2019 年 3 月 22 日
各 位
株式会社北洋銀行

2019 年度「ほっくー基金」助成先を決定しました
～北海道の生物多様性保全に取り組む 24 団体へ総額 700 万円を助成します～
北洋銀行は、「ほっくー基金選定協議会」における協議を踏まえ、北海道の生物多様性保全に取り組まれて
いる 24 団体を、2019 年度「ほっくー基金北海道生物多様性保全助成制度」（以下、ほっくー基金）助成先として
決定しました。
今年度は、「ほっくーコース（助成金額上限 100 万円）」に 11 件、「トムコース（助成金額固定 10 万円）」に 21 件
の応募がありました。厳正な協議の結果、下記 24 団体へ総額 700 万円の活動資金を助成させていただきます。
これにより、2010 年の基金設立以来、基金からの贈呈は延べ 87 先 6,000 万円となります。
当行は、持続可能な社会の実現に貢献すべく、今後も環境に配慮した商品や金融サービスの提供、ならび
に CSR 活動を通じて環境保全に取り組むお客さまを支援すると共に、国際連合が提唱する SDGs の達成に
貢献してまいります。

記
＜2019 年度「ほっくー基金」助成先＞
（50音順）
ほっくーコース助成先団体 （8団体）

石狩川流域
湿地・水辺・海岸ネットワーク

一般社団法人エゾシカ協会

釧路自然保護協会

黒松内ブナ林再生プロジェクト

CISEネットワーク

特定非営利活動法人
西興部村猟区管理協会

ヒグマの会

深川ひきがえるバスターズ
（50音順）

トムコース助成先団体 （16団体）

旭山公園キッズ

旭山自然調査隊

江別ホタルの会

遠軽町ｳﾁﾀﾞｻﾞﾘｶﾞﾆ防除
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾞｵ･ｻﾞﾘ･ｸﾗﾌﾞ

雨竜沼湿原を愛する会

環境市民団体エコ･ネットワーク

特定非営利活動法人
霧多布湿原ナショナルトラスト

To-pet（トペ）自然の会

盤渓癒しの里山づくり
プロジェクト委員会

フットパス・ネットワーク北海道

Friends of Shari River
斜里川を考える会

特定非営利活動法人
北海道森林ボランティア協会

北海道大学総合博物館
昆虫ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ水生昆虫ｸﾞﾙｰﾌﾟ

北海道函館水産高等学校

北方環境研究所

特定非営利活動法人
丸瀬布昆虫同好会

以

上

別紙

１．制度の概要
■「ほっくー基金北海道生物多様性保全助成制度」のしくみ図

■ほっくー定期預金
「ほっくー基金」の主な原資として、「ほっくー定期預金」を全店でお取り扱いしています。
お客さまからお預け入れいただいた「ほっくー定期預金」の、当行が別途定める基準日の残高の 0.01%相当額と、満期案
内不発行による郵送料相当額を、当行は「ほっくー基金」に拠出いたします。これにより、お客さまは金銭負担なく、間接的
に「ほっくー基金」へ参加し、北海道の生物多様性保全に貢献いただくことができます。

２．助成先の詳細
■「ほっくーコース」助成先
団体名

団体
所在地

（50 音順）
主な活動内容

助成金による活動

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
啓発用の映像製作等を実施

一般社団法人エゾシカ協会

札幌市

シカ肉の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 エゾシカ問題への認知度を
適正な捕獲・管理を担う人材育成を実施
向上させるための体験型イベント

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

黒松内ブナ林再生プロジェクト

CISEネットワーク

特定非営利活動法人
西興部村猟区管理協会

黒松内町

札幌市

西興部村

湿地をもっと身近に！
「しめっち」プロジェクト

手作り魚道による釧路湿原の
イトウ個体群の復元

助成
金額
100万円

70万円

100万円

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
北限域のブナ林再生活動
林散策を組合せたブナ林再生ツアー等を実施

40万円

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 北海道の生物多様性がわかる
館・環境関連施設の人材や資料を活用した事業を実施
「どこでも自然史博物館」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

50万円

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

40万円

Ｈ31年度
西おこっぺ村ワイルドライフ教室

ヒグマの会

江別市

ヒグマの会40周年記念事業
ヒグマと人間が共生できる社会作りを目指し、ヒグマの調査研究、生息
「北海道のシンボル、ヒグマ
地保全、ヒグマ対策や対応策の教育活動等を実施
～共存への道のり～」

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共に、駆除効 アズマヒキガエル・アライグマ駆除等
果の把握や外来種に関する普及啓発活動を実施
外来動物対策事業

100万円

40万円

別紙

■「トムコース」助成先
団体名

（50 音順）
団体
所在地

主な活動内容

助成金による活動

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 ・森のたんけん隊 in 旭山
体験等を実施
・森の遊び場

旭山自然調査隊

札幌市

旭山記念公園及び周辺の都市環境林に残る生物とその繁殖地保全を
ぼくたちの守るもの
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
ホタル生息地環境改善作業
動を実施

遠軽町ウチダザリガニ防除
ボランティアグループ
ジオ・ザリ・クラブ

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
ウチダザリガニ防除活動
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、えりも町の採草地での鹿角拾い、平取町でのスズラ 平取町スズラン群生地における
ン群生地の侵入雑草除去等のボランティア活動を実施
侵入雑草除去ボランティア

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 地域とともに作る植物標本集
グラムの提供や動植物についての調査・研究等を実施
―ハーバリウム・霧多布―

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や駆除試験等を実施

助成
金額

雨竜沼湿原のエゾシカによる
食害対策と湿原生態系保全活動

Rebirth Mother River“ISHIKARI”！
～甦れ！母なる石狩川～
「リバリバ計画」

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

ﾌｯﾄﾊﾟｽ･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 ワイルドサーモンと河川の
催
生態系や文化の普及活動

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 斜里川のイトウを
と連携した体験学習による啓発活動等を実施
知ろう守ろうプロジェクト

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に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
北海道の水生昆虫トランクキット作製
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
函館水産高校なかの研究所環境調査室
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、釧路湿原の高層湿原の植 野付半島における植物相の
物群落調査、自然再生事業等を実施
現況調査

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

各団体
10万円

盤渓癒しの里山プロジェクト

札幌市澄川都市環境林における
右精進川の水質検査と希少生物の
保護活動

遠軽町の蝶
「オオイチモンジ」を守ろう

以 上

