛知県 安城市
愛知県 春の小川 渥美郡赤羽根町 愛知県 渥美郡赤羽根町
愛知県 常滑野鳥の会　ミサゴ 桧原公園、桧原大池 常滑市 愛知県 常滑市
愛知県 新海池公園自然観察会 新海池公園 名古屋市緑区鳴海町 愛知県 名古屋市
愛知県 森羅21 天晴れ山 西加茂郡藤岡町折平 愛知県 西加茂郡藤岡町
愛知県 瀬戸市效範みどりの少年団 瀬戸市内 瀬戸市 愛知県 瀬戸市

愛知県
瀬戸自然の会・海上の森自然観察
会・愛知県自然観察指導員連絡協議

海上の森 瀬戸市海上町 愛知県 尾張旭市

愛知県 西三河野鳥の会 西三河 蒲郡市、知立市、豊田市、安城市、岡崎市 愛知県 安城市
愛知県 相生山緑地オアシスの森くらぶ 相生山緑地 名古屋市（南区） 愛知県 名古屋市
愛知県 相生山緑地自然観察会 相生山緑地 名古屋市天白区 愛知県 名古屋市
愛知県 大森自然観察会 大森八竜湿地 名古屋市守山区 愛知県 名古屋市
愛知県 知多半島里山ネットワーク 知多半島 半田市を中心とした知多半島全域 愛知県 半田市
愛知県 中日森友隊 中日森友隊の森 設楽町 愛知県 名古屋市
愛知県 猪高緑地の自然を守る会 猪高緑地内 名古屋市名東区 愛知県 名古屋市
愛知県 東浦野鳥保護研究会 高根の森、オオタカの里、境川河口 知多郡東浦町 愛知県 知多郡東浦町
愛知県 東山自然観察会 東山公園 名古屋市千種、名東、天白区 愛知県 名古屋市
愛知県 二村山自然観察会 二村山自然観察会 豊明市沓掛 愛知県 豊明市阿野町
愛知県 日本野鳥の会愛知県支部 海上の森 瀬戸市　 愛知県 名古屋市

愛知県
日本野鳥の会愛知県支部平和公園鳥
類調査グループ

平和公園（南部地区） 名古屋市千種区田代町平和公園 愛知県 名古屋市

愛知県 半田ミニ自然観察会 任坊山公園 半田市 愛知県 半田市
愛知県 尾張自然観察会 定光寺山地 瀬戸市 愛知県 春日井市
愛知県 尾張自然観察会・明徳公園自然観察会 明徳公園 名古屋市名東区猪高町藤森大学香流 愛知県 名古屋市

愛知県 尾張野鳥の会
名古屋市、瀬戸市、豊田市、小牧
市、尾張旭市、弥富町、三重県長島

愛知県 尾張旭市

愛知県 美浜町里山保全クラブ 内扇の里山 知多郡美浜町 愛知県 知多市
愛知県 平原ゲンジボタルの里保存会 平原ゲンジボタルの里 西尾市 愛知県 西尾市
愛知県 平戸橋自然観察会「草だらけの会」 草だらけの会 豊田市青木町 愛知県 豊田市
愛知県 豊田市自然愛護協会 御船湿地、亀首湿地、矢並湿地 豊田市 愛知県 豊田市
愛知県 豊田植物友の会 愛知県 豊田市
愛知県 名古屋市水辺研究会 小幡緑地公園 名古屋市守山区 愛知県 名古屋市
愛知県 名東自然倶楽部 猪高緑地 名古屋市名東区猪高町 愛知県 名古屋市
愛知県 矢田・庄内川をきれいにする会、ｗｃ会 才井戸流 名古屋市守山区　中志段味地区 愛知県 名古屋市
愛知県 学生森林ボランティア「ＩＲＩＳ」 豊田市 愛知県 豊田市
三重県 （財）日本野鳥の会　三重県支部 斎宮池、曽井山 四日市市曽井町 三重県 四日市市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
三重県 YAMAGA OUTDOOR SCHOOL 藤原町古田地区 員弁郡藤原町古田 三重県 桑名市
三重県 あつまろらい 南牟婁郡御浜町志原 三重県 南牟婁郡御浜町
三重県 グリーンボランティア「森林づくり三重」 三重県民の森 三重郡菰野町 三重県 津市
三重県 なみくれｉｎ宮川自然観察会 床の木の棚田 伊勢市矢持町 三重県 度会郡御薗村
三重県 はじめの一歩会 芸濃町全域 安芸郡芸濃町 三重県 安芸郡芸濃町
三重県 ホタル・ユリの会 ふるさとの森公園 阿山郡阿山町 三重県 阿山郡阿山町
三重県 よっかいち緑の会 御池沼沢植物群落とその周辺里山 四日市市西坂部町御舘 三重県 四日市
三重県 阿漕浦勇の会 夢窓苑 久居市森町 三重県 安芸郡安濃町
三重県 鵜方緑の少年少女隊 創造の森横山、その周辺 志摩郡阿児町鵜方 三重県 志摩郡阿児町
三重県 三重の里山を考える会 柏尾原学習林 久居市明神町 三重県 津市

三重県
三重県自然観察指導員連絡会、伊勢志摩
国立公園パークボランティア連絡会 三重県民の森 三重郡菰野町 三重県 四日市市

三重県 四日市自然保護推進委員会 四日市市内 四日市 三重県 四日市市

三重県
志摩自然の会「ほんだわら」　志摩
半島野生動物研究会

アラ方の山 志摩郡志摩町越賀 三重県 志摩郡志摩町

三重県 視全感察快(会) 亀山市椿世町 三重県 亀山市
三重県 自然観察指導員三重連絡会 白米城（阿坂城） 松阪市大阿坂町 三重県 松阪市

三重県
自然観察指導員三重連絡会　神戸の
里山探検隊

神戸の里山 津市 三重県 津市

三重県 松坂に緑をふやす会 松阪市内公共施設など（博物館、公民館、公園など） 松阪市 三重県 松阪市
三重県 松阪自然探究会 松阪市 三重県 松阪市
三重県 松商総合生物研究 松阪商業高校裏山 松阪市 三重県 松阪市
三重県 大仏山自然クラブ 大仏山周辺 多気郡明和町，度会郡小俣町、玉城町 三重県 度会郡小俣町
三重県 朝熊山愛好会 朝熊山 伊勢市朝熊町 三重県 伊勢市
三重県 鎮守の森を夢見る会 夢の森 一志郡美杉村 三重県 一志郡美杉村
三重県 特定非営利活動法人「阿漕浦友の会」 久居市森町 三重県 津市
三重県 南勢テクテク会 三重県度会郡南勢町全域 度会郡南勢町 三重県 度会郡南勢町
三重県 日野親睦会 風致地区「裏山ふるさとの道と公園」 四日市市西日野町 三重県 四日市市
三重県 立田小学校 立田 員弁郡藤原町 三重県 員弁郡北勢町

三重県
緑のNPO活動支援センター（（財）
三重県環境保全事業団内）

津市神戸地区の里山 津市 三重県 安芸郡河芸町

三重県 ラブネイチャークラブ 鈴鹿山麓湯の山 三重郡菰野町 愛知県 名古屋市
滋賀県 エコライフin甲賀／甲賀植物観察会 甲賀町南部と東部 甲賀郡甲賀町 滋賀県 甲賀郡甲賀町
滋賀県 かぶと山を守る会 坂田郡近江町 滋賀県 坂田郡近江町
滋賀県 びわぎんボランティア活動支援委員会 奥島国有林 近江八幡市 滋賀県 大津市
滋賀県 びわこネイチャーゲームの会 大津市 滋賀県 大津市
滋賀県 やぶこぎ探検隊 「夢の森」 滋賀郡志賀町 滋賀県 滋賀郡志賀町
滋賀県 鴨と蛍の里づくりグループ 三島池周辺天野川水系 坂田郡山東町 滋賀県 坂田郡山東町
滋賀県 朽木いきものふれあいの里（滋賀県立） 朽木いきものふれあいの里 高島郡朽木村 滋賀県 高島郡朽木村

滋賀県
栗東自然観察の森ネイチャー・ボラ
ンティア・レンジャー友の会（Ｎ．

栗東自然観察の森 栗太郡栗東町 滋賀県 栗太郡栗東町

滋賀県 滋賀県森林センター 滋賀県内各地 滋賀県 野洲郡野洲町
滋賀県 滋賀県立朽木いきものふれあいの里友の会 滋賀県立朽木いきものふれあいの里センターゾーン 高島郡朽木村 滋賀県 高島郡朽木村
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
滋賀県 滋賀山友会 比良山系、鈴鹿山系、伊吹山 滋賀県 大津市
滋賀県 滋賀自然環境研究会 全域 滋賀県 彦根市
滋賀県 滋賀自然観察指導者連絡会 坂田郡近江町 滋賀県 坂田郡近江町
滋賀県 滋賀自然観察指導者連絡会彦愛犬支部 多賀野鳥の森 犬上郡多賀町 滋賀県 彦根市
滋賀県 滋賀棚田保全の会 畑棚田 高島郡高島町畑 滋賀県 大津市
滋賀県 自然と遊びの会 大津市 滋賀県 大津市
滋賀県 秦荘町自然観察会 秦川山 愛知郡泰荘町 滋賀県 愛知郡秦荘町
滋賀県 石山螢・ほたるの宮保存会 石山寺周辺 大津市 滋賀県 大津市
滋賀県 大津市自然保護指導員連絡会 音羽山地域 大津市 滋賀県 大津市
滋賀県 淡海森林クラブ 金勝の森林 栗太郡栗東町 滋賀県 野州郡野洲町
滋賀県 明日の世界をよくする会 中堤溜池 愛知郡湖東町 滋賀県 愛知郡湖東町
滋賀県 遊林会 河辺いきものの森 八日市市建部北町 滋賀県 八日市市
滋賀県 特定非営利活動法人　自然と緑 滋賀郡志賀町 大阪府 大阪市

滋賀県
滋賀県立朽木いきものふれあいの里
インタープリター

滋賀県立朽木いきものふれあいの里 高島郡朽木村柏 滋賀県 京都府亀岡市

京都府 （財）京都ユースホステル協会環境事業部 百井青少年村 京都市左京区大原百井町 京都府 京都市
京都府 オニバスを守る会 平の沢 亀岡市馬路田町 京都府 亀岡市
京都府 サン・フォレスター 山城町　サン・フォレスターの森 相楽郡山城町 京都府 相楽郡山城町
京都府 フィールド・ソサエティー 大文字山 京都市左京区 京都府 京都市
京都府 みどりの会「山城」 山城町森林公園 相楽郡山城町 京都府 木津町
京都府 やましろ里山の会 木津川周辺 京田辺市打田 京都府 京田辺市
京都府 京都キャンプ協会 百井キャンプ場 京都市左京区大原百井 京都府 京都市
京都府 京都野鳥の会 桂坂野鳥遊園 京都市西京区桂坂 京都府 京都市
京都府 小倉山をみつめる会 小倉山 京都市右京区嵯峨小倉山町 京都府 京都市学
京都府 上高野の自然と文化を学ぶ同史会 京都市左京区 京都府 京都市
京都府 森林ボランティアフォレスターうじ 天ヶ瀬森林公園 宇治市槙島町 京都府 宇治市
京都府 世屋の里協会 世屋高原 宮津市上世屋 京都府 宮津市
京都府 大江山自然愛好会 京都府 加佐郡大江町
京都府 大内峠保勝会 与謝郡岩滝町字弓木 京都府 与謝郡岩滝町

京都府
特定非営利活動法人みどりのまちづ
くり研究所

小野の里 京都市山科区小野 京都府 京都市

京都府 八幡自然塾 男山及び三川合流地点 京都府八幡市 京都府 京都府八幡市

京都府
福知山市学校教育振興会・環境教育
研究部

烏ヶ岳 福知山市 京都府 矢田郡夜久野

京都府 福知山自然科学協力員会 三段池公園及びその周辺 福知山市字猪崎町 京都府 福知山市
京都府 雄徳山みやびの森愛護会 男山 八幡市 京都府 八幡市
大阪府 （財）大阪みどりのトラスト協会 大沢の森 三島郡島本町 大阪府 大阪市
大阪府 とりの会 高田里山 泉南郡熊取町 大阪府 泉南郡熊取町
大阪府 みのお山自然の会 箕面、箕面山 箕面市 大阪府 箕面市
大阪府 茨木ふるさとの森林つくり隊 茨木近辺の里山 茨木市 大阪府 茨木市

大阪府
河内長野市環境経済部農とみどりの
整備課

岩湧の森 河内長野市加賀田 大阪府 河内長野市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
大阪府 五月山グリーンエコー 五月山公園 池田市 大阪府 池田市
大阪府 三ツ池の自然を考える会 三ツ池 寝屋川市 大阪府 寝屋川市

大阪府
紫金山のみどりを守る会・吹田自然
観察会

紫金山公園 吹田市 大阪府 吹田市

大阪府 自然と本の会 俎石山周辺 阪南町 大阪府 阪南市
大阪府 自然観察学習館 日本万国博覧会記念公園 吹田市 大阪府 吹田市
大阪府 松下グリーンボランティア倶楽部 松下電器労組休暇村「ユニトピアささやま」 篠山市 大阪府 守口市
大阪府 吹田勤労者山岳会自然保護部 箕面公園 箕面市箕面 大阪府 池田市
大阪府 吹田自然観察会 吹田市紫金山公園 吹田市岸部町 大阪府 吹田市
大阪府 尊延寺の自然を守る会 尊延寺地区 枚方市　 大阪府 枚方市
大阪府 池田・人と自然の会 五月山周辺 池田市 大阪府 池田市
大阪府 池島・福万寺カワセミ楽会 池島福万寺地区 八尾市、東大阪市 大阪府 八尾市
大阪府 島熊山の雑木林を守る会 千里緑地 豊中市 大阪府 豊中市
大阪府 日本森林ボランティア協会 箕面国有林 箕面市 大阪府 大阪市
大阪府 鉢ヶ峯の自然を守る会 堺市南部丘陵地 堺市　 大阪府 堺市
大阪府 飯盛・北条の里山を保全する会 大東北条の里山 大東市 大阪府 大阪市
大阪府 枚方自然探査会 枚方市 大阪府 枚方市
大阪府 箕面・山麓保全検討委員会 山麓地域 箕面市山麓部 大阪府 大阪市
大阪府 箕面ナチュラリストクラブ 如意台コース他 箕面市 兵庫県 川西市

大阪府
箕面北部の自然と開発を考える府民
の会

止々呂美の森 箕面市　箕面北部丘陵 大阪府 箕面市

大阪府 野崎・飯盛山と緑を保護する会 野崎観音裏山 大東市野崎 大阪府 大東市
大阪府 里山倶楽部 河南町待尾 南河内郡河南町 大阪府 富田林市

兵庫県
（株）フェリシモ　フェリシモの森
基金事務局

フェリシモの森基金 兵庫県 神戸市

兵庫県 あまがさき山仕事体験隊 尼崎高原ロッジ 川辺郡猪名川町 兵庫県 尼崎市
兵庫県 オグラコウホネの会 黒井川 氷上郡春日町 兵庫県 氷上郡青垣町
兵庫県 かすがの自然を探る会 春日町内全域 氷上郡春日町 兵庫県 氷上郡春日町
兵庫県 こうべ森の小学校 再度公園 神戸市北区山田町 兵庫県 神戸市
兵庫県 とちわらこども自然体験キャンプ場 栃原 宍粟郡安富町 兵庫県 神戸市
兵庫県 ネイチャー・アソシエイション 大町の丘 津名郡津名町 兵庫県 津名郡津名町

兵庫県
ばあぴ連（バームクーヘン・アルプ
ホルン・ピザ普及連盟）

神戸市北区山田町 兵庫県 明石市

兵庫県 ひょうご自然教室 兵庫県 姫路市
兵庫県 ひょうご森の倶楽部　 城山、墓山 神戸市西区伊川谷町 兵庫県 神戸市
兵庫県 ブナを植える会 兵庫県内但馬地方及び六甲山 但馬地方 兵庫県 神戸市

兵庫県
ぶなを植える会・ふるさと青年協力
する会

但馬地方 但馬地方多町村 兵庫県 神戸市

兵庫県 べにてんぐの会 播磨科学公園都市
赤穂郡上郡町、佐用郡三日月町、揖
保郡新宮町、相生市

兵庫県 揖保郡新宮町

兵庫県 奥須磨公園にトンボを育てる会 奥須磨公園 神戸市須磨区 兵庫県 神戸市
兵庫県 押部谷の自然に学ぶ会 神戸市西区押部谷町 兵庫県 神戸市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
兵庫県 三田自然教室　 三田藍本サンキュウ荘 三田市藍本日出坂 兵庫県 三田市
兵庫県 三木自然愛好研究会 三木ふれあいの里 三木市細川町増田 兵庫県 三木市
兵庫県 山南町葛のつる工芸研究会 氷上郡山南町 兵庫県 氷上郡山南町
兵庫県 自然ワンダークラブ 京阪神の山と森 兵庫県 尼崎市
兵庫県 社団法人　兵庫県自然保護協会 県下一円 兵庫県 神戸市
兵庫県 神戸エコアップ研究会 奥須磨公園 神戸市須磨区多井畑 兵庫県 神戸市
兵庫県 青垣いきものふれあいの里 青垣町内、但馬地方、青垣いきものふれあいの里 氷上郡青垣町 兵庫県 氷上郡青垣町
兵庫県 川西自然教室 市域全体の残された自然 川西市 兵庫県 川西市
兵庫県 丹波自然友の会 兵庫県氷上郡及び篠山市 氷上郡、篠山市 兵庫県 氷上郡柏原町
兵庫県 丹波農村ビオトープ連絡会 兵庫県丹波地域 氷上郡及び篠山市内9ヶ所 兵庫県 氷上郡山南町
兵庫県 猪名川の自然と文化を守る会 猪名川自然林 尼崎市 兵庫県 尼崎市

兵庫県
特定非営利活動法人　兵庫県ネイ
チャーゲーム協会

とちっぱの森 美方郡美方町新屋 兵庫県 美方群美方町

兵庫県 南但馬の自然を考える会 南但馬地域を中心
養父郡大屋町、養父町、関宮町、八
鹿町　　朝来郡生野町、朝来町、山

兵庫県 養父郡八鹿町

兵庫県
日本ボーイスカウト西宮第9団（西
宮自然保護協会）

兵庫県立（西宮）甲山森林公園及びその周辺 西宮市甲山町 兵庫県 西宮市

兵庫県 日本野鳥の会兵庫県支部 近江寺裏山 神戸市西区押部谷町 兵庫県 神戸市
兵庫県 姫路昆虫同好会 兵庫県 姫路市
兵庫県 宝塚市自然保護協会 宝塚市全域 宝塚市 兵庫県 宝塚市

兵庫県
宝塚市自然保護協会　県立伊丹北高
等学校自然科学部

宝塚市 兵庫県 伊丹市

兵庫県 無名ゼミ 姫路市自然観察の森 兵庫県 姫路市
兵庫県 里山遊び研究会 藍本 三田市 兵庫県 神戸市
奈良県 グリーンボランティアならクラブ 矢田山遊びの森 奈良市、大和郡山市、生駒市 奈良県 奈良市
奈良県 橿原市昆虫館 万葉の森 橿原市戒外町 奈良県 橿原市
奈良県 自由空間「ねん」 柳生の里（仮） 奈良市 奈良県 奈良市
奈良県 秋篠川源流を愛し育てる会 秋篠川上流部 奈良市中山町 奈良県 奈良市

奈良県
特定非営利活動法人奈良ネイチャー
ネット

里山クラブ 高市郡高取町車木 奈良県 高市郡高取町

奈良県 奈良県野生生物保護委員会 和歌山県、三重県、奈良県全域と紀伊半島 奈良県 天理市
奈良県 柳生自然塾 柳生五郎ヶ谷 奈良市柳生町 奈良県 奈良市
奈良県 有志 矢田丘陵休耕田 生駒市乙田町 奈良県 北葛城郡王寺町

奈良県
社会福祉法人聖フランシスコ会
「レーベンス・シューレ」

レーベンス・シューレ 宇陀郡御杖村 大阪府 大阪市

和歌山県 はしもと里山保全アクションチーム 芋谷・橋本市「郷土の森」 橋本市柱本 和歌山県 橋本市
和歌山県 はまゆうを咲かそう会 日高郡由良町 和歌山県 日高郡
和歌山県 貴志川ゲンジボタルを育てる会 貴志川町ホタルの里 那賀郡貴志川町国住 和歌山県 那賀郡貴志川町
和歌山県 熊野森林文化国際交流会 東牟婁郡熊野川町 和歌山県 東牟ろ郡熊野川町

和歌山県 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 孟子ビオトープ 海南市孟子不動谷地内 和歌山県 海南市
和歌山県 湯浅グリーンボランティアの会 山田山 有田郡湯浅町 和歌山県 有田郡湯浅町
鳥取県 広葉樹文化協会 とっとり出合いの森、林芸、四季の森　 鳥取市桂見　 鳥取県 鳥取市

21



フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
鳥取県 杉の雫・吟醸の会 鳥取県 八頭郡智頭町
鳥取県 大山の自然を守る会 西伯郡 鳥取県 米子市
鳥取県 鳥取市女性の森グループ 鳥取出会いの森内「女性の森」 鳥取市桂見区 鳥取県 鳥取市
鳥取県 米子野鳥保護の会 全般及び島根県東部 鳥取県 米子市
島根県 亀嵩公民館 玉峰山 仁多郡仁多町亀嵩 島根県 簸川郡斐川町
島根県 県立三瓶自然館インタープリター 三瓶山北の原 大田市三瓶町多根 島根県 飯石郡三刀屋町
島根県 財団法人　三瓶フィールドミュージアム財団 大山隠岐国立公園三瓶山地区 大田市三瓶町多根 島根県 大田市
島根県 自然と趣味に生きる会 六日市コウヤマキ自生林 鹿足郡六日市町 島根県 鹿足郡六日市町
島根県 島根県自然保護協会 大江高山 大田市大代町大家 島根県 簸川郡斐川町

島根県
特定非営利活動法人斐伊川流域環境
ネットワーク

尾夏ダム内用地 大原市木次町、仁多町 島根県 松江市

島根県 法吉こどもエコクラブ 白鹿山・真山北田川上流 松江市法吉町 島根県 松江市
島根県 本庄ＮＯＪＯ 旭の森 松江市上本庄 島根県 松江市
島根県 緑と水の連絡会議 三瓶西の原 大田市 島根県 大田市
島根県 野中里山倶楽部 みんなの森 鹿足郡津和野町大字内美字野中 島根県 鹿足郡津和野町
岡山県 井笠地域美しい森づくりの会 里庄美しい森 浅口郡里庄町 岡山県 笹岡市
岡山県 久米南美しい森管理運営協会 久米南美しい森 久米郡久米南町中籾 岡山県 久米郡久米南町
岡山県 高梁地域美しい森づくりの会 高梁美しい森 高梁市松山地区 岡山県 高梁市落合町
岡山県 高梁野鳥の会 高梁美しい森 高梁市松山 岡山県 高梁市浜町
岡山県 真庭地域美しい森づくりの会 勝山美しい森 真庭郡勝山町 岡山県 真庭郡勝山町

岡山県
瀬戸内海国立公園倉敷地区パークボ
ランティアの会

瀬戸内海国立公園鷲羽山地区 倉敷市 岡山県 倉敷市

岡山県 操山公園里山センター 操山 岡山市沢田 岡山県 岡山市
岡山県 大井しいの木いきいき会 岡山市大井学区足安川周辺 岡山市粟井 岡山県 岡山市
岡山県 津黒いきものふれあいの里 津黒いきものふれあいの里 真庭群中和村 岡山県 真庭群中和村
岡山県 東粟倉村美しい森づくりの会 英田郡東粟倉村 岡山県 英田郡東粟倉村
岡山県 蒜山の自然を守る会 真庭郡川上村、八束村 岡山県 真庭郡川上村
岡山県 蒜山森を語る会 三平山森林公園 真庭郡川上村　 岡山県 真庭郡川上村
岡山県 落合野鳥の会 全域及び隣接県 岡山県 真庭郡落合町
広島県 もりメイト倶楽部Hiroshima 広島市安佐北区白木町 広島県 広島市
広島県 広島市かき養殖連絡協議会 広島県 広島市
広島県 広島自然観察会 古川、高天原 広島市安佐南区 広島県 広島市
広島県 広島大学キャンパスレンジャー アカマツ林 東広島市 広島県 広島市
広島県 黒岩城跡保存会 黒岩城跡 比婆郡口和町大月 広島県 比婆郡口和町
広島県 黒滝山を愛する会 黒滝山 竹原市忠海町 広島県 竹原市
広島県 三原市中央公民館　野鳥観察教室 中之町後山 三原市中之町 広島県 三原市
広島県 三原自然観察会 白滝山、瀬戸内 三原市小泉町 広島県 三原市
広島県 山根牧場　 山根牧場 高田郡高宮町原田 広島県 高田郡高宮町
広島県 上小原の水と緑を守る会 上小原の水と緑 高田郡甲田町 広島県 高田郡甲田町
広島県 森・イカス会 広島市安佐北区 広島県 広島市
広島県 森と水と土を考える会 佐伯郡吉和村、山県郡戸河内町 広島県 広島市
広島県 大和をよくする会 猿公渕 御調郡御調町大和地区 広島県 御調郡御調町
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
広島県 東広島自然研究会等 市全体 東広島市西条町 広島県 東広島市
広島県 特定非営利活動法人松笠山の会 松笠山 東区戸坂 広島県 広島市
山口県 きっこーりーず 木子林 美祢市 山口県 防府市
山口県 ナベヅル環境保護協会 八代（ヤシロ） 熊毛郡熊毛町 山口県 熊毛郡熊毛町
山口県 マロニエの森の会 舟木の森 山口市 山口県 山口市
山口県 宇部自然保護協会 霜降山 宇部市 山口県 宇部市
山口県 錦町　自然を愛する会 玖珂郡錦町 山口県 玖珂郡錦町
山口県 山口県自然観察指導員協議会 下松市瀬戸大峠 下松市 山口県 下松市
山口県 山口里山倶楽部 桜畠の山 山口市 山口県 山口市
山口県 秋吉台の自然に親しむ会 秋吉台　 美祢郡秋芳町、美東町 山口県 吉城郡小郡町
山口県 潮音寺山整備プロジェクト 潮音寺山 光市浅江（中央部） 山口県 光市
山口県 八代のツルを愛する会 熊毛郡熊毛町大字八代 山口県 熊毛郡熊毛町
山口県 防長の吉野をつくる会 金峰山 都濃郡鹿野町 山口県 都濃郡鹿野町
山口県 由宇川と海を守る会 山口県 玖珂郡由宇町
山口県 理科を楽しむ会 山口県阿武郡・萩市一帯 萩市、阿武郡 山口県 吉敷郡小郡町
山口県 里山インストラクター ふれあいの森 徳山市須々万 山口県 下松市
徳島県 とくしま自然観察の会 徳島市住吉 徳島県 徳島市
徳島県 JUON（樹恩）NETWORK 大学の森を中心とした周辺地域 三好郡西祖谷山町 東京都 杉並区
香川県 かがわ自然観察会 五色台ほか 高松市、坂出市、綾歌郡国分寺町 香川県 丸亀市
香川県 どんぐりネットワーク・かがわ自然観察会 五色台 高松市 香川県 木田郡牟礼町
香川県 むれ草友会 原の里山 木田郡牟礼町 香川県 木田郡牟礼町
香川県 わいわい森林くらぶ 三木ランド　 木田郡三木町 香川県 木田郡三木町
香川県 わくわくくらぶ 高松市三谷町 香川県 高松市

香川県
香川県ドングリ銀行/香川森林ボラ
ンティアネットワーク

ドングリランド 高松市西植田町 香川県 高松市

香川県 香川植物研究会 綾歌森林公園の湿地 綾歌郡綾歌町岡田上 香川県 綾歌郡飯山町
香川県 高瀬町立朝日山森林公園を守る会 町立朝日山森林公園 三豊郡高瀬町 香川県 三豊郡高瀬町
香川県 国営讃岐まんのう公園里山の会 国営讃岐まんのう公園用地未開園地区 仲多度郡満濃町 香川県 仲多度郡満濃町
香川県 小豆島環境と健康を考える会 皇踏山と伝法川 小豆郡土庄町 香川県 小豆郡土庄町
香川県 多度津町自然観察会 多度津町内一円 仲多度郡多度津町 香川県 仲多度郡多度津町

香川県 仲南ネイチャークラブ 仲南町全域 仲多度郡仲南町 香川県 仲多度郡仲南町
香川県 特定非営利活動法人　どんぐりネットワーク 公渕森林公園西植田地区 高松市西植田町 香川県 高松市
香川県 緑のネットワーク青山 森のステーション 綾歌郡綾南町 三重県 名賀郡青山町
愛媛県 やませみﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ヤシロサンクチュアリ 八幡浜市 愛媛県 八幡浜市
愛媛県 佐田岬半島さんきら自然塾 諏訪崎自然休養林 八幡浜市 愛媛県 八幡浜市
愛媛県 日本野鳥の会愛媛県支部 松山市城山公園 松山市丸之内 愛媛県 松山市

高知県
グラウンドワーク十市推進協議会・
石土池の自然を守る会

南国市緑ヶ丘、十市地域（特に石土池とその周辺
部）

南国市十市、緑ヶ丘 高知県 南国市

高知県 ドウダンツツジ里づくりの会 錦山 日高村 高知県 高知市
高知県 安芸ネイチャー 安芸ネイチャー 安芸市 高知県 高知市
高知県 高知県自然観察指導員連絡会 高知市久礼野 高知市久礼野 高知県 高知市
高知県 高知森の案内人くらぶ おおなろ野外活動の森 高知市 高知県 高知市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地

高知県
大野生物研究所野生生物環境研究セ
ンター

中筋川ダム 幡多郡三原村　宿毛市平田町黒川 高知県 高知市

福岡県 （財）日本野鳥の会福岡県支部 三池郡高田町濃施山公園 三池郡高田町 福岡県 大牟田市

福岡県
ボーイスカウト福岡東地区直方第3
団（ベンチャースカウト隊長）

遠賀川流域文明と里山　 鞍手郡鞍手町古門 福岡県 鞍手郡鞍手町

福岡県 英彦山「霊山会」 英彦山 田川郡添田町英彦山 福岡県 田川市
福岡県 海の中道海浜公園 海の中道海浜公園 福岡市東区西戸崎 福岡県 福岡市
福岡県 環境共育を考える会 糟屋郡久山町 福岡県 福岡市
福岡県 御笠石楠花倶楽部 宝満山 太宰府市、筑紫野市 福岡県 筑紫野市
福岡県 高良山・水源の森　森は恋人の会 高良山寺尾谷、高良川上流 久留米市高良内町大字寺尾山 福岡県 久留米市

福岡県
国際里山・田園保全ワーキングホリ
デーin福岡実行委員会

八女郡黒木町 福岡県 八女郡黒木町

福岡県 黒川の自然を守る会 黒川 北九州市八幡西区 福岡県 北九州市
福岡県 山田グリーンネット（ＹＧＮ） 山田緑地 北九州市小倉北区山田町 福岡県 北九州市
福岡県 糸島自然研究会 旧糸島郡 福岡西区、前原市、糸島郡志摩町、二丈町 福岡県 前原市
福岡県 糸島植物友の会 福岡県 前原市

福岡県 自然観察指導員福岡連絡協議会
宝満山山麓一帯、天拝公園及び天拝山（福岡
県）、昭和の森（佐賀県）

福岡県 筑紫野市

福岡県
星野村教育委員会、財団法人星のふ
るさと

星のふるさと公園 八女郡星野村 福岡県 八女郡星野村

福岡県 筑豊博物研究会
飯塚市及び嘉穂郡を中心として（直方市、鞍手
郡、田川市、田川郡）一帯

福岡県 飯塚市

福岡県 福岡県自然観察指導員連絡協議会
昭和の森（自然公園）、天拝公園及び天拝山、宝
満山山麓一帯

粕屋郡宇美町正楽 福岡県 福岡市

福岡県
福岡市油山自然観察の森�「森を育
てる会」

油山自然観察の森 福岡市南区 福岡県 福岡市

福岡県 福岡余暇会 西油山 福岡市早良区 福岡県 福岡市
福岡県 宝珠山の自然を守る会 松尾林道観察池と周辺 朝倉郡宝珠山村 福岡県 朝倉郡宝珠山村

福岡県
豊前市自然と文化財を守る会・豊前
史跡ガイドボランティアの会

求菩提山 豊前市 福岡県 豊前市

福岡県 北九州自然史友の会・飯塚登山愛好会 平尾台 北九州市小倉南 福岡県 嘉穂郡稲築町
福岡県 和白干潟を守る会 立花山周辺 福岡市東区、粕屋郡新宮町、久山町 福岡県 福岡市

佐賀県
21世紀県民の森ボランティア　北山
びっくり倶楽部

佐賀県21世紀県民の森 佐賀郡富士町藤瀬 佐賀県 佐賀郡富士町

佐賀県 ネイチャー佐賀 杵島郡山内町 佐賀県 鹿島市

佐賀県
ネイチャー佐賀・日本野鳥の会佐賀
県支部

腰岳 伊万里市 佐賀県 伊万里市

佐賀県
ふじグリーンネットワーク（富士町
親林交流隊）

富士町親林交流隊 佐賀郡富士町 佐賀県 佐賀郡富士町

佐賀県 稲佐の森を育てる会 稲佐山 杵島郡有明町 佐賀県 杵島郡有明町
佐賀県 佐賀植物友の会 県内一円 佐賀県 佐賀市
佐賀県 松原を守る会 東松浦郡浜玉町 佐賀県 東松浦郡浜玉町
佐賀県 森と海を結ぶ会 佐賀県 佐賀市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
佐賀県 親林交流隊 市民の森 鳥栖市 佐賀県 鳥栖市
佐賀県 陶磁の里有田親林交流隊 佐賀県立里髪山公園岩越地区 西松浦郡有田町 佐賀県 西松浦郡有田町
佐賀県 鳴神の郷　親林交流隊 東松浦郡七山村 佐賀県 東松浦郡七山村
長崎県 たびら昆虫自然園解説指導員の会 北松浦郡田平町 長崎県 北松浦郡田平町
長崎県 ツシマヤマネコを守る会 上県郡 長崎県 上県郡上県町
長崎県 なんでも探検隊 稲佐山 長崎市稲佐町 長崎県 長崎市
長崎県 ふるさと自然の会 岡本水源地一帯 佐世保市十文野 長崎県 佐世保市
長崎県 上県町の自然と文化を守る会 上県郡上県町 長崎県 上県郡上県町
長崎県 長崎の自然と文化を守る会 式見丘陵地 長崎市式見町 長崎県 長崎市
長崎県 長崎県生物学会 県下一円 長崎県 長崎市文教町
長崎県 長崎昆虫研究会 県下一円 長崎県 長崎市
長崎県 諫早自然保護協会 上山 諫早市西小路町 長崎県 諫早市
熊本県 （財）阿蘇グリーンストック 阿蘇地域 阿蘇郡 熊本県 阿蘇郡阿蘇町
熊本県 ＮＥＣロジスティクス（株） 球磨郡五木村 熊本県 球磨郡錦町

熊本県
阿蘇くじゆう国立公園阿蘇地区パー
クボランティアの会

阿蘇山周辺 阿蘇郡、菊池市 熊本県 阿蘇郡阿蘇町

熊本県 阿蘇地区パークボランティア 阿蘇国立公園地域内 阿蘇郡 熊本県 阿蘇郡阿蘇町
熊本県 阿蘇町ホタルの会 阿蘇郡阿蘇町一帯 熊本県 阿蘇郡阿蘇町

熊本県
花原川を守る会(内牧花原川環境保全
整備)

阿蘇郡阿蘇町内牧 熊本県 阿蘇郡阿蘇町

熊本県 玉名の自然と文化を守る会 小岱山南山麓 玉名市 熊本県 玉名市
熊本県 熊本きのこ会 熊本県 菊池郡合志町
熊本県 熊本県ホタルを育てる会 熊本県下全域（主に河川） 熊本県 人吉市
熊本県 熊本県森林インストラクター会 立田山憩いの森 熊本市龍田町陣内 熊本県 熊本市
熊本県 熊本野生生物研究会　獣類調査　 熊本立田山公園 熊本市黒髪町 熊本県 熊本市
熊本県 自然観察指導員熊本県連絡会 小山山 熊本市 熊本県 熊本市
熊本県 人吉・球磨自然保護協会 松尾国有林狸穴山荘 球磨郡須恵村大規模林道 熊本県 人吉市
熊本県 水俣市久木野ふるさとセンター・愛林館 水俣・水源の森 水俣市 熊本県 水俣市

熊本県 坪井川流域八景水谷研究会
八景水谷湧水域・坪井川流域・白川流域　重要地
点（立田山）

熊本市菊池郡 熊本県 菊池郡西同志町

熊本県 天草パークボランティア協会 天草島内全域 天草島内 熊本県 本渡市
熊本県 日本野鳥の会　熊本県支部 立田山 熊本市黒髪 熊本県 熊本市

熊本県
夢探検隊・阿蘇を学ぶ市民の会・
パークボランティア

清栄山 阿蘇郡高森町 熊本県 上益城郡益城町

熊本県 野外教育研究所IOE 九州山 阿蘇郡小国町 熊本県 熊本市
熊本県 矢部郷自然観察会 通潤橋周辺自然観察路 上益城郡矢部町 熊本県 上益城郡矢部町
熊本県 立田山自然探検隊 立田山 熊本市 熊本県 熊本市
熊本県 緑川の清流を取り戻す流域連絡会 緑川流域 熊本県 熊本市
熊本県 労金　友の会　自然観察会 人吉城跡公園「蛍谷」 人吉市 熊本県 人吉市
大分県 （株）HIひろせ グリーンパスポート 大分市 大分県 大分市
大分県 九重の自然を守る会 長者原自然観察路、自然研究路、指山観察路 玖珠郡九重町大字田野長者原 大分県 玖珠郡九重町
大分県 高尾山ウォチングクラブ 高尾山自然公園 大分市大字横尾 大分県 大分市
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フィールド（県） 団体名 フィールド（名称等） フィールド（所在地） 団体所在地
大分県 国の原ふれあい友の会 国の原ふれあい広場とその周辺 大分郡庄内町大津留地区 大分県 大分郡庄内町
大分県 子どもエコクラブ 飯田高原 玖珠郡九重町 大分県 玖珠郡九重町
大分県 城山を調べる会 城山　 佐伯市 大分県 佐伯市
大分県 親子探検隊どんぐりクラブ 佐伯城山 佐伯市大手町 大分県 南海部郡直川村

大分県
大分県自然観察連絡協議会・上野の
森の文化と自然を伝える会

上野の森 大分市 大分県 大分市

大分県 東植田探検隊 西寒多神社の森 大分市 大分県 大分市
大分県 畑野浦史談会 南海部郡蒲江町 大分県 南海部郡蒲江町
大分県 野焼きボランティア（グループ） 久住町板切牧野組合 直入郡久住町板切 大分県 大分市
大分県 （財）福岡県YMCA 日田市中津江 福岡県 福岡市

宮崎県 どんぐり1000年の森を作る会 大淀川流域の森林
宮崎市、都城市、小林市、高岡町、国富町、須木
村、高原町、野尻町、高崎町、山田町、綾町、山之
口町、高城町他

宮崎県 都城市

宮崎県 ビオトープみまた エコフィールド 北諸県郡三股町 宮崎県 北諸県郡三股町
宮崎県 延岡市アカウミガメを守る会 方財海岸、長浜海岸、新浜海岸 延岡市 宮崎県 延岡市
宮崎県 宮崎県自然観察指導員連絡協議会 県下全域 宮崎県 都城市
宮崎県 高崎町自然に親しむ会 高崎町運動公園 北諸県郡高崎町 宮崎県 北諸県郡高崎町
宮崎県 自然楽校・未来船 木崎浜 宮崎市木花町 宮崎県 宮崎市
宮崎県 水源の森づくりをすすめる会 わくわくの森 宮崎市北諸県郡山之口町 宮崎県 宮崎市
宮崎県 日向市ふるさとの自然を守る会 日向市 宮崎県 日向市
宮崎県 日本野鳥の会･宮崎県支部 天王森泉公園 宮崎市 宮崎県 宮崎市
宮崎県 盆地の自然観察会 都城市下郡之町の小川 都城市下郡之町 宮崎県 都城市
鹿児島県 （有）屋久島野外活動総合センター 白谷雲水峡 熊毛郡上屋久町 鹿児島県 熊毛郡上屋久町
鹿児島県 かごしま自然観察会 鹿児島県 姶良郡姶良町
鹿児島県 かのや自然観察会 いろりの里 鹿屋市野里町 鹿児島県 鹿屋市
鹿児島県 くすの木自然館 高田の棚田 姶良郡栗野町 鹿児島県 姶良郡隼人町
鹿児島県 ヤマセミ自然クラブ 思川上流の里山 鹿児島郡吉田町 鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 屋久島世界遺産センター 屋久島 熊毛郡屋久町、上屋久町 鹿児島県 熊毛郡屋久町

鹿児島県
鹿児島県森林インストラクター及び
元気もり森塾

大口市十曽池 大口市 鹿児島県 姶良郡牧園町

鹿児島県 鹿児島県立博物館友の会 鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 特定非営利活動法人　くすの木自然館 幸田の棚田 姶良郡栗野町幸田 鹿児島県 姶良郡姶良町
沖縄県 宮古野鳥の会 大野山林 平良市 沖縄県 平良市
沖縄県 琉球野外教育研究会 名護市 沖縄県 名護市
その他 東京都山岳連盟 全国 （東京中心） 東京都 中央区
その他 里地ネットワーク 全国 東京都 港区西
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