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過去の助成先一覧  (50 音順) 

（単位：千円） 

 

 

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

旭川市旭山動物園 旭川市
道内の猛禽類や小動物を展示する北海道産動物舎を設置しているほ
か、鳥類用ケージにて道内の猛禽類の繁殖や保護活動を実施

おびひろ動物園 帯広市
動物の飼育展示のほかに、世界最大の両生類で国の特別天然記念物に
指定されているオオサンショウウオの標本の展示などを行う

釧路市動物園 釧路市
傷病タンチョウの治療や、シマフクロウの保護増殖活動など、野生動
物の保護・育成

札幌市円山動物園 札幌市
動物の飼育展示や野生動物復元事業、北海道・札幌市に生息する野生
動物に関する観察会や講演会等を実施

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

釧路市動物園 釧路市
傷病タンチョウの治療や、シマフクロウの保護増殖活動など、野生動
物の保護・育成

黒松内町 黒松内町
自然の恵みである食材を活かし、町内のレストランなどを通じた、人
と自然の共生への取組みなどを実施

ユウパリコザクラの会 夕張市
高山植物が生息する夕張岳の巡視や登山道維持管理、およびヒュッテ
（夕張市所有）の管理運営

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

釧路市動物園 釧路市
傷病タンチョウの治療や、シマフクロウの保護増殖活動など、野生動
物の保護・育成

1,000

ＮＰＯ法人
サロベツ・エコ・ネットワーク

豊富町
サロベツの豊かな自然環境の保全と、地域産業の発展を目的に、稚咲
内砂丘林の植林活動を実施

1,000

尻別川の未来を考えるオビラメの会 倶知安町
「幻の魚」イトウの個体群復元を目指し、人工孵化や生息南限である
尻別川のパトロールを実施

900

辻井達一ラムサール湿地基金 札幌市
北海道の湿原の保全や利用に向け、市民団体等が実施する湿原の保
全・学習活動へ助成する基金

1,000

北海道大学植物園 札幌市
北海道の高山帯の絶滅危惧植物の栽培や増殖技術の解明、希少種の保
存

1,000

猛禽類医学研究所 釧路市
絶滅危機に瀕した猛禽類の保護活動として傷病鳥の治療と野生復帰に
取組むほか、野生動物の死亡・傷病原因の研究等を行う

1,000

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

アポイ岳ファンクラブ 様似町
アポイ岳の貴重な高山植物の盗掘防止パトロール活動や登山道整備を
実施

NPO法人えんの森 浜中町
浜中町付近の酪農家が中心となり、「幻の魚」イトウなどの繁殖や生
息環境整備のため、三郎川への魚道設置等を実施

釧路市動物園 釧路市
傷病タンチョウの治療や、シマフクロウの保護増殖活動など、野生動
物の保護・育成

一般社団法人湿原研究所 大樹町
十勝地方に点在する湿原の保全と持続可能な利用を目指し、研究や普
及啓発活動を実施

北海道ウチダザリガニ防除ネットワーク 遠軽町
特定外来生物ウチダザリガニの防除活動や、外来生物防除の重要性に
ついて普及啓発活動を実施

北海道生物多様性保全活動連携支援センター
(HoBiCC)

札幌市
総合的条例「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」の制定を踏
まえ、3団体が共同で設立し、自然環境保全の支援に取り組む
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（単位：千円） 

 

 

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

NPO法人エトピリカ基金 浜中町
絶滅危惧種のエトピリカをはじめとする海鳥類の調査・研究保護活動
や、小学校等での環境教育を実施

崕山自然保護協議会 芦別市
平成11年度より入山制限が行われている崕山に生息する高山植物の保
全や、普及啓発活動を実施

釧路市動物園 釧路市
傷病タンチョウの治療や、シマフクロウの保護増殖活動など、野生動
物の保護・育成を実施

札幌ワイルドサーモンプロジェクト 札幌市 豊平川に回帰する野生サケの維持や、普及啓発活動などを実施

第５回国際野生動物管理学術会議 札幌市
国内外の研究者が参加する野生動物管理学における学術会議。札幌開
催時に、高校生対象のシンポジウムを実施

北海道自然史研究会 札幌市
自然史の研究、展示事業、生物多様性や希少種の重要性にかかる普及
啓発活動を実施

北海道生物多様性保全活動連携支援センター
(HoBiCC)

札幌市
生物多様性保全についての普及啓発活動や、外来種駆除活動への支援
等を実施

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

エゾシカ食肉事業協同組合 斜里町
増えすぎたエゾシカによる農林業・自然植生被害の軽減を目的に、捕
獲したエゾシカの食肉活用の普及啓発を実施

大沼ラムサール協議会 七飯町
ラムサール条約登録湿地である大沼の環境保全や、後世に引き継ぐこ
とを目標に環境学習や保全活動を実施

NPO法人カラカネイトトンボを守る会
-あいあい自然ネットワーク-

札幌市
希少種カラカネイトトンボ等の保護、生息域の環境保全などの自然再
生にむけた取組みを実施

山歩集団 青い山脈 松前町
松前半島の大千軒岳の高山植物の保全活動や、環境省の自然調査「モ
ニタリング1000」に参加し里山調査を実施

公益財団法人知床財団 斜里町
知床半島およびその周辺地域の野生生物の生態調査や管理、環境教
育、森林再生などの活動を展開

日本鳥学会 札幌市
札幌市で開催された、鳥学の発展と会員交流を目的とする「日本鳥学
会2016年度大会」にて、高校生企画等を実施

「人と海鳥と猫が共生する天売島」
連絡協議会

羽幌町
天売島の生態系(主に海鳥)保護のため、捕食者である野良猫を捕獲・
馴化し里親探しをするほか、環境教育を実施

団体名 所在地 主な活動内容 助成金額

一般社団法人エゾシカ協会 札幌市
エゾシカの保護管理、有効活用、農林業被害・事故防止等の諸方策
や、シカ捕獲認証制度創設への活動を実施

1,000

NPO法人近自然森づくり協会 札幌市
「生態学的混播・混稙法」による生物多様性の高い樹林の再生や、馬
搬を用いて既存林の持続的利用を図る「近自然森づくり」等を実施

1,200

駒生川に魚道をつくる会 美幌町
河川工事や農地開発の影響により直線化した河川に手作りの魚道を製
作し、河川環境の再生に向けた取組みを実施

1,000

札幌市円山動物園 札幌市
動物の飼育展示や野生動物復元事業、北海道・札幌市に生息する野生
動物に関する観察会や講演会等を実施

1,000

NPO法人シマフクロウ・エイド 浜中町
シマフクロウなどの野生生物保護・保全活動や、次世代の担い手の育
成、生息地保全に向けた普及啓発活動を実施

1,000

知床ウトロ海域環境保全協議会 斜里町
海鳥ケイマフリをシンボルに、観光船事業者と研究者・行政等が観光
利用と海鳥の保全両立を目指した活動を実施

1,000

公益財団法人日本野鳥の会
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

鶴居村
サンクチュアリ周辺のタンチョウの冬期自然採食地の整備・管理、繁
殖環境保全、野生保護区設定等を実施

1,000

ノシャップ寒流水族館 稚内市
海の生物の生態や特徴を展示するほか、ニシン稚魚放流のための繁殖
研究や、ゴマフアザラシの保護活動等を実施

1,200

北海道外来カエル対策ネットワーク
石狩・空知

渡島

北海道の在来生物保護のため、外来カエルの防除活動を推進し、住民
参加の勉強会や駆除体験会等を実施

1,000
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■2017年 11月より助成先を公募制とし、新たに助成上限金額100万円の「ほっくーコース」と助成金額固定

10 万円の「トムコース」を設定しました。 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 主な活動内容 助成金額

特定非営利活動法人
いしかり海辺ファンクラブ

石狩市
石狩海岸での海浜植物保護やゴミ拾い活動、市内の小中学校への出前
授業を行うほか、石狩浜海浜植物保護センターの事業運営も受託

726,374円

えりも町郷土資料館N42°の会 えりも町 地域の自然・歴史・文化などの調査や普及活動を実施 790,276円

特定非営利活動法人
タンチョウ保護研究グループ

釧路市 タンチョウ保護を目的とし、繁殖状況調査や国際協力等を実施 992,300円

野幌森林公園を守る会 江別市
クマゲラが棲息できる自然度の高い平地天然林を保全するため、クマ
ゲラの一斉調査や講演会等を実施

910,000円

特定非営利活動法人
函館エコロジークラブ

函館市
函館市熱帯植物園の指定管理者として活動しており、温室内に植えら
れている約300種3,000本の熱帯植物の生成・管理等を行う

443,800円

一般社団法人
北海道猟友会帯広支部

帯広市
狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除・狩猟等を目的に活
動を実施

1,000,000円

ホタルの住む故郷を造る会 稚内市
ヘイケボタルの生息環境保全や復元活動として、生息状況把握のため
の観察会や生態視察・調査等を実施

1,000,000円

江別ホタルの会 江別市 江別市の早苗別川においてホタルの増殖・保全活動を実施

大沼ラムサール協議会 七飯町
ラムサール条約登録湿地としての大沼保全のため、環境学習や保全活動、外来
生物の普及啓発等を実施

特定非営利活動法人
霧多布湿原ナショナルトラスト

浜中町
霧多布湿原におけるナショナルトラスト活動、エコツアー、環境教育、調査・研究
活動を実施

一般社団法人黒松内町観光協会 黒松内町
黒松内の自然と農村景観などを活かした観光交流事業を行っており、黒松内岳
の登山道整備等も実施

札幌南ふゆみずたんぼの会 札幌市
水田に湛水し水生生物などの活発な活動を促し、稲作を行うほか、地域の子ども
たちや大人を対象に、田植え・生物調査等を行う田んぼ体験や環境教育を実施

札幌まるやま自然学校 札幌市
子どもたちを対象とした自然環境活動を実施し、地域の保育園・幼稚園・小学校
等で野外体験活動の講師等も行う

標津町野の植物の会 標津町
標津湿原など標津町の植物を守るため、観察会や学習会を開催するほか、望が
丘公園における植物調査等を実施

Friends of ShariRiver
斜里川を考える会

斜里町
斜里川保全のため、イトウを中心とした調査研究や、普及啓発活動として各種教
育機関等と連携しての体験学習等を実施

たきかわ環境フォーラム 滝川市
環境問題を学ぶエコカフェや、東滝川・江部乙地区などで滝川高校科学部などと
協働でコウモリの観察調査を実施

タンチョウ コミュニティ 鶴居村
タンチョウの保護を目的に、子どもの体験活動、酪農業との関係、観光振興など
様々な活動を実施

フォーラム野幌の森 江別市
野幌森林公園におけ森の環境保全や生物多様性の維持活動のほか、観察会や
環境保全に関する講演会を実施

北海道函館水産高等学校 北斗市
身近な水環境の一斉調査に参加し、大沼の流入河川である軍川、苅間川、宿野
辺川の上流・中流・下流におけるCOD調査等を行う

北海道爬虫両棲類研究会 札幌市
北海道内の爬虫類・両生類の研究を行い、道民参加型の両生類爬虫類一斉調
査や観察会、講演会等を実施

蘭越自然探検隊 蘭越町
蘭越町における自然環境保全に関する普及啓発や生物調査を行うほか、自然観
察会や自然体験活動等を実施

団体名
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（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 主な活動内容 助成金額

石狩川流域
湿地・水辺・海岸ネットワーク

札幌市
石狩川流域の湿地保全を目的に、湿地調査会や探索会の開催、啓蒙啓発用の
映像制作等を実施

1,000,000円

一般社団法人エゾシカ協会 札幌市
シカ肉解体処理場の製品の認証制度等を創設しているほか、シカの適正な捕
獲・管理を担う人材育成を実施

700,000円

釧路自然保護協会 釧路市
釧路湿原や生息する動植物の保全活動のほか、釧路川水系のイトウ保護のため
の生息実態調査、手作り魚道の設置等を実施

1,000,000円

黒松内ブナ林再生プロジェクト 黒松内町
ブナ北限域におけるブナ林再生活動を行うほか、ブナ林再生作業とブナ林散策
を組み合わせたブナ林再生ツアー等を実施

400,000円

CISEネットワーク 札幌市
北海道の自然や生物多様性の体験ができる教材の開発、自然史博物館・環境
関連施設の人材や資料を活用した事業を実施

500,000円

特定非営利活動法人
西興部村猟区管理協会

西興部村
森林・野生動物・人間の共生を目指して、地域の科学的狩猟管理、自然体験プ
ログラム、エゾシカ有効活用等を実施

400,000円

ヒグマの会 江別市
ヒグマと人間が共生できる社会づくりを目指し、ヒグマの調査研究、生息地保全、
ヒグマ対策や対応策の教育活動等を実施

1,000,000円

深川ひきがえるバスターズ 深川市
国内外来種アズマヒキガエルの駆除技術を組み立てるとともに、駆除効果の把握
や外来種に関する普及啓発活動を実施

400,000円

旭山公園キッズ 札幌市
子どもを対象とした自然体験活動・環境教育活動・自然素材のクラフト体験等を
実施

旭山自然調査隊 札幌市
旭山記念公園および周辺の都市環境林に残る生物とその繁殖地保全を目的に、
生物調査や啓発活動等を実施

江別ホタルの会 江別市 江別市の早苗別川でのホタル生息環境保全や、ホタルの増殖・保全活動を実施

遠軽町ウチダザリガニ防除
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾞｵ・ｻﾞﾘ・ｸﾗﾌﾞ

遠軽町
特定外来生物であるウチダザリガニの防除活動や個体数調査、他団体が行う自
然環境保全活動への参加協力等を実施

雨竜沼湿原を愛する会 雨竜町
雨竜沼湿原での外来種防除活動・清掃美化活動・生態系保全活動や、近隣学
校への出前授業を通じた次世代育成等を実施

環境市民団体エコ・ネットワーク 札幌市
森林整備のほか、えりも町での採草地での鹿角広い、平取町でのスズラン群生地の侵入雑草
除去当のボランティア活動を実施

特定非営利活動法人霧多布湿原
ナショナルトラスト

浜中町
霧多布湿原におけるナショナルトラスト運動、エコツアー、自然体験プログラムの提
供や、動植物についての調査・研究等を実施

To-pet（トペ）自然の会 当別町
湿地の桜「エゾノウワミズザクラ」の増殖活動や、外来種のアズマヒキガエル駆除に
向けた現地勉強会・駆除試験等を実施

盤渓癒しの里山づくり
プロジェクト委員会

札幌市
盤渓の天然林と人工林の一部草地化している地域で、知的障がい者の機能回復
訓練や地域交流の場として、森林整備を実施

フットパス・ネットワーク北海道 札幌市 フットパスの定着を目的に、道内各地にて「全道フットパスの集い」を開催

Friends of Shari River
斜里川を考える会

斜里町
斜里川におけるイトウの親魚・産卵床等の調査研究や、各種教育機関と連携した
体験学習による啓発活動等を実施

特定非営利活動法人
北海道森林ボランティア協会

札幌市
澄川都市環境林における森林育成や保全、希少種保護活動、右精進川の水質
調査や、小学生を対象とした親子森林教室等を実施

北海道大学総合博物館昆虫ボランティア
水生昆虫グループ

札幌市
北海道大学総合博物館昆虫作業室内での標本の作製・整理、昆虫調査作業へ
の参加、市民向け講座「昆虫サロン」等を実施

北海道函館水産高等学校 北斗市
大沼の流入河川である軍川・苅間川・宿野辺川の上流・中流・下流におけるCOD
調査や魚類調査等を実施

北方環境研究所 釧路市
標津湿原の地下水位と植物の生態調査や、釧路湿原における高層湿原の植物
群落調査、自然再生事業等を実施

特定非営利活動法人丸瀬布昆虫同好会 遠軽町
丸瀬布町立昆虫生態館のガイド・運営のほか、昆虫調査や外来種駆除、児童の
ための自然体験活動等を実施

2019

年

度

団体名

ほ

っ

く

ｌ

コ

ｌ
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ム

コ

ｌ

ス

各100,000円
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 以 上 

所在地 主な活動内容 助成金額

特定非営利活動法人エトピリカ基金 浜中町
絶滅危惧種であるエトピリカやケイマフリの調査・誘致・保護活動を実施
2017年より、海鳥調査時に見られるようになった国際保護獣ラッコの調査開始

800,000円

オホーツク魚類研究会 美幌町
オホーツク地域の魚類の生息状況及び生態に関する調査研究、魚類の保全・保
護管理や普及啓蒙活動を実施

900,000円

間伐ボランティア札幌ウッディーズ 札幌市
月2～4回森林の間伐・下草刈り・枝打ち・道作りを実施。市所有、学校所有の森
林など、手つかずで荒れている森林の整備を行う

200,000円

釧路自然保護協会 釧路市
釧路湿原や生息する動植物の保全活動の他、ウチダザリガニの駆除事業、ウチダ
ザリガニ駆除水域設置等を実施

800,000円

特定非営利活動法人
サロベツ・エコ・ネットワーク

豊富町
サロベツ稚咲内砂丘林の清掃、植樹・維持管理、学生向け研修ツアーを実施す
る他、サロベツ稚咲内砂丘林に生息する鳥類を調査

800,000円

然別湖生物多様性保全協議会 鹿追町
ウチダザリガニの防除活動、捕獲されたザリガニを活用した食用加工品の開発に
取り組む他、地元小中学生を対象とした環境学習を実施

900,000円

一般社団法人大雪山・山守隊 当麻町
行政と協働して山岳管理を行う他、学生を対象とした環境保全活動や、一般人
を対象とした写真展やフォーラムを開催

900,000円

深川ひきがえるバスターズ 深川市
国内外来種アズマヒキガエルと特定外来生物アライグマに対して、地域からの排
除を最終目標とした駆除活動を実施

400,000円

雨竜沼湿原を愛する会 雨竜町
雨竜沼湿原の登山者の踏込防止、清掃美化活動、外来生物の防除活動を実施
する他、エゾシカの食害等の影響調査に取り組む

遠軽町ウチダザリガニ防除
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾞｵ・ｻﾞﾘ・ｸﾗﾌﾞ

遠軽町 ウチダザリガニの防除活動、子供会と共催したウチダザリガニ防除体験を実施

環境市民団体エコ・ネットワーク 札幌市
環境ボランティア（森林の手入れ・採草地における鹿角広い等）、エコキャンプ、環
境ツアー、フットパスを実施

駒生川に魚道をつくる会 美幌町
春の雪解けや夏の台風の増水で破損する手作り魚道（2011年～2012年作成）
の修理及び魚の遡上の確認

ニセコ羊蹄山岳会 倶知安町 環境保全活動として、清掃登山、国内外来種コマクサの駆除活動を実施

日本鳥学会企画委員会 美唄市
シンポジウムや講習会（鳥の学校）実施、2019年9月にはテーマ別講習会「高病原性鳥インフ
ルエンザと野鳥～最近の情勢と野鳥調査者のための基礎知識」を開催

ノハナショウブ保存会 江別市 ノハナショウブの保全活動として、江別市管理地の雑草取り、施肥、移植を実施

Friends of Shari River
斜里川を考える会

斜里町
斜里川におけるイトウの調査研究や、各種教育機関等と連携した体験学習による
啓発活動を実施

特定非営利活動法人
北海道エコビレッジ推進プロジェクト

余市町
「持続可能な暮らし」に関する各種講座やイベントの開催しており、森林の維持管
理や、子供や修学旅行生へ自然体験プログラムを実施

北海道外来カエル対策ネットワーク 札幌市
外来カエルの防除活動として、公演や動物園等の公共施設で外来カエル認知度
向上のための普及活動やシンポジウム等を実施

ユウパリコザクラの会 夕張市
夕張岳登山道周辺の補修・ごみ拾い清掃作業、植生回復のための定点観察、地
元小中学校への道徳授業講師派遣を実施

利尻島ウミネココロニーについて
考える会

利尻町
北海道準絶滅危惧種に指定されているカモメ類の保全を目的として生態調査、
環境教育や普及活動を実施

両爬の生態系をかんガエル
札幌市南区ﾁｰﾑ（略称：かんガエル）

札幌市
アズマヒキガエル分布調査・防除作業、地元高等学校におけるアズマヒキガエル
の出前授業を実施

2020

年

度

団体名

ほ

っ

く

ｌ
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ス
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ｌ

ス

各100,000円


