
■住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイント　環境寄附対象団体一覧
環境寄附対象団体名称 対象分野 事業者コード

あ アース・エコ 地球温暖化防止 K187

アースウォッチ・ジャパン 自然保護・生物多様性保全 K045

ＩＮＥ ＯＡＳＡ （い～ね！おおあさ） 地球温暖化防止 K031

愛岐トンネル群保存再生委員会 助成・トラスト K164

アイキャン リサイクル・廃棄物対策 K035

愛知県緑化推進委員会 助成・トラスト K165

アクティブ近江富士 森林の保全・緑化 K082

アクト川崎 地球温暖化防止 K016

認定NPO法人アサザ基金 環境教育・人材育成 K217

アジア砒素ネットワーク 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K094

足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ 地球温暖化防止 K009

あそあそ自然学校 環境教育・人材育成 K128

阿蘇グリーンストック 自然保護・生物多様性保全 K061

あだーじょ 地球温暖化防止 K190

アトピッ子地球の子ネットワーク 環境教育・人材育成 K103

アマモ種子バンク 自然保護・生物多様性保全 K057

あらかわ学会 環境教育・人材育成 K235

荒川クリーンエイド・フォーラム 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K213

ｅ－ｐｌｕｓ生涯学習研究所 環境教育・人材育成 K132

イクレイ日本 環境教育・人材育成 K104

石川県緑化推進委員会 環境教育・人材育成 K129

茨城県 緑化推進機構 助成・トラスト K152

いびがわミズみずエコステーション 地球温暖化防止 K020

西表島エコツーリズム協会 自然保護・生物多様性保全 K205

岩手子ども環境研究所 環境教育・人材育成 K098

WITH 森林の保全・緑化 K212

内モンゴル沙漠化防止植林の会 森林の保全・緑化 K066

宇部市地球温暖化対策ネットワーク 地球温暖化防止 K193

海塾 環境教育・人材育成 K105

海をつくる会 自然保護・生物多様性保全 K051

ウヨロ環境トラスト 助成・トラスト K148

エコ・コミュニケーションセンター 環境教育・人材育成 K106

エコ・モビリティ サッポロ 地球温暖化防止 K001

NPO エコバンク　Japan 環境教育・人材育成 K135

ECOPLUS 環境教育・人材育成 K102

エコプランふくい 環境教育・人材育成 K130

エコ村ネットワーキング 環境教育・人材育成 K225

エコ・リーグ 地球温暖化防止 K186

エコロジー夢企画 自然保護・生物多様性保全 K200

ezorock 環境教育・人材育成 K095

オイスカ 環境教育・人材育成 K107

おおいた環境保全フォーラム 自然保護・生物多様性保全 K204

大阪自然環境保全協会 自然保護・生物多様性保全 K055

大阪府民環境会議 地球温暖化防止 K023

大阪府みどり公社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K248

大阪みどりのトラスト協会 助成・トラスト K167

おかやまエネルギーの未来を考える会 地球温暖化防止 K029

おかやま環境ネットワーク 地球温暖化防止 K030

興津川保全市民会議 環境教育・人材育成 K223

おきなわアジェンダ21県民会議 地球温暖化防止 K034

沖縄県ダイビング安全対策協議会 自然保護・生物多様性保全 K062

沖縄リサイクル運動市民の会 リサイクル・廃棄物対策 K042

オリックス株式会社・オリックス環境株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K175

温暖化防止ネット 地球温暖化防止 K194



か ガールスカウト日本連盟 環境教育・人材育成 K108

カーボンフリーコンサルティング株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K247

開発教育協会 環境教育・人材育成 K109

カイフネイチャーネットワーク 自然保護・生物多様性保全 K058

かごしまみどりの基金 森林の保全・緑化 K090

加治川ネット２１ 環境教育・人材育成 K221

かたの環境フェスタ市民会議 環境教育・人材育成 K140

神奈川海難救助隊 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K214

神奈川県環境学習リーダー会 環境教育・人材育成 K220

かながわ天ぷら油回収センター リサイクル・廃棄物対策 K197

かながわトラストみどり財団 助成・トラスト K159

鎌倉風致保存会 助成・トラスト K160

かみえちご山里ファン倶楽部 環境教育・人材育成 K222

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 助成・トラスト K149

川口市民環境会議 地球温暖化防止 K184

川島ネイチャークラブ 自然保護・生物多様性保全 K199

川に学ぶ体験活動協議会 環境教育・人材育成 K218

環境NGO イカオ・アコ 森林の保全・緑化 K080

環境あきた県民フォーラム(秋田県地球温暖化防止活動推進センター) 地球温暖化防止 K004

環境イノベーション情報機構 地球温暖化防止 K011

環境エネルギー政策研究所 地球温暖化防止 K010

環境カウンセリング協会長崎 環境教育・人材育成 K240

環境技術協会 森林の保全・緑化 K089

環境再生保全機構（地球環境基金） 助成・トラスト K161

「環境・持続社会」研究センター（JACSES) 地球温暖化防止 K185

環境市民 環境教育・人材育成 K138

環境修復保全機構 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K091

環境ネットやまがた 地球温暖化防止 K005

環境ネットワークくまもと 地球温暖化防止 K195

環境ネットワーク埼玉 地球温暖化防止 K006

環境ふくい推進協議会 環境教育・人材育成 K131

環境文明21 環境教育・人材育成 K110

環境リレーションズ研究所 森林の保全・緑化 K069

関西NGO協議会 環境教育・人材育成 K226

キープ協会 自然保護・生物多様性保全 K052

気候ネットワーク 地球温暖化防止 K021

九州環境サポートセンター 環境教育・人材育成 K241

九州バイオマスフォーラム 地球温暖化防止 K033

共存の森ネットワーク 環境教育・人材育成 K111

京都・雨水の会 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K215

京都グリーン購入ネットワーク グリーン購入 K147

きょうとグリーンファンド 地球温暖化防止 K022

霧多布湿原ナショナルトラスト 助成・トラスト K150

近畿環境市民活動相互支援センター 環境教育・人材育成 K141

NPO法人くまもと温暖化対策センター 環境教育・人材育成 K144

グラウンドワーク三島 自然保護・生物多様性保全 K053

グリーンアライアンス 海外支援事業部 ＮＧＯ．緑の騎士団 地球温暖化防止 K027

グリーン購入ネットワーク グリーン購入 K145

グローバル・スポーツ・アライアンス 環境教育・人材育成 K112

GLOBE Japan（地球環境国際議員連盟） 地球温暖化防止 K007

黒潮実感センター 環境教育・人材育成 K227

高知県森と緑の会 助成・トラスト K170

五環生活 地球温暖化防止 K189

国際環境NGO FoE Japan 森林の保全・緑化 K070

国際協力NGOセンター 環境教育・人材育成 K113

国際緑化推進センター 森林の保全・緑化 K071

国際連合活動支援クラシックライブ協会 環境教育・人材育成 K114

国土緑化推進機構 助成・トラスト K156



か 心豊かにARD(あるど)の会 環境教育・人材育成 K136

ごみゼロネット大阪 リサイクル・廃棄物対策 K038

さ 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 地球温暖化防止 K032

埼玉県生態系保護協会 助成・トラスト K153

埼玉県緑化推進委員会 助成・トラスト K154

埼玉森林サポータークラブ 森林の保全・緑化 K065

才の木 環境教育・人材育成 K115

さが緑の基金 助成・トラスト K172

サステナビリティ日本フォーラム 環境教育・人材育成 K116

さっぽろ自由学校「遊」 環境教育・人材育成 K096

里山倶楽部 森林の保全・緑化 K083

サンヨーホームズ株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K181

ＣＯ２バンク推進機構 地球温暖化防止 K188

ジーコンシャス株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K174

C.W.ニコル･アファンの森財団 森林の保全・緑化 K078

滋賀グリーン購入ネットワーク グリーン購入 K146

滋賀県環境保全協会 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K092

四国自然史科学研究センター 自然保護・生物多様性保全 K060

静岡県緑化推進協会 助成・トラスト K163

自然エネルギー推進市民フォーラム（ＲＥＰＰ） 地球温暖化防止 K012

自然環境復元協会 自然保護・生物多様性保全 K230

持続可能な開発のための教育推進会議 環境教育・人材育成 K117

社叢学会 環境教育・人材育成 K139

ジャパンワイルドライフセンター 自然保護・生物多様性保全 K046

JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) 森林の保全・緑化 K208

樹木･環境ネットワーク協会 森林の保全・緑化 K072

ジュレー・ラダック 地球温暖化防止 K013

循環型社会創造ネットワーク カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K245

循環生活研究所 環境教育・人材育成 K143

白神山地を守る会 森林の保全・緑化 K206

信越トレイルクラブ 自然保護・生物多様性保全 K203

森林環境 森林の保全・緑化 K079

森林塾青水 自然保護・生物多様性保全 K201

森林をつくろう 森林の保全・緑化 K088

生態系トラスト協会 助成・トラスト K171

生態工房 自然保護・生物多様性保全 K047

世田谷トラストまちづくり 森林の保全・緑化 K073

摂津市人材サポート・ビューロー 地球温暖化防止 K025

セブン‐イレブン記念財団 森林の保全・緑化 K074

全国環境ボランティアリーダー会 環境教育・人材育成 K239

草炭緑化協会 森林の保全・緑化 K209

ソーラーネット 環境教育・人材育成 K101

そらべあ基金 地球温暖化防止 K014

た 太陽光発電所ネットワーク 環境教育・人材育成 K236

地域国際活動研究センター 森林の保全・緑化 K081

地域づくり工房 地球温暖化防止 K018

地域の未来・志援センター 環境教育・人材育成 K137

地球温暖化防止ぐんま県民会議 地球温暖化防止 K183

地球環境市民会議(CASA) 地球温暖化防止 K191

地球環境センター 森林の保全・緑化 K084

地球市民の会 環境教育・人材育成 K228

地球船クラブ リサイクル・廃棄物対策 K196

地球と未来の環境基金 森林の保全・緑化 K075

ちば里山センター 森林の保全・緑化 K067

中部リサイクル運動市民の会 リサイクル・廃棄物対策 K036

つくば環境フォーラム 環境教育・人材育成 K100

Tuvalu Overview 地球温暖化防止 K008

ディーアイシージャパン株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K179



た 寺子屋方丈舎 環境教育・人材育成 K099

徳島保全生物学研究会 自然保護・生物多様性保全 K059

都市緑化機構 助成・トラスト K157

とやま環境財団 地球温暖化防止 K017

とよなか市民環境会議アジェンダ21 地球温暖化防止 K192

トラストサルン釧路 助成・トラスト K151

な 生ごみリサイクル思考の会 リサイクル・廃棄物対策 K037

にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 助成・トラスト K162

２２世紀やま・もり再生ネット 助成・トラスト K155

日本ガラパゴスの会 自然保護・生物多様性保全 K048

日本ウミガメ協議会 自然保護・生物多様性保全 K056

日本エコツーリズム協会 環境教育・人材育成 K118

日本エコツーリズムセンター 環境教育・人材育成 K237

日本環境協会 環境教育・人材育成 K238

日本グラウンドワーク協会 環境教育・人材育成 K119

日本国際湿地保全連合 環境教育・人材育成 K120

日本国際ボランティアセンター 環境教育・人材育成 K121

日本生態系協会 自然保護・生物多様性保全 K049

日本鳥類保護連盟 自然保護・生物多様性保全 K231

日本ナショナル・トラスト協会 助成・トラスト K158

日本野鳥の会 環境教育・人材育成 K219

日本ユニセフ協会 環境教育・人材育成 K122

ネイチャーセンターリセン 環境教育・人材育成 K123

ねっとわーく福島潟 自然保護・生物多様性保全 K202

は バイシクル エコロジー ジャパン 地球温暖化防止 K015

ＨＡＮＤＳ 森林の保全・緑化 K068

兵庫県緑化推進協会 助成・トラスト K168

ひらかた環境ネットワーク会議 地球温暖化防止 K026

ひらかた市民活動支援センター リサイクル・廃棄物対策 K039

フードバンク関西 リサイクル・廃棄物対策 K040

富士山クラブ 自然保護・生物多様性保全 K050

ブリッジ エーシア ジャパン 環境教育・人材育成 K124

プロジェクト保津川 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策 K093

株式会社 PEARカーボンオフセット・イニシアティブ カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K177

ホールアース研究所 環境教育・人材育成 K133

北海道環境財団 地球温暖化防止 K002

北海道グリーンファンド 地球温暖化防止 K003

北海道市民環境ネットワーク 環境教育・人材育成 K097

北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K243

北海道森と緑の会 助成・トラスト K242

ま マイクライメイトジャパン株式会社 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K246

まちづくり国際交流センター 環境教育・人材育成 K142

マブイ六甲 リサイクル・廃棄物対策 K041

三重県緑化推進協会 助成・トラスト K166

水・環境ネット東北 環境教育・人材育成 K216

水と緑の環境ネットワークの会 森林の保全・緑化 K232

緑と水の連絡会議 森林の保全・緑化 K087

緑のサヘル 森林の保全・緑化 K233

緑の地球ネットワーク 森林の保全・緑化 K085

緑のまちづくり支援機構 森林の保全・緑化 K234

水俣フォーラム 環境教育・人材育成 K125

南信州おひさま進歩 地球温暖化防止 K019

南太平洋協会 地球温暖化防止 K024

みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) 森林の保全・緑化 K063

ミレニアムシティ 環境教育・人材育成 K126

more trees 森林の保全・緑化 K210

森づくりフォーラム 森林の保全・緑化 K211

守山リス研究会 自然保護・生物多様性保全 K054



ま 紋別市役所 カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K244

や 野生生物保全論研究会 環境教育・人材育成 K127

矢祭町商工会青年部 地球温暖化防止 K182

容器包装の3Rを進める全国ネットワーク リサイクル・廃棄物対策 K229

ら ライジングコーポレーション カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K180

ラブ・ネイチャーズ 環境教育・人材育成 K224

林 林 林 環境教育・人材育成 K134

Link・森と水と人をつなぐ会 森林の保全・緑化 K064

株式会社レノバ カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト K173

礼文島自然情報センター 自然保護・生物多様性保全 K043

わ わかやま環境ネットワーク 地球温暖化防止 K028

和歌山自然リサイクル協会 森林の保全・緑化 K086

サロベツ・エコ・ネットワーク 自然保護・生物多様性保全 K198


