
（別紙８）
２００５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 大同市の黄土高原における 砂漠化が著しい黄土高原東北地域にお ha 千円

トワーク 緑化事業 いて、丘陵上部に緑地帯を造成するこ 56 楊 9,500
（大同市総工会） とにより、砂漠化を抑止し、水土の保 杏 等

全を図る。
２ 長野県日中友好協会 河北省平山県崗南水庫周辺 天津、石家荘市の重要水源である崗南 80 側柏 5,600

緑化協力事業 水庫周辺地域において、洪水、旱魃防 黄櫨 等
河北省人民対外友好協会 止のための水土保全林を造成する。（ ）

３ （特）呼倫貝爾地域 内蒙古ハイラル緑化事業 飛砂による農牧畜業の被害を防止する 75 樟子松 5,500
緑化推進協力会 （海拉爾区緑化委員会） とともに、生活環境保全のため砂地植 黄槐 等

林活動を推進する。
４ (財) オイスカ 重慶直轄市における長江上 過度の伐採と農地開発により水土流出 49 刺桐 7,900

流水土流失改善植林事業 の著しい三峡上流地域において、水土 香樟 等
（中国緑化基金会） 保全林の造成を行う。

５ （財）オイスカ 貴州省黄果樹地域における 過度の農地開発により石漠化の進行が 34 女貞 6,500
石漠化改善植林事業 著しい地域において、郷土樹種を中心 欒樹 等
(中国緑化基金会) とする水源涵養林を造成する。

６ （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 20 側柏 5,000
（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 黄櫨

保全を図る。
７ 三重県日本中国友好 河南省鄭州榮陽市緑化協力 黄河中流沿岸地域の河岸浸食を抑止 150 側柏 19,600
協会 事業 し、土砂流出を防止するための植林を 桃 等

（中華全国青年連合会） 実施する。
８ （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 130 杉木 13,200

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

９ （社）日中建設技術 陝西省戸県植林緑化事業 渭河流域の荒廃地化が著しい地域にお 100 楊 10,900
友好協会 （中華全国青年連合会） いて、土砂流出及び風砂被害防止のた 柳 等

めの緑化帯を造成する。
１０ （社）日中建設技術 重慶市万州植林緑化事業 過度の農地開発により土壌浸食と洪水 110 楊 9,900

友好協会 （中華全国青年連合会） の害が著しい重慶東部地域において、 柏 等
生態緑化林の造成を行う。

１１ （財）日本産業開発 母なる河黄河を守るオルド 黄河への土砂流出が著しいオルドス台 208 油松 19,700
青年協会 ス市東勝区での緑化活動 地において砂漠化防止、土砂流出防止 沙棘 等

（中華全国青年連合会） のための植林を実施する。



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
１２ （財）日本産業開発 母なる河を守る興安盟科爾 過度の放牧により砂漠化が著しい科爾 ha 楊 千円

青年協会 泌右翼中旗での緑化活動 泌東北地域において、耐乾性樹種によ 200 沙柳 等 17,400
（中華全国青年連合会） り砂漠化防止林を造成する。

１３ （社）日中青年研修 日中青年芦山県生態模範林 西蔵高原への推移山岳地帯において、 120 楊 13,700
協会 プロジェクト 洪水及び土砂流出防止のための森林を 竹 等

（中華全国青年連合会） 造成する。
１４ （社）日中青年研修 日中青年江西省共青城防護 洪水の多発する鄱陽湖周辺地域におい 130 楓香 14,700

協会 林プロジェクト て、水害防止及び生態環境保全のため 湿地松等
（中華全国青年連合会） の森林を造成する。

１５ （社）日中青年研修 日中青年朝陽生態緑化プロ 大凌河の断流と洪水を防止するため、 70 楊 9,900
協会 ジェクト 沿岸地域に水源涵養及び水土流出防止

(中華全国青年連合会） 林を造成する。
１６ 日本青年団協議会 日中青年豊寧県生態緑化プ 北京市北方の農業地帯における砂漠化 200 油松 18,300

ロジェクト の進行をくい止めるため、土砂流出防
（中華全国青年連合会） 止、風砂防止林の造成を行う。

１７ 日本青年団協議会 日中青年クブチ砂漠生態保 クブチ砂漠の東進を抑止し、農牧業、 220 楊 15,700
護林プロジェクト 生活環境を保全するため、砂漠化防止 沙柳 等
（中華全国青年連合会） 林を造成する。

１８ （財）日本友愛青年 日中青年広西柳州地区水土 珠江の支流紅水河流域の洪水防止及び 200 樹 19,100木安
協会 流失防止林プロジェクト 土砂流出防止のための森林を造成す

（中華全国青年連合会） る。
１９ （財）日本友愛青年 日中青年湖北省 帰県生態 三峡ダム上流の水土流失の激しい地域 90 柑桔 10,000

協会 緑化プロジェクト において、水土保全林及び農民のため 刺槐 等
（中華全国青年連合会） の経済林を造成する。

２０ （社）日本森林技術 河北省承徳市近郊水土保全 過度の森林伐採により荒廃の著しい河 47 側柏 6,500
協会 林造成植林緑化モデル事業 北承徳地域において、生活環境及び水 油松 等

（河北省林業局） 土保全のための植林緑化を実施する。
２１ （社）日本森林技術 北京市密雲ダム水源保安林 密雲ダムの貯水量激減に対応するた 37 油松 7,500

協会 造成緑化モデル事業 め、重要水源地域に水源涵養モデル林 楓 等
（北京市林業局） を造成する。

２２ （社）東京青年会議 日中青年安徽合肥生態緑化 長江沿岸及び巣湖周辺の水土流失を防 80 湿地松 10,000
所 プロジェクト 止し、農地の保全、生活環境の改善を 楊 等

、 。（中華全国青年連合会） 図るため 生態環境保護林を造成する
２３ 広島県日中親善協会 長江上流簡陽市沱江河沿岸 成都平野の重要河川沱江への土砂流出 52 柏 6,000

造林緑化事業 を軽減するため、沿岸地域において水 楊 等
(四川省対外友好協会) 土流失、洪水防止林を造成する。



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
２４ （特）はかた夢松原 中国陜西省旬邑県植林事業 過度の伐採により荒廃の著しい黄土高 ha 千円

の会 （旬邑県人民政府） 原南端地域において、農民参加による 60 側柏 5,500
退耕地、荒廃地植林を実施する。 刺槐 等

２５ （社）海外林業コン 寧夏治沙教育・普及林造成 砂漠化を防止するため、独自の砂漠化 67 寧条 8,700
サルタンツ協会 プロジェクト 地域森林復旧技術を活用し、教育普及 花棒 等

（寧夏回族自治区林業局） を目的とする治砂防護林を造成する。
２６ （社）海外林業コン 河北省住民参加治沙防風防 粗放な土地利用により農地の荒廃地化 67 楊 8,400

サルタンツ協会 護林造成プロジェクト が著しい漕河流域において、住民参加 紫穂槐 等
（河北省林業局） により治砂防風林を造成する。

２７ （社）海外林業コン 新彊北部砂漠化地域生活環 新彊北部オアシス地帯の砂漠化を防止 65 楊 8,000
サルタンツ協会 境モデル林造成計画 するため、防風固砂、経済林を主とす 枸杞 等

新彊維吾爾自治区林業局 る農民の生活環境林を造成する。（ ）
２８ （特）大阪府日中友 甘粛省敦煌市黒山嘴風沙口 敦煌市西部において、風砂源を固定す 70 楊 6,500

好協会 防風固沙林植林事業 ることにより、農業生産環境の改善と 葡萄 等
（中国緑化基金会） 風致の保護を図る。

２９ （特）大阪府日中友 雲南省昆明市呈貢県滇池水 滇池の堆砂による貯水能の低下を防止 60 旱冬瓜 6,000
好協会 源涵養林事業 するため、周辺に郷土樹種を主体とす 櫟 等

(中国緑化基金会) る水源涵養林を造成する。
３０ 宮城県日中友好協会 吉林省扶余県防風固砂林建 扶余県の砂州地帯は風砂の発生源とな 100 楊 8,400

設事業 っているため、耐乾性の強い楊を用い 樟子松
(吉林省林業庁) 防風固砂林を造成する。

３１ IFCC国際友好文化セ 日中青年寧夏中衛生態緑化 毛烏素砂漠隣接地において、農地、生 100 新彊楊 15,100
ンター モデル林プロジェクト 活環境保全のため、農民参加により、 刺槐等

(中華全国青年連合会) 風砂防止林を造成する。
３２ IFCC国際友好文化セ 寧夏・日中青年平羅県生態 寧夏北部の黄河沿岸農業地帯におい 100 紫穂槐 14,300

ンター 緑化林事業 て、水土流出防止のための河岸防護林 柳 等
（中華全国青年連合会） を造成する。

３３ （社）福岡県樹芸組 海門市長江生態防護林植林 長江下流の農業生産地帯において、植 45 楊 5,100
合連合会 モデル事業 林緑化により堤防を保全し、洪水被害 柳 等

江蘇省農業国際交流協会 の防止を図る。（ ）
３４ 宝塚ライオンズクラ 日中青年甘粛省楡中県生態 黄河上流域の水土流失を防止し、地元 80 刺槐 10,000

ブ 緑化林 住民の農業生産、生活環境の改善を図 柳 等
、 、 。（中華全国青年連合会） るため 防風 水土保全林を造成する

３５ （財）国際緑化推進 日中緑化協力指標林造成プ 環境保全のための植林緑化協力活動を 保育のみ 柳杉 4,900
センター ロジェクト（フェーズⅡ） 行う日中双方の民間団体に対し、森林 厚朴 等

（四川省林業庁） 造成の指標となる実証林を造成する。



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
３６ （財）滋賀県国際協 湖南省吉首市 河生態造林 過度の伐採や農地開発により森林が劣 ha 杉木 千円山同

会 モデル事業 化し、洪水が多発している長江中流域 94 楓香 等 6,600
（湖南省林業庁） において、水源涵養林の造成を行う。

３７ 静岡県日中友好協会 河南省鄭州市高村郷緑化協 黄河中流域における河岸浸食、土砂流 101 柏 15,000
力事業 出を防止するとともに鄭州市の風砂被 刺槐 等

、 。（中華全国青年連合会） 害を軽減するため 防護林を造成する
３８ 日中科学技術協力会 安徽省潘集区水土保全林造 水害と旱魃が多発する准河流域におい 130 楊 7,000

議 成植林緑化モデル事業 て、地域住民参加により水土保全モデ
（安徽省林業庁） ル林を造成する。

３９ （特）国際ボランテ 陝西省潼関秦東河台 防護 黄河中流域の河岸台地において河岸浸 110 側柏 12,000土原
イア学生協会 林事業 食、土砂流出防止のため、日中の学生 花椒 等

（中華全国青年連合会） ボランテイアが防護林造成を行う。
４０ (特) 日中新世紀 日中青年同徳県生態緑化模 黄河最上流地域において、草地退化及 100 柳 14,400

協会 範林 び水土流出の防止を目的とする生態環 楊 等
（中華全国青年連合会） 境保全林を造成する。

４１ (特) 日中新世紀 日中青年凱里市生態緑化プ 長江支流の水土流出の激しい貴州東部 70 女貞 12,000
協会 ロジェクト 地域において、農地保全を目的とする 楮 等

（中華全国青年連合会） 生態環境林を造成する。
４２ （社）アジア協会ア 北京市西部における保安林 北京市への風砂吹き込み口となってい 30 側柏 7,100

ジア友の会 造成モデル事業 る門頭溝地域において風砂防止林を造 臭椿 等
（北京市林業局） 成する。

４３ (特)埼玉県日本中国 山西省太原市尖草坪区緑化 風砂の害及び洪水、干害の激しい太原 70 油松 6,400
友好協会 事業 市の西北地域において、風砂防止及び 側柏 等

(山西省人民対外友好協会) 水土保全林の造成を行う。
４４ (社)高知県森林土木 安徽省南陵県水源涵養生態 長江大洪水や干害により、農地被害が 50 湿地松 8,500

協会 模範林プロジェクト 著しい長江下流地域において、丘陵地 楓香 等
(南陵県人民政府) に水源涵養林を造成する。

４５ (社)秋田県林業育成 蘭州市南北両山植林事業 黄河上流の農業生産地帯において、農 23 側柏 7,800
協会 (蘭州市南北両山環境緑化 地劣化防止のための水土保全林を造成 山杏

指揮部) する。
４６ (特)環境保全ネット 陜西省富平県における黄土 水土流出の著しい黄土高原地域におい 35 側柏 7,000

ワーク京都 丘陵植林緑化事業 て、農地劣化、干害防止のため、農民 柏槙 等
(富平県林業局) 参加により水土保全林の造成を行う。

４７ 和歌山県花を愛する 遼寧省大連市生態防護林造 都市化の急速な進展により自然環境の 12 黒松 5,100
県民の集い 成事業 悪化が著しい大連市において、後背地 竹 等

(大連市人民政府) に生態環境保全林を造成する。



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
４８ （特）岡山市日中友 洛陽小浪底緑化協力事業 黄河中流の急傾斜地で過度の伐採によ ha 雪松 千円

好協会 洛陽市人民対外友好協会 り水土流失の著しい地域において、水 33 女貞 等 5,300（ ）
土保全林の造成を行う。

４９ 佐賀県日本中国友好 貴州省貴陽市北郊ダム水源 西部大開発の拠点である貴州市の重要 20 柳杉 7,500
協会 涵養林造成事業 水源である北郊ダムの上流域におい 樟樹 等

貴陽市白雲区林業緑化局 て、水源涵養林の造成を行う。（ ）
５０ （特）世界の砂漠を 内モンゴル自治区阿拉善盟 内蒙古自治区西部の砂漠化が著しい地 40 花棒 4,000

緑で包む会 における砂漠化防止事業 域において、緑化により放牧民の生活 沙棗 等
阿拉善盟文化発展研究会 安定を図る。（ ）

５１ （特）北海道森と緑 黒竜江省嫰江流域防護林建 風砂、干害、洪水の害が著しい嫰江流 100 楊 8,200
の会 設プロジェクト 域において、沿岸の荒地に防砂、水土 蒙古杏 等

（黒竜江省林業庁） 保全林を造成する。
５２ （財）国際研修交流 内蒙古恩格貝区防風防砂林 クブチ砂漠中央地域において 防風 100 楊 7,900、 、

協会 事業（恩格貝生態モデル区 防砂林帯を造成し、住民の農業、牧畜 沙棘
管理委員会） 環境の改善を図る。

合 計 4,390 504,800




