
第9回（2007年度活動）助成
番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名

1 あかいわエコメッセ あかいわエコメッセ2007 杉山　卓子 調査研究以外 あかいわエコメッセ2007 「第9回赤いわエコメッセ2007」
（チラシ）　／　写真（コピー2枚）
／　 「第9回あかいわエコメッセ
「六ヶ所村ラプソディ」上映会・鎌
仲監督講演会の報告とお礼　　9
月9日（日）「六ヶ所村ラプソディ」
の上映会と鎌仲監督の講演会に
100人の参加」（コピー）　／
「六ヶ所村ラプソディ」（チラシ）
／　「六ヶ所村ラプソディ」（コピー
チラシ）　／　「六ヶ所村ラプソ
ディ映画上映会アンケート集計

2 宇内ホタルを守り育てる
会

自然環境と保全 片岡　悟郎 調査研究以外 ホタルの住みよい環境
をつくりましょう

「第5回おかやまホタル」（コピー）
／　写真4枚

3 NPO法人おかやまエネ
ルギーの未来を考える

地球温暖化防止の啓発
活動

廣本　悦子 調査研究以外 地球温暖化防止の啓発
活動

写真（カラーコピー　A4　1P）

4 岡山県恩原高原ウスイ
ロヒョウモンモドキ特別
委員会

ウスイロヒョウモンモド
キの調査と保護活動

難波　通孝 調査研究 恩原高原におけるウス
イロヒョウモンモドキの
保護に関する調査活動

「岡山県恩原高原の蛾類」（冊子
52P）　／　「平成19年度大山隠
岐国立公園大山蒜山地域ウスイ
ロヒョウモンモドキ・モニタリング
調査報告書」（冊子 20P）　／
「中国鱗翅学会中国支部会報
第9号」（コピー 16P）　／　「“やど
りが”215号別刷」（カラーコピー

5 岡山県立矢掛高等学校
川レンジャー

矢掛町内におけるスイ
ゲンゼニタナゴの生息
調査および保護・増殖

室　貴由輝 調査研究 矢掛町内におけるスイ
ゲンゼニタナゴの生息
調査および保護・増殖

「第9回助成活動報告書（別紙）」
（コピー　A4　4P）

6 おかやまコープ美作地
域

環境チェック活動（酸性
雨、水質（河川）二酸化
窒素）と学習

大野　緑子 調査研究以外 環境チェック活動 「２００７年度環境チェック報告
書」（コピー A4 4P）

7 倉敷医療生活協同組合
環境公害委員会

高梁川水質調査 杉山　信義 調査研究以外 高梁川の水質調査 「高梁川の水質調査」（コピー
A4　4P）　／　写真（コピー　6枚）

8 児島湖21県民の会 農民が残した七区干拓
史と児島湾沿岸災害記
録の資料化

由比濱　省吾 調査研究以外 農民が残した七区干拓
史と児島湾沿岸災害記
録の資料化

「資料集　児島湖沿岸の水害記
録（明治から昭和初期）と児島湾
干拓七区の農民が残した回顧録
（二編）」（冊子　57P）

9 児島の今と昔を調べる
会

変わりゆく児島の姿を
記録に残そう

藤田 恭弘 調査研究以外 変わりゆく児島の姿を
記録に残そう

「変わりゆく児島の姿を記録に残
そう」（CD）



10 「たけえだ・水辺の楽
校」実行委員会

たけえだ・ふるさと・環境
教育プロジェクト（竹枝
小学校周辺の自然環境
調査）

佐藤　康彦 調査研究 たけえだ・ふるさと・環境
教育プロジェクト

「ふるさとを伝えたい！」（冊子
36P）　／　「竹枝っ子通信」No.14
（カラーコピー　A4　4P）　／　「竹
枝っ子通信」No.15（カラーコピー
A4　4P）　／　「竹枝っ子通信」
No.15（カラーコピー　A4　4P）
／　「竹枝っ子通信」No.16（カ
ラーコピー　A4　4P）「竹枝っ子通
信」　／　No.17（カラーコピー　A4
6P）　／　「竹枝っ子通信」No.18
（カラーコピー　A4　4P）　／　「竹
枝っ子通信」No.19（カラーコピー
A4　4P）　／　「竹枝っ子通信」
No.20（カラーコピー　A4　4P）
／　「竹枝っ子通信」No.21（カ
ラーコピー　A4　4P）　／　「竹
枝っ子通信」No.22（カラーコピー
A4　4P）　／　「竹枝っ子通信」
No.23（カラーコピー　A4　4P）
／　「竹枝っ子通信」No.24（カ
ラーコピー　A4　4P）　／　「竹

11 日本カブトガニを守る会
笠岡支部

笠岡市神島寺間・見崎
里浜づくり

土屋　圭示 調査研究以外 笠岡市神島寺間・見崎
里浜づくり

写真（カラーコピー　A4　6枚）

12 柵原ホタルを守る会 ホタル保護啓発看板 代理　畝本和
志　（会長が
10/29死亡の
ため）

調査研究以外 ホタル保護啓発看板 写真（カラーコピー　A4　1枚）

第8回（2006年度活動）助成 
番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名

1 あかいわエコメッセ あかいわエコメッセ2006
（年1回の催しで9回目）

杉山卓子 調査研究以外 あかいわエコメッセ2006 写真（コピー）

2 NPO法人旭川を日本一
美しい川に育てる会

残しておきたい川のあ
る風景画展とその作品
募集

岡崎　彬 調査研究以外 残しておきたい川のあ
る風景画展とその作品
募集

「川のある風景　平成１８年度岡
山の皮資料集」（冊子）　/　写真
（コピー）

3 エコウエーブおかやま 第3回おかやま食と農
まつり

高瀬　喜与江 調査研究以外 おかやま食と農まつり 写真（コピー）



4 エコネットワーク津山 お城山をきれいにする
会　クリーンボランティア

神田寿則 調査研究以外 お城山をきれいにする
会

「ボランティア募集」（チラシコ
ピー）　/　「ボランティアマニュア
ル」（コピー）　/　「さくらまつり期
間中ごみの分別のしかた」（コ
ピ ）

5 おかやまエコマインド
ネットワーク

地域での環境イベント
（4箇所：備前、岡山、倉
敷、県北）と環境学習
「出前講座」

井上和之 調査研究以外 地域での環境イベント
（4箇所）と環境学習「出
前講座」

写真（コピー）

6 おかやまエネルギーの
未来を考える会

地球温暖化防止のため
の環境教育推進・環境
イベント出展

廣本悦子 調査研究以外 地球温暖化防止のため
の環境教育推進・環境
イベント出展

7 岡山県恩原高原ウスイ
ロヒョウモンモドキ特別
委員会

絶滅危惧種ウスイロヒョ
ウモンモドキの生態調
査と生物相調査

難波通孝 調査研究 ウスイロヒョウモンモド
キの調査と保護活動

「恩原高原のウスイロヒョウモン
モドキ調査報告（2006）概要」（コ
ピー）　/

8 おかやまコープ倉敷地
域会議

環境測定活動 三島加津子 調査研究 環境測定 「２００６年倉敷地域環境測定の
まとめ」（印刷物）　/　写真

9 岡山の自然を守る会 大宮里山再生プロジェ
クト

千葉喬三 調査研究 「大宮里山再生プロジェクト
2006」（コピー）

10 関西高等学校理学部
環境研究活動

岡山の森と水の生きも
の調査ー哺乳類調査と
水生昆虫調査ー

吉鷹一郎 調査研究 森と水辺の野性生物パ
トロール調査（イノシシ
調査を中心にして）

「’06年間活動報告岡山の野生
生物観察と環境パトロール活動」
（パワーポイントコピー）　/　「旭
川再生プロジェクト2006てっきり
復活大作戦」（コピー）　/　「旧岡
山市内のイノシシ情報について
の集計結果（２００５年度調査集
計による）」（コピー）

11 こせみどりの少年隊 こせみどりの少年隊ホ
タルの会・野鳥の会

牧　義夫 調査研究以外 こせみどりの少年隊午
王谷ホタル復活大作戦

「少年隊助成事業の活動経過報
告」（コピー）

12 高島旭竜エコミュージア
ムを語る会

わくわくふるさと探検隊
＆エコミュージアム
3days

村上鉄馬 調査研究以外 わくわくふるさと探検隊
＆エコミュージアム
3days

「わくわくふるさと探検隊」（コピー
と写真）

13 中学高校環境研究会 「中高生のための水辺
教室」

佐藤國康 調査研究以外 「中高生のための水辺
教室」と「中高環境研究
活動交流会」

「「中高生のための水辺教室」児
島湖浄化実験・足守川観察～１
０年間の歩み」（コピー）

14 由加の自然を調べる会 由加山のドングリをさが
そう

藤田恭弘 調査研究 由加山のドングリをさが
そう

「調査研究報告書由加山のどん
ぐりをさがそう」（ＤＶＤコピー製
本）　/　写真



第7回（２００４年度募集　２００５年度活動）助成　

番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名
1 あかいわエコメッセ あかいわエコメッセ２００

５
杉山　卓子 調査研究以外 あかいわエコメッセ２００

５
「地域と共に育つボランティあ活
動」（コピー）　/　写真（コピー）　/
「第７回あかいわエコメッセ」（ポ
スター）

2 あめんぼグループキラ
キラ

「鯉とあめんぼが住める
堀に！」堀の清掃

分屋　幸 調査研究以外 川の生きものが住める
河川に！

3 宇内ホタルを守り育てる
会

自然を守り住みよい環
境の保全～ほたるの乱
舞する里づくり～

山県　正尚 調査研究以外 自然を守り住みよい環
境を作りましょう（保全）

「平成１７年幼虫放流ヶ所」（コ
ピー）　/　写真

4 おかやまエコマインド
ネットワーク

地域での環境イベント
と、環境カルタ作成計画

山本　敬子 調査研究以外 地域での環境イベント
と、環境カルタ作成計画

「環境カルタ］（かるた）　／　写真
（コピー）

5 ＮＰＯ法人岡山環境カウ
ンセラー協会

環境学習講座 福留　正治 調査研究以外 環境教育学習講座 「ワークショップ講習会」（チラシ）
/　「環境カウンセラーが行った環
境教育学習テーマ（平成１５年～
平成１７年）」（コピー）　/　写真
（コピ ）6 岡山県恩原高原ウスイ

ロヒョウモンモドキ特別
委員会

恩原高原のウスイロヒョ
ウモンモドキの調査と保
護活動

難波　通孝 調査研究 恩原高原のウスイロヒョ
ウモンモドキ保護のた
めの調査活動

「恩原高原のウスイロヒョウモン
モドキーその調査と保護活動ー
（2）」（冊子）

7 岡山県立矢掛商業高等
学校　川レンジャー

スイゲンゼニタナゴの保
護・増殖

室　貴由輝 調査研究 スイゲンゼニタナゴの保
護・増殖

「第７回助成活動報告会」（コ
ピー）　/　「矢掛高等学校「川レ
ンジャー」の活動」（コピー）

8 岡山淡水魚研究会 アユモドキの自然産卵 青　雅一 調査研究以外 アユモドキの自然産卵 「アユモドキの人工繁殖」（ポス
ター）　/　「アユモドキの自然産
卵に取り組む」（ポスター）　/　写
真（コピー）

9 特定非営利活動法人お
かやまのエネルギーの
未来を考える会

市民共同発電事業及び
自然エネルギー普及啓
発活動

広本　悦子 調査研究以外 市民共同発電事業及び
自然エネルギー普及啓
発活動

写真（コピー）　/　「ひろげよう自
然エネルギー！みんなで防ごう
地球温暖化‼　エネミラはこんな
活動をしています」（コピー）

10 岡山の自然を守る会 市街地に生息するホタ
ル調査

千葉　喬三 調査研究 「「岡山市街地の水辺」調査報告
（2005年度）」（報告書）

11 加山・桜並木保存会 過疎地域活性に伴う桜
並木保存

金光　久子 調査研究以外 過疎地域に伴う桜並木
保存

写真（コピー）



12 児島の今と昔を調べる
会

児島の今と昔の風景写
真をパソコンを使いＣＤ
に記録して残す

藤田　恭弘 調査研究以外 児島の今と昔の風景写
真をパソコンを使いＣＤ
に記録して残す

「児島駅周辺の今と昔」（ＣＤ）（Ｃ
Ｄの画像のコピー）　/　写真

13 天守クラブ 竹炭づくりから見えるも
の

山本　忠 調査研究以外 竹炭づくりから見えるも
の

写真（コピー）

14 ネットワーク「地球村」吉
備くらしき

地球環境問題を考える
導入としての森林保護
啓発の取り組み

平田　かおる 調査研究以外 森林保護の啓発活動に
おける導入としてのマイ
箸の普及推進

「マイ箸　うまいね！ぷろじぇくと」
（チラシ　コピー）　/　「マイ箸の
作り方」（写真コピー）　/　「「リ
バーシブル箸袋の簡単な作り
方」（コピー）　/　「＜わりばし＞
輸入先・・・」（毎日新聞ニュース）
/　「『マイ箸』プロジェクトをはじ
めませんか？」（コピー）

15 由加蛍遊会 蛍遊の水辺周辺の草刈
り

松浦　正信 調査研究以外 蛍遊の水辺周辺の草刈
り

写真

第６回（２００３年度募集　２００４年度活動）助成

番号 団体名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物題名　添付物
1 宇内ホタルを守り育てる

会
ホタルの乱舞する里づく
り

山県　正尚 調査研究以外 ホタルの乱舞する里づく
り

写真　新聞記事

2 エコウェーブおかやま 食と農と暮らしのガイド
ブックの発行

高瀬　喜与江 その他 食と農と暮らしのガイド
ブックの発行

　「岡山エコ読本」（雑誌）　/　写
真

3 エコネットワーク津山 環境リーダー養成講座 神田　寿則 その他 環境リーダー養成講座・
番外編・実践編

コピー写真　「環境リーダー養成
講座実践編」（チラシ）　/　「環境
リーダー養成講座番外編」（チラ
シ）　/　「環境リーダー養成連続
講座参加者募集」（チラシ）　/
「エコネットワーク津山かわら版
3・4月」（ニュース）「吉井川昔の
川の写真をお貸し下さい」（チラ
シ）

4 NPO法人おかやまエネ
ルギーの未来を考える
会

2号基市民共同発電事
業及び自然エネルギー
普及啓発事業

広本　悦子 調査研究以外 2号基市民共同発電事
業及び自然エネルギー
普及啓発事業

写真

5 岡山環境カウンセラー
協会

環境学習講座 福留　正治 調査研究以外 環境学習講座 「環境カウンセラーによる環境学
習講座（短期）」（チラシ）　/　「環
境カウンセラーによる環境学習
講座（継続）」（チラシ）



6 おかやまコープ岡山西
地域環境委員会

環境測定活動 三島　佳予子 その他 環境測定活動 写真　/　　「ウィークリーコープ岡
山西地域｝（コピー）

7 岡山の自然を守る会 野生小型哺乳類観察会
のための基礎調査

千葉　喬三 調査研究 哺乳類観察を実施する
ための基礎調査（2004
年度）

「哺乳類観察を実施するための
基礎調査（2004年度）」（製本）

8 西大寺まちづくりネット
ワーク

西大寺の自然を再認識
しよう

前田　幸男 その他 西大寺の自然を再認識
しよう

「平成16年度のあゆみ」（冊子）

9 中学高校環境研究会 「中学高校生のための
水辺教室」および研究
発表会

佐藤　國康 調査研究以外 中高生のための水辺教
室と発表会

10 操山里山クラブ 操山の自然環境調査 難波　一郎 調査研究 操山の自然観察調査 「生き物調査活動報告書」（製
本）

11 由加蛍遊会 螢遊の水辺周辺の草刈
り、清掃、缶拾い

松浦　正信 調査研究以外 ホタルの棲める水辺づく
り

写真

第５回（２００２年度募集　２００３年度活動）助成

番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物題名　添付物
1 足守川の水を守る会 足守地区安定型の産業

廃棄物最終処分場排出
水の調査

神田　利男 調査研究 足守地区安定型産業廃
棄物最終処分場からの
排出水の調査

「経過報告」（コピー）　/　写真（コ
ピー）

2 井原市消費生活問題研
究協議会

消費者をとりまく社会環
境の多様化の中で、安
全で安心できる生活環
境を追求し、これまで
培ってきた研究や実践
活動を基礎として、地球
にやさしい石けん使用
推進運動、家庭排水浄
化活動、リサイクルや省
資源省エネルギー推進
運動などの問題に取り
組み実践活動を展開す
る

妹尾　統美子 調査研究以外 消費生活問題啓発活動 「助成活動実績報告書］（コピー）
/　「食品表示に関する調査結
果」（コピー）　/　写真

3 宇内ほたるを守り育て
る会

自然を守り住みよい環
境をつくりましょう

片岡　悟郎→
山県　正尚

調査研究以外 自然を生かした特色あ
る地域づくり

写真（コピー）　/　「ホタルの舞に
歓声」（写真記事コピー）　/　「第
21回宇内ほたる祭り」（チラシ）



4 エコウェーブおかやま おかやま食と農まつり 高瀬　喜与江 調査研究以外 第2回おかやま食と農ま
つり

5 NPO法人おかやまエネ
ルギーの未来を考える
会

自然エネルギー・省エネ
ルギー普及啓発運動

広本　悦子 調査研究以外 自然エネルギー・省エネ
ルギー普及啓発事業

写真（コピー）

6 岡山の自然を守る会 百間川観察会 千葉　喬三 調査研究 百間川観察会 「助成活動実践報告書百間川観
察会」（フラットファイル綴じ）

7 樫邑学区をつなぐ地域
活動推進委員会

ふるさろの川と共に生き
る

池本　豊忠 調査研究以外 久世町の橋の上から見
た川の写真集づくり

写真

8 西大寺まちづくりネット
ワーク

川へ人を呼ぼう（吉井川
とその周辺の自然を楽
しむために）

前田　幸男 調査研究以外 川へ人を呼ぼう（吉井川
とその周辺の自然を楽
しむために）

「平成15年度のあゆみ」（冊子）

9 自然農まなびの会おか
やま

「長編記録映画・自然
農・川口由一の世界」自
主上映会

八木　真由美 調査研究以外 1部「自然農ー川口由一
の世界」1995年の記録
映画の上映会　2部川
口さんのお話と質疑応
答

写真（コピー）

10 下高田わらべ会 下高田地区　ホタル　ビ
オトープ活動

高谷　勝晴 調査研究以外 下高田地区　ホタル　ビ
オトープ活動

写真

11 特定非営利法人瀬戸内
探検隊

おかやまの海をきれい
に！プロジェクト

三浦　孝仁 調査研究以外 おかやまの海をきれい
に‼　プロジェクト

「瀬戸内海海岸海底レポート」（Ｖ
ＨＳビデオテープ）　/　写真（コ
ピ ）12 中学高校環境研究会 中学生、高校生による

河川を中心とした自然
環境調査活動の活性化
の取り組み

吉鷹　一郎 調査研究 中高生のための水辺教
室と発表会

写真　/　「中学高校生のための
水辺教室参加のしおり」（チラシ）

13 つやま環境市民委員会
→エコネットワーク津山

環境基本計画推進の為
のＮＰＯ（ＮＧＯ）づくり

神田　寿則 調査研究以外 環境基本計画推進のた
めのＮＰＯ（ＮＧＯ）づくり

14 ネットワーク『地球村』吉
備くらしき

市民に広げるオゾン層
破壊と有害紫外線につ
いての意識調査

日野　進一郎 調査研究以外 市民に広げるオゾン層
破壊と有害紫外線につ
いての意識アンケート

写真　/　「倉敷・岡山紫外線アン
ケート結果報告」（コピー）　/
「オゾン層破壊と有害紫外線に
ついての意識アンケート」（コ
ピー）　/　「地球環境セミナー美
しい地球を子ども達に」（チラシ）

15 由加蛍遊会 蛍遊の水辺一帯の草刈
り及び清掃

松浦　正信 調査研究以外 蛍遊の水辺周辺の草刈
り、清掃、缶拾い

写真

16 由加の自然を調べる会 由加の自然を知ろう 藤田　恭弘 調査研究 由加の自然を知ろう 「由加の自然」（ＣＤ画面のコ
ピー）　/　写真



第４回（２００１年度募集　２００２年度活動）助成

番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名
1 エネルギーの未来を考

える会
太陽光発電及びソー
ラーシステムによる市民
共同発電事業

広本　悦子 調査研究以外 助成活動実績報告書 「助成活動実績報告書」「エネミラ
通信第3号」

2 岡山県公立真備綾南高
等学校

真備町大池に発生した
アオコ対策のため、流
入水の調査をし、その
発生をおさえる

磯田　精一 調査研究 「真備大池に流入する水質調査」

3 岡山市立足守中学校科
学部

足守川環境調査 英　忠彦 調査研究 「足守川環境調査」　「助成活動
実績報告書」　「足守川環境調査
（その9）」

4 岡山淡水魚研究会 休耕田におけるアユモ
ドキの自然産卵

青　雅一 調査研究 「アユモドキの自然産卵」

5 岡山の自然を守る会 「百間川観察マップ」作
成のための調査

千葉　喬三 調査研究 「百間川観察マップ」作成のため
の調査

6 岡山の緑と水と空気を
守る連絡会

児島湾を再び宝の海に 小川　洋 調査研究以外 児島湾を再び宝の海に 「児島湾を再び宝の海に」

7 蛍遊の水辺由加東蛍遊
会

児島湖流域水質保全及
水質浄化活動

松浦　正信 調査研究以外 題名無し 写真

8 児島湖21県民の会 児島湖流域における公
開の水質浄化実験

由比濱　省吾 調査研究 「児島湖用水域における黄海の
水質浄化実験報告書」

9 西大寺まちづくりネット
ワーク

実践　環境ワークショッ
プ　（様々なフィールド
ワークの実体験を通し
て ）

前田　幸男 調査研究以外 2002年度助成活動実績
報告書

「平成14年度のあゆみ」（冊子）

10 新見市立唐松小学校 故郷大好きー美穀の自
然

杉　秀樹 調査研究 故郷大好きー美穀の自
然

「唐松市民センターだより4月号・
9月号・12月号」　写真

11 ホタルを育む会 環境の美化ホタル祭り
に向って郷川に清流を

藤本　信男 調査研究以外 題名無し　作文用紙の
報告書

12 柵原町ホタルを守る会 ホタルマップ冊子事業 村家　英夫 調査研究 ホタルマップ冊子事業
について

「やなはらホタルの里マップ」（冊
子）

13 リサイクルクラブメダカ
の学校

夏休み親子環境講座 入江　早苗 調査研究以外 おかやま環境ネットワー
ク助成活動実績報告書

「夏休み親子環境講座」（チラシ）

第３回（２０００年度募集　２００１年度活動）助成



番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名
1 宇内ホタルを守り育てる

会
源氏ボタルを守り育てる 片岡　悟郎 ①調査研究・報

告書作成
自然を生かした特色あ
る地域づくり

2 エコネット津山 エコマネー「くるくる」の
流通実験

皆木　憲吾 ②団体の一定
期間の活動

エコマネー「くるくる」の
流通実験

「エコポイントカード　エコマネー
の写真]（フロッピー）

3 岡山の自然教育会 岡山県内小・中学校の
校庭の雑草調査及びそ
の活用方法の検討

熊代　賢治 ①調査研究・報
告書作成

岡山県の小・中学校の
校庭の雑草調査及びそ
の活用方法の検討

4 岡山の自然を守る会 百間川上流部の自然環
境調査

千葉　喬三 ①調査研究・報
告書作成

百間川上流部の自然環
境調査

調査報告書「百間川上流部の自
然・2」

3 岡山の緑と水と空気を
守る連絡会

児島湾の環境汚染・劣
化とその動植物に与え
る影響

小川　洋 ①調査研究・報
告書作成

児島湾の環境汚染・劣
化とその動植物に与え
る影響

（１）報告書「児島湾を再び宝の
海に」（２）学習会・調査報告「児
島湾と水環境・・従来の調査結果
と今後の課題」（３）児島湾を考え
るシンポジュウム「を再び宝の海
に」の報告（４）漁業関係者から
の聞き取り調書

6 笠岡市消費生活問題研
究協議会

廃油石けん作りを通し
た環境保全の啓発

佐藤　芳子 ③講演会・イベ
ント企画など

廃油石けん作りを通し
た環境保全の啓発

写真　廃油石けん

7 蛍遊の水辺、由加蛍遊
会

由加の自然環境を保護
し地域の活性化をはか
ろう

松浦　正信 ②団体の一定
期間の活動

自然の美しい環境を保
全し後世に継承する住
民の親睦をはかる

資料「蛍遊の水辺・由加」整備事
業

8 作陽高校生物部 吉井川（宮川・横野川）
の水質調査

神田　寿則 ①調査研究・報
告書作成

吉井川（宮川）の水質調
査

資料「『宮川（吉井川）の水生生
物・パックテストによる塩質調査
について』津山地域清流を守る」

9 抱きしめてオンリー・ワ
ン・アース

地球にやさしいキャンプ 直原　一美 ③講演会・イベ
ント企画など

地球にやさしいキャンプ 写真

10 津山市消費生活モニ
ター連絡会

お城山クリーン作戦～
わがまちクリーン作戦
へ～

佐々木　裕子 ①調査研究・報
告書作成

お城山クリーン作戦～
わがまちクリーン作戦
へ～

ビデオテープ「お城山のごみゼロ
にチャレンジ」

11 天守クラブ 子どもたちとともにふる
さとの野山を知り。愛す
る地域をつくろう

山本　中 ②団体の一定
期間の活動

自然の探求と活用 写真

12 ホタルを育む会 水をきれいにする河川
愛護　環境の美化

藤本　信男 ②団体の一定
期間の活動

環境の美化　郷川を美
しく



13 美作國際交流をすすめ
る会

ホタル生息河川の生態
調査及び水質調査

石川　紀 ②団体の一定
期間の活動

河川調査 写真

第２回（１９９９年度募集　２０００年度活動）助成

番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物　題名
1 エコウェーブ岡山 地域で役立つエコロ

ジーガイド作り
高瀬　喜与江 エコロジーガイド作り 「口コミ・手づくりエコライフ情報

誌　ECO　WAVE　おかやま」（冊
子）　A4版120Pカラー印刷
吉備人出版　定価1050円

2 岡山の自然を守る会 メダカ調査 千葉　喬三 メダカの調査

3 岡山の緑と水と空気を
守る連絡会

足守川の奇形魚（骨曲
り）調査

小川　洋 足守川の奇形魚調査

4 グリーンコンシューマー
の会

グリーンコンシューマー
をふやすための活動

谷合　裕子 グリーンコンシューマー
をふやす講演会

5 児島湖21県民の会 児島湖総合データの収
集活動

由比濱　省吾 児島湖総合データブック
作成

「児島湖流域の水質状況　18年
間の測定データ解析]（冊子）
B5　　66P

6 中国四国環境教育ミー
ティング

中四国環境教育ミー
ティング岡山大会開催

高橋　肇（山
口大学）

中・四国環境教育ミー
ティング2000～ひと・ま
ち・自然/つながりをみ
なおそう～

「中・四国環境教育ミーティング
2000　報告書」（冊子）　　A4
72P

7 福谷エコクラブ 「足守川に優しくしよう」
「ごみを減らそう」

加治谷　悠紀
子

足守川にやさしくしよう 「福谷エコクラブ通信　よっこら
しょ　No.25～42」（新聞）　　　各N
ｏとも　B4　　1P　　裏表印刷

番号 団　体　名 企　画　名 代表者 助成の分野 報告書企画名 成果物（提出物）　題名
1 岡山の自然を守る会 岡山県内のムササビの

分布調査
近藤　義郎 岡山県内のムササビ分布調査

A4　4P
2 岡山の緑と水と空気を

守る連絡会
土壌汚染の実態と影響 小川　洋 土壌汚染の実態と調査　環境問

題学習会1999/6/9[土のしくみと
地球環境問題」（チラシ）　　報告
書・資料合わせて　A4　26P
※1999/11/26付けで、第２回申
請書に添付してある

第１回（１９９８年度募集　１９９９年度活動）助成 　 第1回の成果物は第1回助成活動報告会に提出されたもの



3 日本科学者会議　岡山
支部

邑久郡におけるゴミ放
棄の実態調査

北村　修二 邑久郡（主に牛窓町）におけるゴ
ミ放棄の実態調査ー1999（H11）
年度　　　古川美由姫　白井浩子
A4　 20P

4 リサイクルフォーラム ごみの出ないリサイク
ル社会をめざして、ごみ
問題に対する１人１人
の思いを持ち寄り、みん
なで討議し、実行してい

姫井　由美子 岡山県に企業における環境対応
アンケート調査」　ご協力のお願
い　　　A4　4P

5 グリーンコンシューマー
の会おかやま

グリーンコンシューマー
（緑の消費者ー環境に
配慮した買い物をする
人）を増やすための活

谷合　裕子 グリーンコンシューマーの会中間
報告　趣意書　　　　　　　A4
4P
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