
平成１２年度日中民間緑化協力委員会資金助成事業
事 業 名

番号 団 体 名 （カウンターパート） 事業の目的及び内容 植林面積 植栽樹種 助成金額
１ （特）緑の地球ネッ 大同市南部太行山地区緑化 黄土高原東北部において 水源涵養 千円、 、 ha

トワーク 事業 土壌保全のための植林緑化及び経済林 225 油松 8,400
（大同市青年連合会） 樹種の植栽による農村経済の向上を図 杏 等

る。
２ 長野県日中友好協会 河北省平山県緑化協力事業 太行山中腹の荒廃地化地域において 170 火炬 5,500、

河北省人民対外友好協会 洪水災害防止、農地保全のための植林 側柏 等（ ）
緑化を行う。

３ （財）ケア ジャパ 甘粛省古浪県砂漠化防止緑 住民による防砂林造成及び土壌改良 100 花棒 3,600
ン 化事業 により農業放牧限界を拡大し、農家所 沙棗

（古浪県人民政府） 得の向上を図る。
４ （特）呼倫貝爾地域 呼倫貝爾地域植林プロジェ 旱魃と洪水による土壌浸食、荒廃地 35 樟子松 3,500

緑化推進協力会 クト事業 化を防止するため、住民による砂地植 黄槐
（海拉爾市緑化委員会） 林活動を支援する。

５ （財）オイスカ 長江中上流水土流失改善植 急斜地からの土壌流失を改善するた 100 刺槐 7,200
林事業 め、生態環境改善に適合した樹種によ 刺桐 等
（中国緑化基金会） る植林を実施する。

６ 砂漠植林ボランテイ サインタラ砂漠森林農場植 急速な砂漠化地域において、防風林 50 楊 5,700
ア協会 林 帯に保護された農地（森林農場）の造 楡 等

（額勒順地方人民政府） 成のための植林を行う。
７ （特）地球緑化セン 黄河中流域水土保持植林事 浸食谷を形成し土砂流出の激しい呼 75 油松 6,400

ター 業 雅克図地域において、水土保持を目的 沙棘
（伊金霍洛旗人民政府） とする植林を実施する。

８ （社）国際善隣協会 北京環境保護生態林 北京５大風砂危害区内の地域におい 12 側柏 4,500
（北京環境保護基金会） て、風砂防止林を造成し北京市の環境 油松 等

保全を図る。
９ 香川県綾南町 河北省新楽市緑化協力事業 太行山麓大砂河流域において洪水防 109 楊 3,000

（新楽市人民政府） 止のための植林を実施する。 柳 等

１０ 三重県日本中国友好 河南省鄭州市緑化協力事業 黄河沿岸地域の河岸崩落を抑止し、 120 側柏 9,600
協会 （中華全国青年連合会） 土砂流出を防止するための植林を実施 刺槐 等ﾞ

する。
１１ （社）日中建設技術 湖北省宜昌市植林緑化事業 長江への大量の土砂流入を防止し、三 120 楊 10,000

友好協会 峡ダムの保全にも資するため重要地域 刺槐 等
（中華全国青年連合会） に水土保全林を造成する。



番号 団 体 名 事 業 名 事業の目的及び内容 植林面積 植栽樹種 助成金額
１２ （社）日中建設技術 揚子江流域重慶市合川植林 長江支流の重要農業生産地帯におい 楊 千円ha

友好協会 緑化事業 て、洪水防止、土砂流出防止のための 102 水杉 等 10,000
（中華全国青年連合会） 植林を実施する。

１３ （財）日本産業開発 東勝市オルドス台地への緑 黄河への土砂流出が著しいオルドス台 150 油松 9,900
青年協会 化活動 地において浸食防止のための植林を実 楊 等

（中華全国青年連合会） 施する。
１４ （社）日中青年研修 四川省宜賓市水害・土砂流 過度の農業開発による土壌浸食をくい 120 馬尾松 9,900

協会 出防止林 止めるため、水害・土砂流出防止林を 雑交竹 等
（中華全国青年連合会） 造成する。

１５ （社）日中青年研修 湖南省岳陽市水害防止林 洞庭湖周辺地区の水害多発を防止する 120 馬尾松 9,800
協会 ため、水害防止林を造成する。 刺槐 等

（ ）中華全国青年連合会
１６ （特）東京都日本中 北京市永定河流域豊台段防 内モンゴルからの黄砂を伴う強風を防 10 側柏 5,800

国友好協会 風防砂林事業 止し北京市の環境改善を図るため、防 黄櫨 等
北京市人民対外友好協会 風防砂林を造成する。（ ）

１７ 日本青年団協議会 未来植樹「日中友好青年の 北京市北方の農業地帯における砂漠化 100 油松 9,500
森」河北省豊寧県 の進行に対し、土砂流出防止、防風・ 杏 等
（中華全国青年連合会） 防砂林の造成を行う。

１８ （財）日本友愛青年 広西柳州地区水土流失防止 珠江支流紅水河流域の洪水防止及び生 200 馬占相思 9,700
協会 林プロジェクト 活環境改善のための水土流失防止林を 雑交竹 等

中華全国青年連合会 造成する。（ ）
１９ （財）日本林業技術 河北省承徳市近郊植林緑化 過度の森林伐採により荒廃の著しい地 40 側柏 6,200

協会 モデル事業 域において、生活環境及び水土保全の 油松 等
（河北省林業局） ための植林緑化を実施する。

２０ （社）東京青年会議 河南省霊宝市の水源確保及 霊宝市の水源を確保するとともに、黄 120 側柏 9,900
所 び水土流出防止 河中流の土砂流出及び洪水を防止する 刺槐 等

（中華全国青年連合会） ための植林緑化を実施する。
２１ 広島県日中親善協会 長江上流簡陽市丹景郷造林 成都平野の灌漑に重要な三岔湖の周辺 56 墨西哥柏 5,500

緑化モデル事業 において、水土流失及び洪水防止のた 楠 等
(四川省人民対外友好協会) めの植林緑化を実施する。

２２ （社）日本青年会議 江西省九江地区水害防止・ 洪水の多発する九江地区において、緊 120 馬尾松 9,900
所 土地流失防止植林事業 急に防災林の造成を行う。 湿地松 等

（中華全国青年連合会）
２３ （社）日本中国友好 北京・延慶県八達嶺風砂地 北京の風砂被害を防止するため、長城 10 油松 4,500

協会 区緑化協力事業 北部地区において防護林の造成を行 側柏 等
北京市人民対外友好協会 う。（ ）

合 計 2,264 168,000




