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 AM10:00 

集合 

里山と関わる暮らしを実践 

今回の参加者は 10 名 

ほど。 

当日の作業内容や安全

対策を確認して現場に

出発！ 

今回、体験するのは・・・ 

初顔合わせ

にドキドキ 

緑地保全ボランティア＠川井緑地（横浜市旭区） 

高橋朝美 長野県出身 

関東 EPO 新人スタッフです。

よろしくお願いします！ 

取材協力団体：NPO 法人 よこはま里山研究所（NORA）

団体概要、ボランティア募集情報は P.26 に掲載。 

森の中の作業では安全対策

として、ヘルメット必須！ 

和み系を選んだ 

ものの、みんなの 

お仕事ぶりを見て 

たまらず、やや 

ガッツリ系に転向！ 

 

さっそく、林縁部の 

下草刈りに参加しま 

した。外来種、結構、 

ありますね・・・。 

重いのもあるけど、みんなで運ぶ

し、軽々運べるマジックハンドの

ような秘密兵器もある(￣m￣* )

ので女子でも大丈夫！ 

横浜市から「森づくりボランティア団体」として承認を受けて、川井緑地の保全活動に取り組んで 

いる NPO 法人よこはま里山研究所（NORA）。 

今回、毎月第２・第４日曜に実施している定例活動に参加してきました！  

活動メニューにはガッツリ系（徐伐・間伐作業、下草刈り、木材の活用等）と和み系（野外料理、 

植物観察等）があり、体験者は迷わず和み系をチョイス！ 

◎特集１“やってみよう、はじめてのボランティア体験”アウトドア編 

 AM11:00 

木材運び 

 AM11:30 

下草刈り 

しいたけの原木を運び 

ます。 

お嬢ちゃん、 

抜けるかい？ 

丁寧な事前メールをいただいた後、当日・・・。 
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待ちに待ったランチタイム！ 

ひと仕事した後だけに、美味しさ

も倍増～♪ 

お弁当持参する方、その場でお湯

を沸かしてラーメンを食べる方 

いろいろ・・・ 

 

 

お湯を沸かしてコーヒーを入れていただいた

り、竹皮でアクセサリー作りを披露して下さっ

たり、色々な方々の話も聞けて、楽しいランチ

タイムでした。 

←午後イチで、近くの農園に 

行き、フキを掘り起し、午前中

に下草刈りして整備した場所に

持ってきて、移植しました。 

ミッション完了！ 

 

ボランティア体験を終えて・・・ 
 

取材後記・・・NORA さんは、初心者から林業のプロか？と思うレベルの方までメンバーの層は様々。そのため、
活動メニューは時期はもちろん、その日のメンバーによっても変えるのだとか。女子は、和み系メニューから
入って、里山/緑地保全に興味を持ち始め、少しずつガッツリ系に足を踏み入れていく人が多いそうです。 
NORA さんのように、緑地保全ボランティアに参加したい人は P.20～をご覧くださいね。 
 

女子だけ集合～ 
 

 

慣れない都会暮らしでやや引き 

こもりがちの私でしたが、緑の 

中で思いっきりリフレッシュ 

できました！ 

たのしかった～♪♪♪ 

 

＜ガッツリ系メニュー＞ 

メンバーは林業のセミプロ級も多数。

ガッツリと関わりたい、そんな人には

段階を経て、本格的なメニューが待っ

ています。 

 

 PM３:00 

終了 

 
PM12:00 

ランチタイム 

のんびり～ 

         
 PM1:０0 

畑作業 

真剣！ 
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初日のため、まずはオリエン

テーションです。 

ボランティアに参加するに

当たって、団体さんの貴重な

情報を取り扱うので、身が引

き締まります。 

 

↑フルクル※にご寄付頂いた 

方に御礼状を書くための 

リスト作りをしました。 

 

⇒分からないことは丁寧に 

教えてくれます。 

団体の活動を丁寧に

教えてくれました！ 

 

事業概要を知ること

は、ボランティア活動

をする上で、大きな 

モチベーションにな

ります。 

笹井純也さん 

神奈川県在住 

現在、大学 3 年生 

 

◎特集１“やってみよう、はじめてのボランティア体験”インドア編 

今回、体験するのは・・・ 

ミャンマー、ベトナムで国際協力活動を行うブリッジ エーシア ジャパン（BAJ）。地域住民と

話し合いながら活動を進め、住民が自立して運営できるように技術移転・人材育成・環境保全

をテーマに支援活動をしています。今回、こうした現地の数々の活動をサポートする東京事務

局でボランティアしてきました！ 

フルクル※・・・古着リサイクル
プログラム。売上金が BAJ の活動
に寄付される仕組みです。 
 

ミャンマーやベトナム

のお菓子を発見！ 

事業地で作られたもの

やスタッフのお土産だ

そうです。 

 
AM10:30 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 
AM11:00 

作業開始！ 

環境教育 
 

学校建設 
 

生活用水整備 

事務局ボランティア＠国際環境協力 NPO 

取材協力団体：認定 NPO 法人 ブリッジ エーシア ジャパン（BAJ） 

団体概要、ボランティア募集情報は P.37 に掲載。 

当日 
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みんなで、一つのテーブルを囲んで 

楽しいランチタイです。 

この日は定期的に活動されている 

ボランティアさんから差し入れが 

ありました！ 

午後イチは 

ご寄付頂いた 

未使用切手の 

整理をしました。 

 

珍しい記念切手や 

随分、古いものも 

ありました。 

“結構、仏像が登場しているんですね。” 

パシャッ 
 

お昼は、スタッフの緊張が緩む

ひと時。この時間に海外事業の

話や、お仕事の裏話、人生相談？

など、色んな話ができて、勉強

になりました。 

ボランティア体験を終えて・・・ 
 

取材後記・・・BAJ では、普段の事務局ボランティアだけでなく、プロボノ※の受け入れや、平日に参加できない
方のために、月 1 回、“BAJ カフェ”を開いています。BAJ カフェでは美味しいミャンマーやベトナムのお菓子を 
食べながら、楽しくボランティアができますよ。 
環境ボランティアは裏方でサポートする事務局ボランティアの仕事も沢山ありますので、募集情報を良くチェック
して下さいね。BAJ さんのように国際協力に興味がある人は、P.36～をご覧ください。 
 

学校で 
何勉強してるのぉ？ 

ﾊﾟｿｺﾝを使って

寄付者の名簿整

理を行いました。 

 

事務所内では、 

聞いたこともな

い言語をスタッ

フが話していた

ので、ビックリ！ 

 
PM12:30 

ランチタイム 

 
 PM1:30 

切手整理 

 
PM2:00  

名簿整理 

 
PM3:00  

終了 

その場でランチを 
料理・・・製作？し始め
る、さすがフィールド 
第一のサバイバル能力
の高いスタッフもいら
っしゃいました！ 

 

スタッフの方々が親切で、

いろんなお話を伺ったり、

団体について説明を受け

たりする事で、とても勉強

になりました！ 

※プロボノについては P.11“プロボノって何?”を参照 5



A.アウトドア派 

B インドア派 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.坂本竜馬  

B.地域で頑張るシニア 

 

A.ハリウッド俳優の通訳 

B.ベンチャーの凄腕経営者 

C.スクープお任せ！新聞記者 

A.カヌーでリバークルーズ 

B.ゴムボートで激流下り 

 

A.変わった面白い人生 

B.平凡な暮らしがしたい。 

 

あなたにぴったりの活動が見つかる、環ボラ占い 

◎特集２ 

A.チェーン店でも、とにかく近所
に行く。 

B.雰囲気・味のためなら、遠くて
も行く。 

 

 
 

 

A.クラシック音楽や伝統芸能 

B.ポップミュージックや 

現代アート 

 

A.産地直送のお野菜セット 

B.ひのきの香りたっぷり快眠枕 

  

 

診断結果は次ページ ⇒ 

A.ノーベル賞を受賞し、難病の患者 

さんに道を開いた山中教授 
B.盲目のヘレンケラーを献身的に 

育てたサリバン先生 
C.無農薬、無肥料で“奇跡のリンゴ” 

を作った木村さん 
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タイプ①のあなた 
少し、内気なところもあるようですが、反面、心には熱いモノを秘めているあなた。国内外に影響力のあ

る国際 NGO や全国展開している団体を裏方でサポートする事務局ボランティアから始めてみませんか。 

 

タイプ②のあなた 

ボランティアをやってみたいけど、自信がないのでは？環境ボランティアは都会でも室内でもできること

はありますよ。まずは、地域で活動する NPO の事務局ボランティアで簡単なお手伝いをしてみませんか。 

 

タイプ③のあなた 
少しミーハーなあなたですが、好奇心旺盛とも言えます。国際感覚にも優れていますので、得意の外国語

力を活かして、グローバルに活動する団体で翻訳ボランティアにトライしてみてはいかがでしょうか。 

タイプ④のあなた 
人から指示されるより、自分から行動していきたいあなた。今まで培ってきたアイデア力や実行力を活か

しながら、団体のブレーンとして企画・事業運営に関わってみませんか。 

タイプ⑤のあなた 
美的・ファッションセンス抜群なあなた。また、人やモノを見る目や文章能力もありますので、広報や 

取材ボランティアとして社会に情報発信してみませんか。 

タイプ⑥のあなた 
思いや考えを人に伝えることはあまり得意でないようですが、真面目で誠実なあなたは、人からの信頼が

厚いため、地道に取り組む調査活動ボランティアが向いているようです。 

タイプ⑦のあなた 
人が好き、特に子どもが好きなあなたは、環境教育プログラムや自然体験キャンプなど、子ども向けの 

イベント補助ボランティアがおススメです。 

タイプ⑧のあなた 
根は真面目で責任感があるあなたは、“続けられないと悪いなぁ…”と思って、ボランティア活動にため

らいが。単発で参加できるイベントや観察会、クリーンアップ活動などに気軽に参加してみませんか。 

タイプ⑨のあなた 
楽しいことが大好きなあなたはいつもポジティブで周囲の人を明るくします。行動力もありますので、 

主に若者や女子が率いる団体の保全活動やイベントのボランティアに参加してみてはいかがでしょうか。 

タイプ⑩のあなた 
環境ボランティアに興味はあるけど、山や海は遠いし・・・というあなた。都市周辺の緑地や街中でも   

できますよ。地域の緑化・緑地保全活動に参加してみませんか。 

。 

タイプ⑪のあなた 
田舎暮らしに憧れるあなた。思い切って、大好きな自然の中で農作業体験のボランティアをしてみません

か？自分で作るお米や野菜の味は格別ですよ。 

タイプ⑫のあなた 
日本の林業を何とかしたいなぁ…という問題意識を持っているあなた。ズバリ、あなたが動かしていくし

かありません！ぜひ、植林・間伐、竹林整備ボランティアにチャレンジしてください。 

環ボラ占い診断結果 

当たってるかな？ 
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１．環境ボランティアの魅力＆特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

自然とのつながりが体感

できる／感覚が研ぎ澄ま

される／自然と対話がで

きる／フィールドに直接

触れられる 

 

 

次世代に託す喜び／100

年後を考えて行動する／

次世代の将来・未来につ

ながる／持続可能な社会

を創る 

 

 

 “人間”を考え直す／人

と自然との関わりや暮ら

し方を考える／人類共通

の課題に対するアクショ

ンを起こす 

 

 

Give and Take／自然を

守り、その恩恵に自分も

享受することができる／

誰もが地球の上で暮らし

ている 

 

地球市民としてグローバ

ルな問題に取組める／地

球との一体感が感じられ

る／ちっぽけな自分に気

づく／視野が広くなる 

 

地域との一体感が感じら

れる／地域活性化につな

がる／いろんな仲間がで

きる／笑顔が生まれる 

 

自然の中では人はみんな

平等／年齢・性別・職業・

出身地に関係なくいろい

ろな人と付き合える 

リラックスできる／スト

レス解消／心が洗われる

感じ／清涼感／運動不足

解消／ビールが美味い！ 

 

一人でも参加でき、自分

に合ったテーマで活動で

きる／自然は誰でも受け

入れてくれる！ 

 

○ 天候など状況が変化する。当日にプログラムが変更になることもあるよ。 

○ 安全面、リスクマネジメント面での配慮が必要！ 

○ 地球環境問題という大きなものを解決するには、目の前の課題を一つずつ解決すること

も大事。Think Globally, Act Locally!  

○ 特に現場で活動するボランティアは、頭で理解していた環境問題の原点を作業を通して

体感できる。その後の自分自身の意識や行動が変わるよ！ 

魅 力

特徴 
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２．どんな“環境課題”を扱っているの？ ～活動分野～ 

 

環境 NPO は大小合わせて、全国で約 15,000 もの団体があると言われています。一言に環境団体と

言っても、取り組み分野は様々です。また、実際に現場を持って活動している団体もあれば、調査・研

究、政策提言を主にするシンクタンクのような団体、情報発信や環境に関する普及啓発を行う団体など、

活動スタイルも様々です。まずは自分の興味ある分野を見つけてみましょう。 

  

生物多様性 

～森林を守る～ 

世界では 20 世紀最後の 10 年間に 9,400 万 ha もの森林が失われ、国際会議の場で途上国の森林減

少抑制を議論する機会も増えています。国内の森林も、手入れが行き届かず、荒廃しています。森林は

野生鳥獣の生息の場であると同時に、渇水や洪水の緩和、水源かん養機能、二酸化炭素の吸収による地

球温暖化の防止など、私たち人間が生きていくためにも重要な役割を果たしているため、森林保全はと

ても重要な課題です。 

 

～水辺の環境を守る～ 

周囲を 4 つの海に囲まれた日本は豊かな海に恵まれ、山の多い地形と湿潤な気候はいくつもの河川を

生み、私たちの生活を潤しています。ところが、陸に住む私たちは、暮らしや命そのものに欠かせない

この水の循環を、あまり意識することなく生活しています。もっと水辺に親しむ機会を増やしてみませ

んか。 

 

～身近な自然を守る～ 

どこか遠くまで出かけないと本物の自然が味わえない、そんな風に思っていませんか？よく見渡すと、

意外なことに、大都市の近くにも豊かな里山があり、都会の真ん中にさえ小さな自然がしっかりと息づ

いているものです。毎日の暮らしを彩る身近な自然だからこそ、自分たちの手でしっかり守っていきた

いですね。 

 

～野生生物を守る～ 

絶滅の恐れのある野生生物種の数は、16,000 種以上にも上ります。主な原因は乱獲や生息地の破壊。

世界でも有数の野生生物の消費国である日本は、国内でも昔ながらの農業の衰退や、開発に伴う生態系

の変化により、野生動植物の生息地を脅かしています。野生生物と共に生きていける世界を残せるかど

うかは、私たちの行動次第です。 

 

 ゴミ・リサイクル（清掃・クリーンアップ） 

街中に落ちているゴミから有害廃棄物まで、国境を超えるクリーンアップの対象は多岐にわたります。

私たちの経済活動と表裏一体のゴミ問題は、時に誤って飲み込んだ野生生物の命を危険にさらし、生態

系への深刻な影響を与えることさえあるのです。ゴミ・リサイクル問題に取り組むことは、人間社会と

自然環境の関係を見直すきっかけになるかもしれません。 
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環境教育・ESD 

アメリカの生物学者、レイチェル・カーソンは著書『センス・オブ・ワンダー』の中でこう言います。

「『知る』ことは、『感じる』ことの半分も重要ではない」と。とかく知識偏重になりがちな今、「センス・

オブ・ワンダー」つまり、神秘さや不思議さに目を見張る感受性を身につけること、これこそが環境教

育の目指すところかもしれません。また、近年は環境問題の解決とともに持続可能な社会の形成が求め

られ、環境に配慮した経済成長を目指す、持続可能な開発のための教育（ESD）の必要性が高まってい

ます。ESD は社会の課題と自らの暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出す学習や活動です。 

 

海外ボランティア・国際環境協力 

地球温暖化、海洋環境の劣化、砂漠化など、地球規模で起こる環境問題に国境はありません。ほんの

少しの勇気を出して、海外の活動にも挑戦してみませんか？ 海外ボランティアの醍醐味は活動を通じ

て世界が広がり、新しい価値観を発見すること。志を同じくする世界中からの仲間に出会えます。まず

は、自分の好きな国や興味・関心のあるテーマで活動している団体を探してみましょう。 

 

自然災害復興 

3.11 東日本大震災直後、多くのボランティアさんが被災地に足を運んできました。しかし、発生から

時間が経つにつれ、徐々に人々の関心が薄れていると言われています。今後も引き続き、多様で木目細

かな支援を行っていく必要があるのではないでしょうか。その際、個人で被災地に足を運ぶよりも、被

災地の状況を把握し、現地とのネットワークがある団体のボランティア活動に参加すれば、より効果的

な支援に貢献することができます。 

 

食と農業 

日本の食糧自給率は約 40％（カロリーベース）と、主要先進国の中で最低レベル。生活の基本である

「食」でさえ、輸入に頼らざるを得ない中、地産池消、スローフード運動、グリーン・ツーリズムなど、

郷土食の見直しや都市部と農村漁村の交流を図る動きも活発になっています。改めて「食」と「農」を

考え直してみませんか。 

 

再生可能エネルギー 

日本はこれまで原子力発電を推進してきましたが、大震災を契機に、原子力発電からの依存を減らし、

自然エネルギーを推進していこうとする動きが加速しています。自然エネルギーは供給が不安定といっ

た短所もありますが、原発のように、事故時に甚大な被害を起こすリスクや、数千年単位で管理しなけ

ればならない核廃棄物を生み出すこともありません。今こそ、人と環境に優しい持続可能なエネルギー

を普及させていきましょう。 

 

環境問題全般、政策アドボカシー、情報発信 

里山や農村など、現場を持つ団体ばかりが環境 NPO ではありません。気候変動や生物多様性といった

地球環境問題の国際交渉をフォローするなど、国内外の環境政策に関する調査や研究を行ったり、環境

関連のイベントやワークショップを企画・運営したり、あるいは様々な環境関連の情報やニュースを広

く発信するなど、ボランティア自身が学びながら、知識を身に着けることができる活動も沢山あります。 
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３．自分にはどんなボランティアが向いている？ ～ボランティアの種類～ 

 

Ⅰ. NPO の活動に直接、関わってみよう。 

自然の中での活動はもちろん、単発のイベントのお手伝いや、事務局スタッフとして、あるいはパソ

コンを使って在宅のままでもボランティア活動に参加することができます。ご自身の好みや都合に合わ

せて、いろいろな形で NPO の活動を支えてみませんか。 

① 体を動かしたい 

地域の緑化活動、ゴミ拾い、国内外での植林、除伐・間伐作業、離島や山村での農業ボランティア 

震災復興ボランティアなど。 

② 子どもが好き 

子ども向けキャンプやイベントのサポート。 

③ 事務局で働きたい 

  ニュースレター発送、データ入力・整理、事務所の備品管理など。 

④ 自宅から活動を支えたい 

  テープ起こし、翻訳、web 作業など。 

⑤ 単発で参加したい 

1 日だけのイベント、セミナーの手伝い（グッズ販売、受付、会場案内、写真撮影など） 

⑥ 研究や調査を手伝いたい 

研究・調査の補助業務（データや資料の作成など） 

 

Ⅱ. 専門的な知識を生かしてみよう ～プロボノって何？～ 

プロボノとは職業的スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動のことですが、近年、企

業の社会貢献活動に対する関心の高まりとともに、ビジネススキルを社会に活かそうという社会人増え

ています。専門的なスキルというと、広報・Web デザイン、法務サポートなどが思い起こされますが、

プロジェクト管理や営業など、社会人経験のある方でしたら、十分にプロボノとして活動することが可

能です。 

なお、（特活）a-con や（特活）サービスグラント（P.40 参照）など、プロボノのコーディネートを

行う団体もありますので、プロボノは初めてという社会人の方は利用してみてはいかがでしょうか。 

 

Ⅲ. 生活の中にボランティアを取り込んでみよう 

体力に自信がない、子育て真っ最中で時間がない、いきなり活動に参加するのは不安があるなど、環

境ボランティアの活動に興味はあるが、なかなか行動に移せないとう人は、間接的に NPO を支援してみ

ませんか。日々の暮らしや趣味に絡めて、様々な方法で環境問題の解決へ向けた行動を起こすことがで

きます。 

例えば・・・① 寄付機能つきクレジットカードを使って買い物をする。 

② NPO のオリジナルグッズを買う。 

③ NPO 発行書籍を買う。 

④ NPO 主催のスタディツアーに参加する。 

⑤ 古切手やプリペイドカード、書き損じハガキを寄付する。 
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４．ボランティアに求められるものは何？  ～ボランティアの資質～ 

 

前頁まで、環境 NPO の取り組み分野やどんなボランティアがあるかを見てきましたが、では、環境ボ

ランティアを受け入れる団体はどのような人を求めているのでしょうか。関東エリア(1 都 9 県)で活動

する環境ボランティア団体にアンケートをとった結果（回答数 26）を見ながらお答えしていきます。 

 

質問１． どのようなボランティアさんに好感が持てますか？ （自由記述式） 

第１位  

積極性、主体性がある      18 件 

“自主的、積極的に先を読んで行動できる” 

“向上心がある、社会を変えようと主体的に動ける”など。 

第 2 位  

協調性がある          5 件 

“協力的で、団体の立場や事情を理解している” 

“他のボランティアと協調・協力できる”など。 

第 3 位  

コミュニケーション能力が高い  4 件 

“人とのコミュニケーションを積極的に行い、明るい雰囲気

を創ってくれる”など。 

※その他、素直、真面目である、継続性がある、ユーモア、明るいなどの意見もあり。 

 

質問 2.  どのようなボランティアさんが困りますか？ （自由記述式） 

第１位  

協調性を欠く、自分勝手     8 件 

“自分勝手な行動をとる”“指図ばかりする” 

“独走してしまう”など。 

第 2 位  

時間、約束にルーズ       8 件 

“時間を守らない”“約束を守らない”など。 

第 3 位  

やる気がない、消極的      7 件 

“グループ行動の流れで参加してくる” 

“指示を待っている”など。 

※その他、理屈っぽく動かない、連絡がつかないなどの意見もあり。 

 

質問１．好感の持てるボランティアさんの要素については圧倒的に“積極性”、“主体性”を挙げる声

が多くありました。ボランティアは本来、自主的な活動であり、当然と言えば当然ですが、質問 2（困

ったボランティアさんの特徴）の回答を見るように、やる気がなく、消極的な人も少なくないようです。

ただ、“積極性”や“主体性”が重要な要素だとする声が多い一方で、一生懸命になりすぎるあまり、周

囲が見えなくなり自分勝手な行動に走ってしまう場合もあるようです。同じく質問 2 の回答の理由とし

て、“協調性のなさ”や“自分勝手”を多く挙げられていることからもそれがよく分かります。 

また人によっては、ボランティア活動に興味はあるけれど、積極的に人前に出ることや人付き合いが

苦手という方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、真面目さやマナーを守れるといった一般

常識的な部分こそ大切な素養ですので、自信を持って、最初の一歩を踏み出してみましょう。 

本誌に掲載されている団体は、安心して活動できる団体です。（P.16 参照）まずは、社会的ミッショ

ンや活動に共感できる団体を見つけて、自分のやってみたい気持ちを大切にしながら、活動を楽しむ余

力の範囲内で継続的に活動することが大切です。  
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５．ボランティアをやってみようと思ったら・・・ 5 つのルール 

 

前頁の“ボランティアに求められているもの”を踏まえて、ボランティアに参加する際に知っておき

たい約束事を以下、５つのルールにまとめてみました。  

 

１） 自主的に活動しよう － 好きなことを大事に 

活動に参加することを決めるのは自分自身。“無理せず楽しく！”をモットーに。やりたくないこと、

できないことは始める前にはっきり NO と言うことも大切です。 

 

２） 相手を尊重しよう 

一人ではできないことも、仲間と協力しあうことによって実現できるのがボランティアの良い点。 

活動の中で出会う人たちに対して、相手の意見や考えを尊重できれば、自分の成長にもつながります。 

 

３） 団体にコンタクトするときに気をつけたいこと 

団体に資料請求や質問する際のコンタクトの方法ですが、通常、どの団体も忙しく、少ないマンパワ

ーで運営している場合が多いため、できるだけホームページ上のお問い合わせフォームや e-mail で連絡

するのがグッド。電話をする場合には、的確に素早く目的が伝わるように、聞きたいことは事前に整理

しておきましょう。また、NPO・市民団体の事務所は個人宅の場合もありますので、深夜や早朝は避け

るなど、常識的な対応をしたいものです。 

 

４） 事務所を訪問する際のマナー 

訪問は、事前に連絡をして団体側が了承した場合に限って行うなど、不用意な事務所訪問は避けしま

しょう。訪問する場合は約束時間を厳守。なお、時期によっては時間が取れないケースもあります。 

また、一方的に話したいことだけを話しているようではいい関係は築けません。用件は簡潔に伝えて。 

 

５） 約束は責任を持とう。 

約束した以上、相手は期待し、準備をして待っているかもしれません。ボランティアといえども、時

間や約束は大事にして。土壇場のキャンセルは厳禁。 

 

ボランティア保険を知っていますか？ 

 

ボランティア活動中に、事故が起きる場合もあります。本誌に掲載の団体は、ボランティアのリスク

管理についても配慮がなされていますが、参加の際は自分でも確認するようにしましょう。また、ボラ

ンティア保険は個人でも加入することが出来ます。毎年４月更新で、１年間有効、掛け金も年間 300 円

～1,400 円と、手頃なものです。加入は各地の社会福祉協議会の窓口等で可能ですので、ボランティア

活動をする際には加入されることをお勧めします。ただし、ボランティア保険は、森林作業などのリス

クの高い活動については対象外となりますので、別途「グリーンボランティア保険」など、活動内容に

適した保険に加入しましょう。 
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GEOC／EPO
ジ オ ッ ク エ ポ

継続的に環境情報を欲しい方は、メールマガジンをご登
録ください。環境関連のイベントやセミナー、求人・ボラ
ンティア情報等も盛りだくさんです。
・毎月第3木曜日発行（+臨時号あり）
・購読→ http://www.geoc.jp/information/mail/form

■メールマガジン

約60名収容のセミナースペースです。環境に関連したイ
ベントやミーティングに無料でお使いいただけます。セミ
ナーが入っていない時間帯は、ミーティングや作業ス
ペースとして自由にご利用いただけます。
・3か月前の1日からwebで予約できます。
・パソコン・プロジェクター等の会議備品や無線LANもあ
ります。

■セミナースペース・フリースペース

GEOC/EPOのスタッフが笑顔でみなさまをおまちしていま
す。環境パートナーシップ、政策、CSR、NPOなどについ
てや、お探しの情報について、専門家がみなさまの相
談にお応えします。電話やメールでもお気軽にお問合
せ下さい。視察や見学、環境教育講座などのご相談も
お気軽に。

■情報提供・相談

環境NGO/NPO情報、イベント情報、企業のCSR報告書、
パートナーシップ事例、環境教育事例など、国内最大級
の情報量。開館時間内は自由にご覧いただけます。

■ライブラリ－・情報スペース

約10名収容のミーティングスペースです。セミナース
ペース同様、無料でお使いいただけます。
・3か月前の1日からwebで予約できます。

■ミーティングスペース

活用ガイド
地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）および環境パートナーシップオフィス（EPO）では、パートナー
シップによる環境保全活動および環境教育を促進するため、施設を一般公開し、さまざまな展示やイ
ベントを通じて、情報発信を行っています。
また、環境NPO・NGOの活動を支援するため、セミナースペースやミーティングスペースの無料貸出の
ほか、チラシ配布・WEBやメールマガジンによる広報活動支援サービスを実施しています。

■地球環境パートナーシッププラザ
（GEOC）
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F
TEL：03-3407-8107／FAX：03-3407-8164
開館時間：10:00～18:00（土曜日は17:00まで）
※セミナーの予約がある日は21：00迄開館可。
休館日：日曜、月曜、祝日、年末年始

■関東地方環境パートナーシップオフィス
（関東EPO）
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山B1F
TEL：03-3406-5180／FAX：03-3406-5064
開館時間：10:00～18:00
休館日：土曜、日曜、祝日、年末年始

6．GEOC/EPOについて
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7．関東ブロック内 NGO/NPO 環境ボランティア募集情報 
 

            
※次ページから掲載の NGO/NPO 環境ボランティア募集情報は関東ブロック 1 都 9 県内 

（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、新潟、山梨、静岡）に拠点を置く団体が 

発信しています。 

※ボランティア募集情報は、その内容に合わせてテーマ別に分類化しています。このため、

本情報が必ずしも、団体の主たる活動とは限りません。 

※募集情報は２０１４年５月 1 日現在の情報を基に作成しています。 

※団体のお問合せ先の所在地は、必ずしも活動地域とは限りません。 
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環境ボランティアなび ２０１４に掲載している団体について 

 

環境ボランティアなび ２０１４に掲載している団体は全て、「環境らしんばん」（最下段参照）に登録

があり、下記基準を満たしている団体ですので、安心して活動に参加することができます。 

 

１．リスク管理 

□ 野外活動を行う際、活動参加者に対しボランティア保険などに加入しています 

□ 野外活動を行う際、緊急時の連絡手段及び連絡先を確保しています 

□ 地震、悪天候等の自然災害や犯罪などに関するリスク管理を行っています 

□ ボランティアと契約または同意を交わしています 

□ 個人情報の保護についての管理がなされています 

 

２．モチベーション管理 

□ ボランティアの「やりたい気持ち」の実現に寄与するよう努めています 

□ ボランティアに、団体のミッションやプログラムの意義を説明しています 

□ ボランティアに感謝を述べています 

 

３．マネジメント 

□ 経営者（理事や事務局長）及び組織全体として、ボランティア受入れについて合意がなされています 

□ ボランティア受入れの担当が明確になっています 

□ ボランティアを受入れるにあたっての規定（ルール）が明確になっています 

 

４．団体について 

□ 当団体は、特定の政党・宗教とは関係がありません 

 ※ある場合は明記し、母体との関係性やプログラムへの関与度合いを説明 

 

 

 
       

『環境らしんばん』は日本最大の環境 NPO・イベント等の 

データベースで、約 1050 団体・企業の情報が掲載されて 

います。 

http://www.geoc.jp/rashinban/ 

 

・情報収集だけでなく、団体情報を無料で発信することが 

できます。 

・NPO だけでなく企業の環境の取り組みも登録できます。 

・登録無料。 

 

『環境らしんばん』に関するお問い合わせ先 

地球環境パートナーシッププラザ e-mail：rashinban@geoc.jp 

 

環境らしんばん（ウェブ）を使ってボランティア情報を探そう！ 
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特定非営利活動法人  

エバーラスティング・ネイチャー 
   〇主な取組分野 

海ほんらいの力をサポート 生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 他 

≪所在地≫ 〒100-2101  

東京都小笠原村父島字屏風谷  

≪URL≫ http://bonin-ocean.net/  

≪e-mail≫ info@bonin-ocean.net 〇活動地域 

≪TEL≫ 04998-2-2830 ≪FAX≫ 04998-2-3258 小笠原諸島、関東周辺、インドネシア各地域 

≪担当者≫ 鳴島 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．小笠原ボランティア  頻度：随時 

小笠原事業所では、小笠原海洋センター運営管理・ウミガメ飼育・アオ

ウミガメ調査研究・ザトウクジラ個体識別調査・教育啓発活動など、業

務内容は多岐にわたり、島内の関係機関や島民の皆様にご理解とご

支援をいただきながら、ボランティア育成や実習生・研修生の受入れに

も積極的に取り組んでいます。横浜事務所では、関東周辺とインドネシ

アでウミガメ調査保全活動をしています。 

活動内容： 小笠原諸島父島でのウミガメ保全活動 

求人２． 頻度：  

活動内容： 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

ウミガメは世界に 7 種類。そのうち 6 種類が絶滅危惧種です。 

日本国内最大のアオウミガメ産卵地であり、世界自然遺産の小笠原諸島に滞在しながら、ウミガメ調査と保全活動に参加しませんか？ 

 

  

特定非営利活動法人  
アースウォッチ・ジャパン  

  
〇主な取組分野 

フィールドワークで地球の今を体感しよう  生物多様性 

〇お問合せ       
 

 

≪所在地≫ 〒113-8657 
 

 

東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学大学院 

農学生命科学研究科フードサイエンス棟 4階 
  

≪URL≫ http://www.earthwatch.jp/ 
 

 

≪e-mail≫ info@earthwatch.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-6686-0300 ≪FAX≫ 03-6686-0477 世界・日本各地の山・森・海などのフィールド 

≪担当者≫ 太田 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．研究者の野外調査の手伝い 頻度： 

アースウォッチは、最前線の科学の現場と一般市民をつなぐことで、

人々が持続可能な未来のために必要な「知の基盤」を作り、行動に移

すことを目指しています。世界各地の科学的な野外調査に、毎年 4,000

人近くを派遣し、科学者の調査・研究を人的・資金的な面から支え、一

般の人々の環境意識の醸成を続けています。 

活動内容：生き物を捕まえ、個体数を数え、記録するなどの簡単な作業 

求人２．  頻度：  

活動内容：  

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

海外で、日本で研究者が行う野外調査の現場に、一般市民ボランティアを派遣し、調査の手伝いを通して地球の今を知っていただくことを目指して

います。自然環境の問題に取り組む第一線の研究者から直接、調査の方法や自然環境の状況などを教わりながら調査の手伝いができます。研究

者の野外調査の手伝いは、生き物を捕まえる、個体数を数える、記録するなどの簡単な作業ばかりです。ぜひご参加ください。 

■生物多様性 ～海・山・森、いろんなフィールドの自然観察、調査・研究に関心がある～ 
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公益財団法人  

日本自然保護協会（NACS-J） 

  

〇主な取組分野 

現場の知識と実行力で日本の自然を守る。 生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 他 

≪所在地≫ 〒104-0033   

東京都中央区新川 1-16-10 ミトヨビル 2F  

≪URL≫ http://www.nacsj.or.jp/ 
 

≪e-mail≫ nature@nacsj.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3553-4101 ≪FAX≫ 03-3553-0139 日本全域 

≪担当者≫ 岩橋大悟、渡辺聡子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 環境教育ボランティア 頻度： 随時 

戦後まもない 1949 年、発電のためのダムに沈もうとしていた尾瀬を守

るため、生物学者や登山家などが「尾瀬保存期成同盟」を結成。2 年後

に、「日本自然保護協会」と名前を改め、以来、尾瀬、知床、白神山地

など日本を代表する自然をはじめ、各地の森、里やま、川、海辺の生

態系や野生動植物の生息・生育地などの活動に取り組んでいます。 

活動内容： NACS-J が出展するイベントでの環境教育プログラムの実施

や資料配布などのお手伝い 

求人２． データ入力ボランティア 頻度： 随時 

活動内容：調査やアンケート回答などのデータ入力など 

その他：上記のような各ボランティア募集時にボランティア募集詳細連絡

をさせていただく登録制度を設けています。

（http://www.nacsj.or.jp/katsudo/oshirase/2014/05/post-4.html） 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

まずは気軽に、できることから無理せず始めてみてください。今は世界遺産になっているような森や海も、はじめは一人ひとりの小さな一歩が自然を

守る原動力になってきました。今度はあなたが自然を守る力に！  

  

埼玉県自然学習センター 

  北本自然観察公園 
 

写 真 用 ス ペ ー ス 
〇主な取組分野 

四季折々の自然を体験し、学習できる。 生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 

≪所在地≫ 〒364-0026  

埼玉県北本市荒井 5-200  

≪URL≫ http://www.saitama-shizen.info  

≪e-mail≫ kitamoto@saitama-shizen.info 〇活動地域 

≪TEL≫ 048-593-2891 ≪FAX≫ 048-590-1039 埼玉県 北本自然観察公園 

≪担当者≫ 柳沼（やぎぬま） 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．公園内管理  頻度：月 2 回 

北本自然観察公園は都市近郊にあり草原、林、湿地など様々な環境

があり、多様な野生生物がくらしやすいよう、また人が自然に親しめる

ように整えた公園です。自然学習センターは自然や環境問題について

学習し、理解を深めることのできる施設です。公園の管理、自然情報の

収集や提供、環境教育に関わる人材の育成を行なっています。 

活動内容： 公園内の植生管理や園路の補修など。 

求人２．イベントのサブリーダー 頻度：毎週末・祝日 随時 

活動内容：自然観察会や自然工作教室のサブリーダー 

その他： ニュースレター発送作業（年 4 回） 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

 

自然や環境を学ぶ拠点として、多様な野生動植物が生息する場として、公園やセンターをさらに良くしていくために、みなさんの力をお貸しください。 
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特定非営利活動法人  

東京港グリーンボランティア  

  
〇主な取組分野 

都会のなかに自然を感じる公園をいっしょにつくりましょう。  生物多様性 

〇お問合せ         

≪所在地≫ 〒167-0041     

東京都杉並区善福寺 1-26-19   

≪URL≫ http://blog.livedoor.jp/tokyo_gv/   

≪e-mail≫ fwjd4352@spn1.speednet.ne.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3390-4519 ≪FAX≫ 03-3390-3495 東京港周辺（東京港野鳥公園中心） 

≪担当者≫ 八木 雄二（やぎ ゆうじ） 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．前浜クリーンアップ 頻度：年 2 回 

３０年以上現地で活動を続けている団体です。会員の活動日数は年

間で１５０日を超えます。草地管理や樹木管理、竹林管理、ほか、行

事の開催、調査など、会員の能力にあわせて公園の魅力を増すた

めの活動を続けています。 

活動内容： 海岸ゴミ拾い 

求人２．潮入りぐるっと観察会など 頻度： 月 1 回 

活動内容：行事受付 

その他：週 1 回程度で畑の草刈りボランティアも募集 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

現場で学ぶことは、何をするにも大事になります。屋外に出て、自然のいろいろな生き物に出合い、かれらが必要としていることを感じることからボラ

ンティアが始まります。何をすべきかは、生き物たちが教えてくれます。 

 

  

公益財団法人 

日本生態系協会 
 

  
〇主な取組分野 

自然と歴史が共存する持続可能なまちづくり  生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 

≪所在地≫ 〒171-0021 まちづくり 

東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル ビオトープ 

≪URL≫ http://www.ecosys.or.jp/ 国際環境協力 

≪e-mail≫ eco_volunteer@ecosys.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5951-0244 ≪FAX≫ 03-5951-2974 全国（本部は東京都豊島区） 

≪担当者≫ 総務部 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務作業(手作業) 頻度：応相談 

自然と歴史が共存する持続可能なまちづくりや、くにづくりに向け、国・

地方自治体・企業・市民など、あらゆる主体と連携し、世界各国から情

報を収集しながら先進的な取り組みを行っている NGO です。 

議会や行政に対する政策の提案をはじめ、「全国学校・園庭ビオトープ

コンクール」の開催や、「ビオトープ管理士資格試験」の運営、国際フォ

ーラムや海外視察ツアーの実施など、幅広く活動を行っています。 

活動内容： 会報等の発送作業 

求人２． 事務作業(パソコン作業) 頻度：応相談 

活動内容： 情報収集作業、データ入力作業 

その他： 講演テープの文字起こし作業など 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

私たちの協会は、設立当初からとても多くのボランティアの方々に支えられてきました。発送作業やデータ入力などの簡単な作業から、講演テープ

の文字起こしや翻訳など専門的な知識を生かした作業がありますので、どなたでもご参加いただけます。まずは、お気軽にご連絡ください。 
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特定非営利活動法人  

NPO birth 

 

〇主な取組分野 

私たちが守るのは自然ではない。人と自然のよりよい関係である。 生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 他 

≪所在地≫ 〒188-0011  

東京都西東京市田無町 3-10-9  

≪URL≫ http://www.npo-birth.org 
 

≪e-mail≫ info@npo-birth.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 042-467-6306 ≪FAX≫ 042-451-0288 東京都 狭山丘陵の都立公園、武蔵野の都立公園 他 

≪担当者≫ 矢島 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．公園でのイベントサポート 頻度：通年（随時募集中） 

自然と人、人と人をつなぐことで、人々のライフスタイルに変革を促

し、自然と共生できる社会に導くことをミッションに活動しています。 

●「人と自然をつなぐ～レンジャー」：環境保全/モニタリング、環境教

育 

●「人と人をつなぐ～コーディネーター」：ボランティアコーディネーショ

ン、イベント/セミナー/社会貢献プログラムの企画運営 

●「人と社会をつなぐ～コミュニティデザイナー」：みどりのまちづくり、

コミュニティガーデンづくり、コンサルタント事業 

活動内容：公園での季節イベントや子ども向けイベント等のサポート。 

求人２．花壇の植替えイベント「ちょいボラ」 頻度： 春、秋 

活動内容：公園花壇の植替えを体験できる単発のボランティア活動。 

その他： 企業、学校、団体のボランティアも随時受付しています。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

身近な自然を見つめ直してみませんか？公園でのイベントやボランティア活動など、みどりやお花に囲まれた環境の中で様々な方と交流できます！ 

 

 

特定非営利活動法人 

グラウンドワーク三島 

 

〇主な取組分野 

右手にスコップ・左手に缶ビール！ 生物多様性 

〇お問合せ       水・大気・土壌保全 

≪所在地≫ 〒411-0857 環境教育 他 

静岡県三島市芝本町 7-11 
 

≪URL≫ http://www.gwmishima.jp/ 
 

≪e-mail≫ info@gwmishima.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 055-983-0136 ≪FAX≫ 055-973-0022 静岡県三島市と周辺地域 

≪担当者≫ 事務局 村上 茂之 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．環境改善活動 頻度：週 1 回程度 

 「みんなで協力 身近な環境改善」を合言葉に、英国発祥の市民・ＮＰ

Ｏ・企業・行政のパートナーシップによる実践的・持続的な環境改善活
動であるグラウンドワークの手法を活かし、「水の都・三島」の原風景で
ある水辺自然環境の復活・再生を目指しています。源兵衛川の水辺再

生や水中花・ミシマバイカモの保護育成、歴史的な湧水池や井戸の復
活、ほたるの里・学校ビオトープづくり、間伐材や耕作放棄地を活用し
た環境コミュニティ・ビジネスなどに取り組んでいます。 

活動内容： 源兵衛川や手作りミニ公園の定例整備活動 

求人２．遊休農地・里山再生活動 頻度：月 1～2 回程度 

活動内容：箱根西麓地域等のそば・小麦栽培、竹林間伐、植林作業 

その他：間伐材を活用したものづくり作業も実施（毎週火曜日） 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

 源兵衛川やミニ公園等の環境改善活動へはいつでも参加することができます。会員やボランティアとしてご賛同いただける方、大歓迎です。 

 興味をお持ちの方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。 

 

  

■生物多様性 ～街から里山まで、好きな場所で保全活動（緑化、森林/竹林整備、農作業）に参加したい～ 
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渋谷 Flower プロジェクト（シブハナ）    〇 主な取組分野 

渋谷の街を花とみどりでいっぱいに！  花壇造り 

〇お問合せ       〇お問合せ 花育の啓蒙 

≪所在地≫  〒154-0016 
 

 

東京都世田谷区弦巻４－３－１８ 東急ドエルアルス 

世田谷弦巻壱番館２０１ （代表小島方） 
  

≪URL≫ http://shibuhana.sunnyday.jp/ 
 

 

≪e-mail≫ shibu_come@yahoo.co.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 090-1866-8982 (肥田) ≪FAX≫ 渋谷駅周辺の花壇 

≪担当者≫ 肥田 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．植栽体験参加者 頻度：毎週末 土日どちらか 

「渋谷の街が花でいっぱいになったらゴミをポイ捨てする人も減るかも

しれない」という想いから始まった植栽ボランティア活動です。 

渋谷駅のモヤイ像花壇などで毎週末活動中。年３回くらい花壇造り 

イベントを行っています。 

20 代～30 代の若者が中心になって活動の運営をしています。 

活動内容：花壇メンテナンス（ゴミ拾い・花がら摘み・水やり・掃除など） 

求人２．シブハナ運営 頻度：随時 

活動内容：シブハナ花壇活動を行うための庶務 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

ほぼ毎週末、楽しく植栽活動をしています。お花のことはよくわからないけど、メンバーになってから徐々に覚えていく人が多いです。 

お気軽にご参加していただき、自分に合う活動だと思いましたら運営などにも関わっていただければ、と思います^^ 

活動日については、ホームページのカレンダーをご覧ください。 

  

特定非営利活動法人  

自然環境復元協会 
 

  
〇主な取組分野 

身近な自然環境を守る「レンジャーズプロジェクト」  生物多様性 

〇お問合せ       〇お問合せ 環境教育 

≪所在地≫ 〒169-0075 
 

 

東京都新宿区高田馬場 1-3-13-301   

≪URL≫ http://rangersproject.jp/ 
 

 

≪e-mail≫ info@rangersproject.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5272-0254 ≪FAX≫ 03-5272-0278 東京（板橋、杉並、八王子他）、神奈川（横浜、鎌倉）、埼玉（鶴ヶ島）など 

≪担当者≫ 伊藤、高瀬 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．レンジャーズ隊員 
頻度：ご都合良い時いつでも 

※活動は月に数回あります。 

公園、川、田んぼなど、都市に住む私たちの周りにも自然は多く存在

します。こうした“身近な自然”は地域のボランティアの方の地道な活動

で手入れされていて、人手不足などの課題を抱えている所も多くありま

す。レンジャーズプロジェクトは、こうして各地で活動している市民団体

さんの活動をお手伝いするボランティアです。 

 

活動内容：緑化活動（草刈りや樹木管理、花壇整備）の隊員募集。 

求人２．事務局ボランティア 頻度：応相談（月数回～） 

活動内容：WEB サイトなど戦略的に PR する隊員募集。 

その他：現場を取り仕切るレンジャーズ リーダー隊のリーダーも募集 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

休日の午前中のみ！電車で行ける！単発でもリピーターでも大歓迎！殆どの人がお一人様の参加です。環境や自然のために何かしたいけど．．．

というボランティアが初めての方にもお勧めの活動です。田んぼで泥だらけになったり、ノコギリで森の手入れをしたりと、自然を満喫できる活動フィ

ールドが身近な場所に沢山あります。少しでも関心がある方は、まずはお気軽にご参加ください。ご登録頂ければ、申込みはメール１本でＯＫ。 
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非営利活動法人 

樹木・環境ネットワーク協会 

   
〇主な取組分野 

自然とともに生きる社会をめざして活動中！  環境関連資格 

〇お問合せ       
 

自然とのふれあい 

≪所在地≫ 〒101-0021 

 

身近な自然の保全 

東京都千代田区外神田 1-1-5 昌平橋ビル 206  

≪URL≫ http://www.shu.or.jp 
 

 

≪e-mail≫ info@shu.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-6206-9063 ≪FAX≫ 03-6206-9064 関東全般(東京・千葉・神奈川・埼玉) 

≪担当者≫ 後藤洋一 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．イベントスタッフ 頻度：随時 

全国の森づくりを行っており、15 のフィールドで活動しています。生物多

様性保全などに貢献できる里山づくりを中心に、ニーズに合わせた緑の

活動です。自然が好きな人を育てるためグリーンセイバー検定試験、環

境教育などを企画・運営も行っています。 

活動内容：プログラムの企画・運営、またはそのサポート 

求人２．保全ボランティア 頻度：月１～３日 

活動内容：各フィールドでの保全・整備作業 

その他： ご都合のいい日・場所で活躍できます。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

里山を中心とした雑木林の手入れ作業をおこなっています。関東でも町田や日野、千葉、神奈川、埼玉にもフィールドがあります。活動日はホームペ

ージに公開していますので、ご覧いただき、御都合のいい日に参加ください。はじめて手ぶらでも参加歓迎です！ 

企業との協働したイベントや子ども向けの体験プログラムなどの実施も増えてきています。是非一緒に美しい森づくりをしていきましょう！！ 

 

 

特定非営利活動法人 

地球と未来の環境基金 

   
〇主な取組分野 

人と自然、人々のふれあいを生む森づくり  生物多様性 

〇お問合せ       
 

温暖化防止 

≪所在地≫ 〒101-0041 
 

ゴミ・リサイクル 

東京都千代田区神田須田町 2-2-5 CTN ビル 3 階  環境教育 

≪URL≫ http://www.eco-future.net/ 
 

国際環境協力 

≪e-mail≫ minobe@eco-future.net 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5298-6644 ≪FAX≫ 03-3255-2202 埼玉県飯能市、千葉県君津市・木更津市、静岡県川根本町 

≪担当者≫ 美濃部真光 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 森づくりボランティア 頻度：年 1～2 回程度 

私達は、環境保護活動のインキュベーターです。 環境を守る市民活動と

企業、行政、学校等の様々なセクターを繋ぎ、インキュベート（孵化）する

ことで、実際の生活や経済活動の中で、大勢の市民が参加できる具体的

な活動や事業を創出します。森林は人間の生存基盤であり、森林がなく

ては人類の文明の発展もありえないと言われています。EFF は豊かな森

林を守ることが、持続可能な社会の実現に繋がると考えます。 

活動内容： 埼玉県飯能市での森づくり（植林・間伐）活動 

求人２． 森づくりボランティア 頻度：年 1～2 回程度 

活動内容： 千葉県君津市・木更津市での森づくり（植林・間伐）活動 

その他： 静岡県榛原郡川根本町での森づくり（植林・間伐）活動 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

植林や間伐などの森林保全活動を通じて人と自然、人々のふれあいを生む「コミュニティ・フォレスト」活動を推進しています。多くの人が楽しく参加で

きる身近な活動を目指しており、一般市民や企業の方、地元自治体、小中学校の生徒など、多種多様の方々に積極的にご参加いただいています。

また、各地の森が抱えている課題・問題点を把握・分析し、その森の理想の姿を目指した活動コンセプト構築、事業計画を立てています。 
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特定非営利活動法人  

地球緑化センター 
 

 〇主な取組分野 

「緑、人を育む」をモットーに、中国の植林や国内の森林活動を実践 生物多様性 

〇お問合せ    温暖化防止 

≪所在地≫ 〒101-0041 砂漠化 

東京都中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3Ｆ 環境教育 

≪URL≫ http://www.n-gec.org 国際環境協力 

≪e-mail≫ ym@n-gec.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3241-6450 ≪TEL≫ 03-3241-7629 
国内各地（長野県赤沢、神奈川県湘南海岸林、東京都三宅島ほか） 

中国河北省豊寧、重慶、内モンゴル 

≪担当者≫ 砂川 ちなみ 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．森林ボランティア 頻度：年間を通して随時 

緑のボランティアを応援する専門団体です。個人やグループなど、さまざ

まな人たちを対象として、多様なボランティア活動を応援しています。 
設立以来20年間で築いてきた全国各地の自治体や中国とのネットワーク

を活用し、様々な要望に応えています。活動内容は、主に国内各地での

森林ボランティアや農山村での地域貢献ボランティアなど短期でできるも

のが数多くあります。学生から社会人、シニアの方まで幅広い年代の方

が参加しています。 

活動内容： 間伐、下草刈り、つる切り、植林、自然観察や散策など 

求人２．農山村ボランティア 頻度：８月～１２月の間に随時 

活動内容：農作業補助、地域行事への参加、地元住民との交流会など 

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

地球緑化センターは、一つ一つの問い合わせに対して、どんなことができるかを共に考え、プログラムを作っていきます。緑や自然を守りたい、環境

のことに関わりたいと思っている方は、まず一歩踏み出して、ボランティア活動に参加してみませんか？ 

 

 

 

特定非営利活動法人 

つくば環境フォーラム 
  〇主な取組分野 

「自然との共存」 生物多様性 

〇お問合せ       水・大気・土壌保全 

≪所在地≫ 〒305-0022  環境教育 他 

茨城県つくば市吉瀬 1876-1 つくば文化郷別館 203 号 
 

≪URL≫ http://tef298.sakura.ne.jp 
 

≪e-mail≫ tef298@lime.ocn.ne.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 029-863-5151 ≪FAX≫ 029-863-5151 
茨城県つくば市（筑波山麓、研究学園の平地林など） 

≪担当者≫ 田中ひとみ 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 田んぼボランティア 頻度：月 1～４回／4～10 月 

NPO 法人 つくば環境フォーラム（TEF) は、「自然との共存」をテー

マに、地域の環境を見つめ、筑波山や里山の保全活動に取り組む

【実践】、子どもたちへの自然体験活動など環境教育を通じて未来

の環境を担う人材を育てる【育成】、地域の自然を守り育てる人の

輪を広げる【連携】を、活動の三本柱としてさまざまな事業を展開し

ています。 

活動内容： 稲苗の捕植、草取り、畦の修繕、イノシシ柵づくりなど 

求人２．森づくりボランティア 頻度：年１０回（第 4 土曜日中心） 

活動内容：雑木林の下草刈り、ヒノキ林･竹林の間伐、植樹など 

その他： この他にもありますので、HP をご覧ください。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

筑波山や里山の豊かな自然、美しい風景をかけがえのない地域資源として未来に引き継ぐために、自然と人、都市と農村をつなぐ応援団を求めてい

ます。自然に詳しいスタッフやボランティアが活動中。自然について学びながら一緒に活動しませんか？ 
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特定非営利活動法人 

トチギ環境未来基地 
 

   
〇主な取組分野 

環境保全活動を通じて人と緑を育む 生物多様性 

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒 321-4104 環境教育 他 

栃木県芳賀郡益子町大沢 2584-1  

≪URL≫ http://conservation-corps.jp/tochigi/ 
 

≪e-mail≫ tochigi@conservation-corps.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 0285-81-5373 ≪FAX≫ 0285-81-5373 栃木県内、福島県いわき市 

≪担当者≫ 塚本竜也 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．里山・竹林ボランティア 頻度： 月２～５回 

米国の環境保全活動 Conservation Corps をモデルとした、若者のチー

ムによる長期間の環境保全活動を事業の柱に、様々な現場で活動し

ています。栃木県内の里山の整備や子ども達との自然活動の実施や、 

東日本大震災の後は、福島県いわき市で現地の団体と協力し海岸林

の再生活動に取り組んでいます。 

活動内容： 里山や竹林の整備作業 

求人２．海岸林再生プロジェクト 頻度： 月２～５回 

活動内容： 海岸林の整備作業、植林作業など 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

 日帰りから長期間の滞在型の活動まで様々な活動形態があります。 特に若者ボランティアの比率が高いですが、もちろんどなたでも大歓迎で

す。楽しみながら、交流を深めながら一緒に活動しましょう！ 

 

 

 

公益財団法人 

トトロのふるさと基金 
   〇主な取組分野 

トトロの森を子どもたちに残し伝えたい  生物多様性  

〇お問合せ       〇お問合せ 自然保護 

≪所在地≫ 〒359-1164 
 

 

埼玉県所沢市三ヶ島三丁目 1169-1   

≪URL≫ http://www.totoro.or.jp 
 

 

≪e-mail≫ kitaura@totoro.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 04-2947-6047 ≪FAX≫ 04-2947-6057 
狭山丘陵（東村山市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、埼玉県入間市、

所沢市） 

≪担当者≫ 北浦 恵美 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．トトロの森で何かし隊 頻度：月 2 回程度 

トトロの森・狭山丘陵の里山環境や文化財を守るため、ナショナル・トラ

ストによる土地を取得し、保全活動をおこなっています。取得した森は

ボランティアの皆さんとの維持管理作業により里山の雑木林の姿を維

持しています。 

企業、団体でのご参加を希望される場合は別途、お問合せ下さい。 

活動内容：トラスト取得地（トトロの森）で草刈り、常緑樹の伐採、竹伐り等 

求人２．北野の谷戸の芽会 頻度：月 1～2 回程度 

活動内容：昔ながらの谷戸田の再生、生きもの豊かな里山景観づくり 

その他：古民家クロスケの家での歳時記再現、来館者対応などもあり。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

森の作業は始めてという方、女性もたくさん参加しています。登録説明会や講習会、交流会など、学びと仲間づくりの機会も充実。できることをできる

範囲で。みんなで作業は分担しておこないます。森が変っていくのを実感するやりがいは格別です！トトロの森の仲間になってください！ 
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特定非営利活動法人 

ホールアース研究所 
  

〇主な取組分野 

富士山の大自然をカラダいっぱいに体感しに来ませんか？ 生物多様性 

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒419-0305 水・大気・土壌保全 

静岡県富士宮市下柚野 165 環境教育 

≪URL≫ http://wens.gr.jp/individual/inaka/index.html 食育プログラム 

≪e-mail≫ info@wens.gr.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 0544-66-0790 ≪FAX≫ 0544-67-0567 静岡県富士宮市柚野エリア周辺 

≪担当者≫ 村瀬 容子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１： 里山つなぎ隊 頻度：月に 1 度程度（指定の日時） 

大人や子どもまであらゆる世代の実体験主義・自然観の回復をテーマ

に、様々な自然体験プログラム・指導者研修・エコツアーなどの企画、

運営、コーディネートを行っています。 

具体的には、キャンプや気球、カヌー、登山、洞窟探検、自然ガイド、食

育プログラムを主に、間伐や皆伐、植樹による森林整備や獣害対策な

ど、多様なプログラムの提供による、環境保全にも取り組んでいます。 

活動内容： 竹林整備と竹の活用を考える活動（地域のお祭りの参加等） 

求人２． 頻度：  

活動内容： 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

さまざまなプログラムを行っている中で、まずは気軽に参加してみたい！地域のために何かできることがやりたい！自然の中で仲間と共に思いっき

り汗を流して作業がしたい！そんな方にぴったりの体験プログラムを月に 1 度程度行っています。18 歳以上ならどなたでも参加 OK！「里山つなぎ

隊」という取り組みで、竹林整備のボランティアを随時募集しています。詳細はブログで→（ http://blog.canpan.info/satoyamatunagi/） 

 

 

 

ユギ里山保全チーム   

〇主な取組分野 

週末の里山農業 生物多様性 

〇お問合せ       環境教育 

≪所在地≫ 〒192-0372  

東京都八王子市下柚木 1400-109 
 

≪URL≫ http://www.voluntary.jp/yugifc/ 
 

≪e-mail≫ rgv_kevin@yahoo.co.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 090-6312-1711  ≪FAX≫ 042-678-6334 東京都八王子市堀之内里山保全地域 

≪担当者≫ 豊田方 威（ゆたかた たけし） 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．農作業スタッフ 頻度：月１～２回程度 

東京都八王子市にある堀之内里山保全地域で活動する団体です。この

地域は、貴重な里山の環境が残されており、当団体では地域内にある

畑地の維持保全を主な活動としています。 

放棄された耕作地は、あっという間に藪となってしまいますので、継続し

た手入れを行いながら、都市近郊にあるという利点を生かし、都市住民

への里山体験の場を提供しています。 

活動内容：農作業全般 

求人２． 頻度：  

活動内容： 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

農業の素人ばかりの集団ですが、みんなで試行錯誤しながら、和気あいあいと農作業しています。お気軽にどうぞ！ 
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特定非営利活動法人 

よこはま里山研究所(NORA) 
 

 

〇主な取組分野 

里山とかかわる暮らしを   生物多様性  

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒 232-0017  水・大気・土壌保全 

        横浜市南区宿町 2-40 大和ビル 119 環境教育 他 

≪URL≫ http://nora-yokohama.org 
 

≪e-mail≫ office@nora-yokohama.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 045-722-9674 ≪FAX≫ 045-722-9675 主として横浜市内――川井緑地（旭区）、はまどま（南区）ほか 

≪担当者≫ 島村 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． NORA の山仕事 頻度：第２・第４日曜日 

NORA は、都市に生活する側の視点から、「里山とかかわる暮らし」を

実践することにより、里山の生態系を豊かにするとともに、私たちの暮

らしの質も高めることを目指す NPO です。おもに横浜市内のフィールド

で、山仕事（樹林地保全・木材の有効活用）、野良仕事（農地保全・休

耕地再生）等の里山保全活動を行うほか、「はまどま」という拠点で神

奈川産の野菜市、食事会、竹細工教室などを開催し、地産地消を軸と

したコミュニティづくりを実践しています。 

活動内容： 森づくり（間伐・下草刈りなど）、間伐材の有効活用ほか 

求人２．NORA 野菜市 頻度： 毎週火曜日 

活動内容：神奈川産野菜（生産者限定）の販売手伝い 

その他： HP の「今月の予定」でご確認ください。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

最近は、20～30 代（特に女性）を中心として、ネットを通してボランティアに参加される方が多いです。野外でも室内でも、自分が興味のある活動に

楽しみながら参加できます。スタッフは 40～50 代が中心で、職業はさまざま。里山から学びながら、多様性と持続性を大切にする社会をつくりたいと

思う方々に、ぜひ参加していただきたいと願っています。 

 

  

特定非営利活動法人 

かみえちご山里ファン倶楽部 

   
〇主な取組分野 

里山の暮らしを 守る・深める・創造する 地域づくり 

〇お問合せ       環境教育 他 

≪所在地≫ 〒949-1734  

新潟県上越市大字増沢 962 番地 1  

≪URL≫  http://kamiechigo.jp/   

≪e-mail≫ kamiechigo@nifty.com 〇活動地域 

≪TEL≫ 025-541-2602 ≪FAX≫ 025-541-2602 新潟県上越市西部中山間地域 

≪担当者≫ 松川菜々子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  
求人１． 農作業／施設整備作業/

里山体験事業補佐 
頻度：随時 

かみえちご山里ファン倶楽部は、豊かな自然と人々の暮らしにはぐく

まれた新潟県上越市の西部中山間地を中心として、里山・里海の地域

振興(まちづくり）、環境保全、文化・芸能の継承・育成などに取り組んで

います。上越市くわどり市民の森や上越市地球環境学校など公的施設

の管理運営(受託事業）のほか、小正月行事や地域清掃など地域活動

の支援、地域資源調査・記録、地域資源を活かしたイベント(里山体

験、農業体験、伝統文化体験)などを行っています。また、インターン生

の受け入れや生活技術の講座など、地域と外の人々をつなぐ事業も展

開しています。 

活動内容： 棚田での稲作作業／施設内外の整備作業／環境教育施設

や自主イベント等でのプログラム補佐・記録 

求人２． 除雪 頻度： 冬期（1 週間程度） 

活動内容：当団体施設、独居老人宅の除雪作業 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

自然とともにある暮らしは、私達が忘れている大切なことを教えてくれます。地域づくりに興味のある方お待ちしています。 

■ 生物多様性 ～農山漁村暮らしを体験したい。地域活性化に興味がある～ 
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認定特定非営利活動法人 

共存の森ネットワーク 
 

  
〇主な取組分野 

森と人の暮らしをつなぐ NPO  生物多様性 

〇お問合せ       
 

環境教育 

≪所在地≫〒156-0051 
 

その他 

東京都世田谷区宮坂 3-10-9 経堂フコク生命ビル 3 階   

≪URL≫ http://www.kyouzon.org/ 
 

 

≪e-mail≫ mori@kyouzon.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-6432-6580 ≪FAX≫ 03-6432-6590 千葉県、新潟県、愛知県、滋賀県、奈良県、岡山県、福岡県、他全国 

≪担当者≫ 森山 紗也子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  
求人１．事務局（東京・経堂）での事務

作業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
頻度：月に１～２回 

自然と共生し、自然の恵みを得ながら暮らしてきた農山漁村の暮らし

の中から、持続可能な社会をつくるためのヒントを得るため、「聞き書

き」や「地元学」等を使って地域の暮らしについて学び、発信していく活

動を行っています。主な活動として、全国の高校生を対象にした「聞き

書き甲子園」、大学生などが中心になって行う「共存の森づくり」など、

全国で様々な活動を行っています。 

活動内容：アンケートや住所録等のデータ入力、発送作業等 

求人２．聞き書き取材風景の写真撮影 頻度：9 月～12 月の間に数回 

活動内容：高校生の「聞き書き」に同行し、取材風景の記録撮影を行う。 

その他：高校や大学生で農山漁村地域に通い、体験や聞き取りを中心に
その地域の暮らしについて学び活動したいという方も募集しています。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

高校生や大学生が中心となって様々な活動を行っています。興味を持ったら、ぜひお気軽にご連絡ください。 

 

認定特定非営利活動法人  

JUON(樹恩) NETWORK 
 

  
〇主な取組分野 

農山漁村に出かけてみませんか？  環境教育 

〇お問合せ       〇お問合せ 生物多様性 

≪所在地≫ 〒166-8532  
 

温暖化防止 

東京都杉並区和田 3-30-22 大学生協杉並会館内  その他 

≪URL≫ http://juon.univcoop.or.jp/ 

http://www.facebook.com/juonnetwork (Facebook)  
 

≪e-mail≫ juon-office@univcoop.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5307-1102 ≪FAX≫ 03-5307-1091 全国１６ヶ所（北は秋田から、南は長崎まで） 

≪担当者≫ 松本 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人 1．編集・発送ボランティア 頻度：随時 

都市と農山漁村の人々をネットワークで結ぶことにより環境の保全改

良、地方文化の発掘と普及、過疎過密の問題の解決に取り組み、自

立・協助の志で新しい価値観と生活様式を創造していくことを目的とす

る。 

活動内容：年４回発行している会誌の原稿作成や編集作業、発送作業 

求人２．広報・展示ボランティア 頻度：随時 

活動内容：イベントの広報活動、展示物の作成や出展のお手伝い。 

その他：データベースの整理、集計作業などのお手伝いも募集します。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

環境、自然、森林、農業、農山漁村に興味のある学生、一般の方、特別なスキルがなくても関心のある方 

やる気のある人、自分で切り開いていく人、大歓迎です。少しでも興味のある方は、事務局までご連絡下さい。 

まずは、「森林の楽校」 「田畑の楽校」 にご参加下さい。面白ければ是非運営側になって下さい！ 
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特定非営利活動法人  

棚田ネットワーク 
 

  
〇主な取組分野 

棚田で繋がる・棚田を繋げる。棚田の応援団  環境保全型農業 

〇お問合せ       
 

生物多様性   

≪所在地≫ 〒160-0023 
 

 

東京都新宿区西新宿 7-18-16 トーシンハイム 704   

≪URL≫ http://www.tanada.or.jp  
 

 

≪e-mail≫ info@tanada.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5386-4001 ≪FAX≫ 同左 全国（事務所は東京） 

≪担当者≫  〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．棚田作業のボランティア 頻度：随時 

棚田を守りたい、棚田に触れてみたい人々の「思い」をつなぎ、そこから

生まれる様々なアクションを育て、サポートするために活動しています。

具体的な活動内容は、実際の保全作業の手伝いや、イベント開催・体

験プログラムの実施、棚田情報の整理と発信、棚田地域同士や地域と

企業の交流の仲立ちなど。これらを、《手伝う》《場を作る》《交わる》《つ

なぐ》《伝える》《記録する》という６つのキーワードで表現しています。 

活動内容：畦塗り、草刈り、脱穀など 

求人２．事務局スタッフ 頻度：随時 

活動内容：イベント時の手伝い、会報発送など 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

15 年前、「棚田」という言葉はほとんど知られておらず、農家にとっても「お荷物」「効率の悪い田んぼ」でしかありませんでした。いま、棚田は人と生き

物をつなぎ、農村と都市をつなぎ、過去と未来をつなぐ、新しい舞台となりつつあります。大震災を経て問われたもの。経済効率だけが唯一の価値で

はありません。棚田は別の物差し・別の生き方を示してくれます。“古い”棚田の中に、再生の新しい知恵がたくさんあるような気がします。 

 

 
 

特定非営利活動法人 

日本エコツーリズムセンター  
  〇主な取組分野 

エコツーリズムで地域を元気に！  生物多様性 

〇お問合せ       環境教育  

≪所在地≫ 〒116-0013 情報発信 

東京都荒川区西日暮里 5-38-5  

≪URL≫ http://www.ecotourism-center.jp/ 
 

≪e-mail≫ desk@ecotourim-center.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5834-7966 ≪FAX≫ 03-5834-7972 主に関東・東京 

≪担当者≫ 瀧野 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務局ボランティア 頻度: 応相談 

エコセンは、地域活性化のポイントは「地元を愛する人を育て自立する

こと」だと考え、地域の魅力を再発見する活動や、具体的な課題解決の

お手伝いをしています。具体的には地域で活躍するコーディネーターな

どの人材育成 、里山の獣害問題を伝え人と自然をつなぐ野生動物イ

ンタープリターの育成、メディアやイベント開催による情報発信、被災

地・復興支援など。海外との連携も強化し、日本のエコツーリズム、グリ

ーンツーリズムを国内外に発信します。 

活動内容： 事務局業務、イベント（月 1 恒例エコツアーカフェ等）手伝い 

求人２． 頻度： 

活動内容： 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

エコセンの活動を一緒に応援いただけるボランティアの方を募集しています。ご応募お待ちしております。 
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村おこし NPO 法人 ECOFF    〇主な取組分野 

島にとけこむ、旅をしよう。  生物多様性 

〇お問合せ       〇お問合せ 環境教育 

≪所在地≫ 〒113-0021   

東京都文京区本駒込 2-4-12   

≪URL≫ http://ecoff.org   

≪e-mail≫ info@ecoff.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 050-5809-3263 ≪FAX≫ 03-3945-3568 
鹿児島県トカラ列島、沖縄、四万十川、佐渡島、福井県北谷、ベトナム、

その他。 

≪担当者≫ 宮坂大智 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．村おこしボランティア 頻度：夏休み・春休み・連休 

農業、気になりませんか？ 日本には、海外の人が憧れるほど伝統的

で自然と密着している農業があります。そんな魅力ある農業だから、た

くさんの方に知ってもらいたい。そして、そんな農村を元気にして日本を

もっと盛り上げたい！ ECOFF は、おもに鹿児島や沖縄の秘境で農業

ボランティアツアーを実施する村おこし系非営利団体です。 

 

活動内容：離島や山村での農業ボランティア 

求人２．大人の島ながれ 頻度： 通年 

活動内容：社会人向けの農業ボランティア＆島生活プログラム 

その他：月１程度、イベント出展や説明会のお手伝い 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

村おこし？ 農業？ ハードルが高い？ いえいえ、村おこしも農業も楽しい活動！ だから ECOFF はなるべく気軽に参加できるボランティアを考え

ました。それがツアー型の「村おこしボランティア」。最低限の生活必需品があるのでボランティア入門にも最適です。学生の参加者も多く、村との出

会いだけでなく、地域や大学を越えた同世代との出会いもありますヨ！ お仕事のある方には、いつでも参加できる「大人の島ながれ」がオススメ！ 

 

アイサーチ・ジャパン 

（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター） 
 

 

〇主な取組分野 

わたしが、世界を変えるチカラになる。  環境教育 

〇お問合せ        

≪所在地≫〒211-0068   

川崎市中原区小杉御殿町 1 丁目 695-1-302 アトリエウェイブ内  

≪URL≫ http://www.icerc.org   

≪e-mail≫ contact@icerc.org  〇活動地域 

≪TEL≫ 080-5426-8446 ≪FAX≫  東京、神奈川 

≪担当者≫  〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．ワークショップスタッフ 頻度：年 10 回 

アイサーチ・ジャパン(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)は 

～イルカ・クジラが好き、だから彼らが暮らす海の自然を大切にしたい～ 

そんな思いからイルカ・クジラと自然の素晴らしさ・大切さを伝える環境

教育団体です。楽しくイルカ・クジラと海の自然のことを学べる「海の環

境学習教室」を、イベント会場や学校、教育施設等で実施する他、レク

チャーやフィールドツアー等を行っています。 

活動内容：イルカ・クジラと海の環境教育プログラムの運営スタッフです。 

求人２．印刷物制作・デザイン 頻度：随時 

活動内容：フリーペーパー等の制作・デザインです。 

その他：ホームページの制作・運営も募集中です。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

アイサーチの活動を支える、たくさんの人々の「イルカ・クジラや海の自然を大切にしたい」という想い…サポート方法は様々ですが、その中心とな

るのがボランティアスタッフ現在 28 名です。学生、社会人、主婦など、仕事や学業の合間に活動しているので、スタッフが足りません！！イベント時

にイルカ・クジラの魅力や海の自然環境の大切さを伝えたり、プログラムの企画、フリーペーパーの製作な活動しています。今後、ビーチクリーンや

ウォッチングなどイルカ・クジラの知識が深まるスタッフ研修も予定しています。イルカ・クジラや海が好きな仲間と交流を深められることも、楽しみの

一つ。活動の様子はホームページのブログにてご覧いただけます。興味のある方はぜひ、お気軽にご連絡ください。心よりお待ちしております。 

■環境教育・普及啓発 ～子どもが好きな人、将来、保育士・教員になりたい人、集まれ！～ 
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風土-Kazetsuchi-   写 真 用 ス ペ ー ス 〇主な取組分野 

風の人、土の人をつなぎます 生物多様性 

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒277-0884 ゴミ・リサイクル 

         千葉県柏市みどり台 1-1-13-2 環境教育 他 

≪URL≫ http://www.kuronowish.com/~kazetsuchi/ 
 

≪e-mail≫ kazetsuchi@yahoo.co.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 04-7133-3610 ≪FAX≫ 04-7133-3610 東京都内、主に西池袋 

≪担当者≫ 高橋敬子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． イベント企画・運営 頻度：月に 1～2 回 

「外から訪れる人（風の人）」と「地元の人（土の人）」とがコミュニケーシ

ョンを深めながら、私たちの住む 地域の魅力を自然、環境、歴史、文

化等の視点から発見し、幅広い人に発信していく活動を行っています。

「つなげる」「つたえる」「のこす」の 3 本柱を軸に、自然探勝会やエコク

ラフト講座、コミュニティカフェ等のイベント実施のほか、地域のおさん

ぽマップの発行等も行っています。 

活動内容： まちあるきや子ども向けエコ工作イベント等の企画・運営 

求人２．広報 頻度： 月に 1～2 回 

活動内容：ホームページ、ブログ更新 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

スタッフは仕事や子育てをしているため、活動は土日をベースに、無理のない範囲で行っています。さまざまな人たちとの出会いがある楽しい活動で

すので、ぜひ一度遊びにいらしてください！ 

 

  

特定非営利活動法人 

開発教育協会/DEAR 
 

 

〇主な取組分野 

わたしが、世界を変えるチカラになる。  環境教育 他 

〇お問合せ        

≪所在地≫ 〒112-0002   

東京都文京区小石川 2-17-41 富坂キリスト教センター2 号館 3 階  

≪URL≫ http://www.dear.or.jp/  

≪e-mail≫ main@dear.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5844-3630 ≪FAX≫ 03-3818-5940 全国、東京 

≪担当者≫ 西 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務局ボランティア 頻度：週 1 回～（平日昼） 

南北格差・環境・紛争・貧困など、地球上で起こっている諸問題はわた

したちの生活と無関係ではありません。開発教育とは「知り・考え・行動

する」という視点でその解決に取り組んでいくための教育活動です。

DEAR は約 50 の民間団体と約 700 名の個人で構成される教育 NGO

（1982 年設立）。教材作成、実践者の育成、ワークショップや講座の開

催のほか、ネットワークづくりや政策提言活動にも取り組んでいます。 

活動内容： 事務作業、ワークショップの準備や運営アシスタント等 

求人２．イベント・ボランティア 頻度： 平日夜、週末 

活動内容：講座やワークショップの準備、運営やアシスタント等 

その他： インターンシップの受け入れもしています 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

教育や国際協力、環境問題などに関心のある方におすすめです。学生（教員志望の方には特におすすめ）や社会人、シニアの方など、年間 100 名

程のボランティアが活動に参加しています。 
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特定非営利活動法人  

国際自然大学校 
 

  
〇主な取組分野 

子どもも大人も思いっきり自然体験  環境教育 

〇お問合せ       〇お問合せ   

≪所在地≫〒201-0004 
 

 

東京都狛江市岩戸北 4-17-11   

≪URL≫ http://www.nots.gr.jp/ 
 

 

≪e-mail≫ y_ono@nots.gr.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3489-6320 ≪FAX≫ 03-3489-6921 東京、神奈川、埼玉、栃木、山梨、沖縄 

≪担当者≫ 小野芳明 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  タイトル：子ども向けキャンプの指導補助 頻度：週末、長期休暇中 

1983 年設立。理念は、自然や人とのかかわりの中で、人生を前向きに

生きている人「アウトフィッター」を育てること。関東各地の活動拠点に

て、幼児から大人、また、知的に障がいのある方を対象に、自然体験を

通した教育活動を企画・運営している。小中学校・高等学校の自然教

室や、企業、行政の職員研修などの委託も受けている。また、自然体

験活動の指導者育成も行っている。安全管理を最優先と考え、スタッフ

の安全教育の徹底を図っている。 

活動内容：子どもと一緒に野外で遊び、生活をします。 

タイトル：  頻度：  

活動内容：  

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

自然体験活動を通じて、子ども達と共に遊び、楽しみ、時には悩み、お互いに学び合って欲しいです。ボランティアさんのキャンプへのかかわり方は

多岐にわたります。とにかく体力がある人、歌が歌える人、声が大きい人、絵を描くのが得意な人、料理が得意な人、アウトドアが大好きな人、虫や

植物に詳しい人など、人それぞれ持ち味は違います。一人ひとりの力を発揮することでキャンプが成り立っています。 

  

ガリレオスクール    〇主な取組分野 

宇宙の扉を開くのはあなた。    環境教育 他 

〇お問合せ       
 

 

≪所在地≫ 〒 156-0052  
 

 

東京都世田谷区経堂 5-35-15-201   

≪URL≫ http://galileoschool.jimdo.com/ 
 

 

≪e-mail≫ kohogalileo@yahoo.co.jp 〇活動地域 

≪TEL≫  090-5779-5248 ≪FAX≫  東京都 

≪担当者≫ 鈴木 真哉 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．女性のボランティア募集 頻度：年間６回の活動 

ガリレオスクールは、星空観察をしたことのない小学生の親子を対象

に、夜空を見上げてもらい、ガリレオの体験したような驚きを共有し、尽

きない宇宙の謎の魅力に触れてもらうことを目的に、星空観察に関す

る行事を企画・実施する団体です。 

活動内容：参加者の引率、観測プログラム実施の補助 

求人２．  頻度： 

活動内容：  

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

 

星空散歩を楽しみながらボランティア活動をしませんか。星や宇宙に関しての知識や望遠鏡などの機材がなくてもお気軽に参加できます。 
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特定非営利活動法人 

千葉自然学校 

 
 

○主な取組分野 

里やま里うみネットワーク型自然学校  環境教育  

〇お問合せ       〇お問合せ 自然体験活動 

≪所在地≫〒260-0015  里山整備  

千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル 7F  子どもキャンプ  

≪URL≫ http://www.chiba-ns.net/    

≪e-mail≫ info@chiba-ns.net 〇活動地域 

≪TEL≫ 043-227-7103 ≪FAX≫ 043-202-7237 千葉県 

≪担当者≫ 橋口 和美（はしぐち かずみ）  〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  タイトル：子ども向けキャンプの指導補助 頻度：週末、夏・冬・春休み 

千葉の里やま里うみをフィールドに自然体験を通して、地域活性化

を目指すネットワーク型自然学校です。 

指定管理者として管理運営している自然の家や自然公園での子ども

キャンプ事業を中心に、行政や企業と連携したイベントの企画運営

や、ネットワーク会員校を活用した自然体験のコーディネートなどを

行っています。 

活動内容：子どもと一緒に自然の中で遊び、生活します。 

タイトル：整備ボランティア 頻度：随時 

活動内容：国定公園、青少年教育施設の整備作業 

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

子ども好き、キャンプ好き、自然好きなひと集まれ！自然体験活動を通じて、子どもと一緒になって共に遊び、学び、成長してもらいたい。 

やる気と本気がある人を待っています。この夏、ひと花咲かせませんか。 

 

  

特定非営利活動法人 

しずおか環境教育研究会（エコエデュ） 
   

〇主な取組分野 

「種 ～私たちは、可能性の種をまき、育て、増やすことで、 

未来につながる生き方のできる人づくりをします。」 
環境教育 

〇お問合せ        

≪所在地≫ 〒422-8002  

         静岡県静岡市駿河区谷田 1170-2  

≪URL≫ http://www.ecoedu.or.jp/ 
 

≪e-mail≫ e-info@ecoedu.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 054-263-2866 ≪FAX≫ 054-263-2867 静岡県（おもに静岡市有度山北麓、藤枝市岡部、びく石） 

≪担当者≫ 鈴木玲子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．：プログラム運営 頻度：ご都合にあわせて 

私たちは、自然や人とのふれあいの中で、発見や感動を通して、自ら

気づき、考え、行動できる人を育てたいと考えています。当会の主催事

業は、地域のボランティアが中心となって企画から実施までを自発的に

行っているのが特徴です。 

活動内容： 地域の子ども達との環境教育プログラムを、一緒に企画・運

営してくださる方。当日だけのサポートも大歓迎！ 

求人２．：プログラムサポート 頻度： ご都合にあわせて 

活動内容：プログラムのサポート、広報、草刈り、竹伐りなど 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

自然の不思議さを伝えたい！今後の時代を生きる子どもたちの成長が心配！など、体験活動をしながらスタッフとして活躍したい方、 

とにかく楽しくボランティアスタッフとして、短い時間でも活動をしてみたい方など、ご興味を持ってくださった方、まずはご連絡ください！！ 
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A SEED JAPAN 

ケータイゴリラチーム 

   
○主な取組分野 

ゴリラを守ろう！携帯電話回収キャンペーン  生物多様性 

〇お問合せ        国際環境協力 

≪所在地≫ 〒160-0022  ３R 

東京都新宿区新宿 5-4-23  人権問題 

≪URL≫ http://www.keitai-gorilla.org  採掘問題 

≪e-mail≫ info@keitai-gorilla.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5366-7484 ≪FAX≫ 03-3341-6030 東京・新宿（首都圏） 

≪担当者≫ 永田 諭史 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  タイトル：プロジェクトメンバー 頻度：一週間に一回〜 

ひとたび街に出れば携帯電話を利用する若者の姿を多く目にします。

日本での契約者数は１億 3000 万台を突破し、全世界では実に 50 億台

以上の携帯電話が使われています。そんな携帯電話が実は環境破壊

や人権問題に深く関与している事はまだまだ知られていません。私た

ちは生活に欠かせない「携帯電話」を用いて、このような問題の啓発

や、この問題によって被害を受けているゴリラを支援しています。 

活動内容：イベントの作り込み、授業などへの登壇から広報戦略まで  

タイトル：イベントボランティア 頻度：二ヶ月に一回 

活動内容： Earth Day Tokyo を始めとするイベントの当日ボランティア 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

ケータイゴリラを企画している国際青年環境 NGO A SEED JAPAN では、活動ボランティアを募集しています。10 代～20 代が中心にして、新宿御苑

の事務所を拠点に活動を展開しています。フラット（対等）な雰囲気の中で、ファシリテーション・プレゼン能力のレベルアップ、環境問題の知識の蓄

積や最先端のアクティビストとの交流など、かけがえのない体験をする事が可能！野外ロックフェスティバルの環境対策から、国際会議での提言書

提出までアイデア次第で何でもできるのが魅力です。 

  

チャウス自然体験学校 
 

 

○主な取組分野 

私たちは「人と人」「人と自然」「人と社会」とのつながりを大切にして

います。 
 自然体験活動 

〇お問合せ       〇お問合せ 子どもキャンプ 

≪所在地≫ 〒376-0013  子育て支援 

群馬県桐生市広沢町６－２３６－１  環境教育 他 

≪URL≫ http://www.chaus-neos.com    

≪e-mail≫ information@chaus-neos.com  〇活動地域 

≪TEL≫ 0277-52-7799 ≪FAX≫ 0277-52-7791 群馬県を中心に首都圏各地 

≪担当者≫ 加藤 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．キャンプリーダー（学生） 頻度：通年（随時） 

群馬県桐生市を拠点に活動をしている民設民営（NPO）の自然学校

です（２００２年設立）。主に子ども対象に、週末デイキャンプや夏休

みなどの長期休みを利用したサマーキャンプ（最長１３泊１４日）、冬

休み、春休みにはスキーキャンプを開催して年間を通じて約６０００

名の方々にご参加頂いています。また、環境教育（ESD）や子育て支

援などにも近年には力を入れており、親子を対象としたキャンプをは

じめ、指導者養成なども行っています。 

活動内容： 子どもキャンプで、子ども達と一緒に学びながら活動出来る人

（未経験大歓迎） 

求人２． 頻度：  

活動内容： 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

教員や保育士などを目指す、学生リーダー（２０１４年４月現在：約５０名）が参加しています。子どもが好きな方、自然の好きな方はもちろんですが、

環境教育を実践してみたい方や自然学校に就職希望の方も募集しています！ 

 

■ごみ・リサイクル ～廃棄物問題から世界が見える。楽しく、アクティブに取り組みたい～ 
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特定非営利活動法人 

J-cheer  
   

〇主な取組分野 

ECO ROCK を合い言葉に、KIMOCHI を通して ECO を楽しむ。  温暖化防止 

〇お問合せ       
 

ゴミ・リサイクル 

≪所在地≫ 〒160-0004 
 

環境教育 

東京都新宿区四谷２－１４－４ ミツヤ四谷ビル 3 階   

≪URL≫ http://www.j-cheer.org/ 
 

 

≪e-mail≫ info-1@j-cheer.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3350-4434 ≪FAX≫ 03-3350-4434 東京・千葉・神奈川を中心に関東全域 

≪担当者≫ 宮澤 沙織 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．夏の環境対策ボランティア 頻度：６月〜９月の土日 

Ｊ-ｃｈｅｅｒは 『ECO ROCK』 をテーマに、関東近辺のコンサート・イベン

ト等で、主催者・来場者を対象に７年間２９０回以上の啓発・普及活動

を行いました。あらゆるジャンル・年齢層の来場者が集まる会場にて、Ｊ

-ｃｈｅｅｒボランティアがエコステーションに立ち、ゴミと資源の分別ナビ

ゲート、舞台パフォーマンス、来場者参加型のキャンペーン等を行いま

す。来場者、運営スタッフ、ボランティアと共に活動を通して KIMOCHI を

伝え合い、みんなで環境対策に取り組むことが ECO ROCK です。最終

的に、資源をリサイクル工場に送りやすくすることにも繋がります。 

活動内容：イベント会場内エコステーションでの環境対策活動の展開。 

求人２．レギュラーボランティア 頻度：年間を通して 

活動内容：年間を通して環境対策活動に参加するコアスタッフ。 

夏は大型音楽フェスを中心に活動を展開しています。 

詳細な活動名はホームページに随時更新予定ですので、ご覧下さい。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

若者が多く集まるエンタテイメントでの活動なので、普段味わえない体験とたくさんの仲間が出来ます。 

環境対策ボランティアに興味がありましたらぜひ、ホームページ、Facebook、Twitter をご覧ください。 

会場でゴミやペットボトルの分別に取り組み、フェス参加者や主催者と共に環境活動を推進してくれるエコでロックな方はお問い合わせ下さい。 

  

特定非営利活動法人  

荒川クリーンエイド･フォーラム 
   ○主な取組分野 

荒川で ちょっといいこと ゴミ拾い  ゴミ・リサイクル 

〇お問合せ     
  

環境教育 

≪所在地≫ 〒132-0033    

東京都江戸川区東小松川 3-35-13-204   

≪URL≫ http://www.cleanaid.jp/   

≪e-mail≫ renraku@cleanaid.jp 〇活動地域 
≪TEL≫ 03-3654-7240 ≪FAX≫ 03-3654-7256 東京と埼玉の荒川周辺 

≪担当者≫ 伊藤 浩子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 
〇どんな団体ですか？  求人１．活動参加 頻度：随時 

●荒川のゴミを拾い、自然を取り戻す活動を続けて 20 年！ 

●流域で毎年 100 以上の会場で合計 1 万人以上が参加しています。 

荒川クリーンエイドには、市民団体をはじめ地元自治体や小中学

校・高校、および企業が社会貢献活動として参加しています。 

●ゴミを種類別に数えながら拾う「調べるゴミ拾い」を通して、川に溜ま

るゴミのデータを収集するとともに、参加者が学び、日頃からゴミを

減らす行動を促します。 

活動内容：ゴミ拾いに（個人・グループで）参加 

求人２．事務局ボランティア 頻度：週に１回程度 

活動内容：データ入力、広報協力、資器材準備その他 

その他：WEB 制作（HP の新規ページ作成等）、活動レポーターも募集！ 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

荒川クリーンエイド･フォーラムでは、現場でのボランティア活動への参加の他にも、事務所で力となってくれるボランティアさんを募集しています。事

務所は江戸川区内で、ちょっと遠いのですが、ボランティアさんのアイデアも活かしながら、様々な可能性を広げていきたいと思っています。ヤル気

のある方、お待ちしています！ 

■クリーンアップ活動 ～森・川・町、好きな場所をキレイにしながら新しい発見をしたい！～ 
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BLUE BIRD 
   〇主な取組分野 

Re-visiting JAPAN  生物多様性 

〇お問合せ       
 

環境教育 

≪所在地≫ 〒108-0075 
 

 

東京都港区港南 3-6-21-2913   

≪URL≫ http://www.bluebirdxtsunagari.com/ 
 

 

≪e-mail≫ bluebird.tsunagari@gmail.com 〇活動地域 

≪TEL≫ 090-8648-7448 ≪FAX≫ 都内 

≪担当者≫ 生姜塚 理恵 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．「渡り鳥サポーターになろう！」 頻度：毎月第 1 土曜日 

「地球上の大きなつながり＝生物多様性」を中心テーマに活動。 

地球上を南北の旅する「渡り鳥」は、地球上の大きな「つながり」を教え

てくれるメッセンジャー。私たち BLUE BIRD は、渡り鳥が「日本に再び

飛来できる」環境保全活動と共に、私たち人間が、五感を通して「日本

らしさを再発見」することは「つながりを新発見」することとして、

「Re-visiting JAPAN」運動を実施しています。 

活動内容：干潟の生態系の豊かさを感じながら、干潟清掃をしています 

求人２． 頻度： 

活動内容：  

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

鳥は、環境のつながりを教えてくれるメッセンジャー。日本は、地球上を旅する生き物「渡り鳥」にとって大切な中継地です。ＪＲ品川駅からバスで

Go！渡り鳥たちがやって来る東京港野鳥公園で、干潟の生態系の豊かさを感じながら、彼らにとって人気なランディング・スポットになるよう、干潟

清掃をしています。地球に生きるメンバーであることを、もう一度想い出そう！※アースデイマネーアソシエーション連携プログラムになります。 

  

認定特定非営利活動法人  

富士山クラブ 
   

〇主な取組分野 

美しい富士山を子どもたちに残していくために・・・  生物多様性 

〇お問合せ       〇お問合せ ゴミ・リサイクル 

≪所在地≫ 〒401-0332   

山梨県南都留郡富士河口湖町西湖 2870 
 

 

≪URL≫ http://www.fujisan.or.jp 
 

 

≪e-mail≫ jimukyoku2@fujisan.or.jp  〇活動地域 

≪TEL≫ 0555-20-4600 ≪FAX≫ 0555-20-4601 富士山周辺 

≪担当者≫ 佐伯 弘美 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．定例クリーン活動 頻度：月 1 回 

私たちは、 
富士山が育んできた 
水と緑と命をまもり、 
心の故郷としての美しい富士山を 
子どもたちに残していくために、 
活動を続けます。 
（富士山クラブ宣言） 

活動内容：富士山麓の不法投棄ごみの清掃活動 

求人２．特定外来植物駆除活動 頻度：月 1 回 

活動内容：富士山麓、富士五湖周辺などの繁茂地帯での駆除活動 

その他：森づくり活動、竹林整備活動を実施しています。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

富士山が大好きな方、環境保全に興味のある方！定例クリーン活動に参加して、一緒に大好きな富士山からごみを無くし、世界に誇れる山にしよ

う！自然植物が大好きな方、富士山麓では特定外来植物の繁茂が問題となっています。本来の自然を保つため、ご協力お願いいたします！ 
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タンザニア・ポレポレクラブ 
 

 〇主な取組分野 

アフリカに緑を！ 生物多様性 

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒154-0016 水・大気・土壌保全 

東京都世田谷区弦巻１－２８－１５サンライトハイツ３０１ 環境教育 他 

≪URL≫ http://polepoleclub.jp/ 
 

≪e-mail≫ pole2club@hotmail.com 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3439-4847 ≪FAX≫ 03-3439-4847 東アフリカ タンザニア 

≪担当者≫ 藤沢 俊介 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務局ボランティア 頻度：週１～２回、１年以上 平日夜 

●私たちは、森林減少の進むタンザニアで、村人たちと協力しながら「植

林活動」に取り組んでいる市民グループです。地域住民による活動の

持続性確保と安定した生活の実現を目指して取り組んでいます。 

●国内では、市民らがグループを作り、自分たちの力で自主活動（タンザ

ニアの人々との協力活動、国内での農作業など）に取り組んでいます。 

●毎年２月には一般の方を対象として、キリマンジャロ山麓の村に入り、

村の中で生活しながら村人とともに植林に取り組む『植林ワーク キャ

ンプ』も開催しています。 

活動内容：  HP・Web サイトによる広報、活動協力者対応、 

ニュースレター作成、事業データ作成、翻訳等 

求人２．ｲﾝﾀｰﾝ（現地調査有） 頻度：週２回、２年間 平日夜 

活動内容： 村人たちとの協力活動にインターンチームとして取組む。 

・キリマンジャロ山麓のテマ村において、森を守るという村人たちの内 

発的な気持ちを、側面から長く支えることの出来るプログラムの推進。 

・現地調査（２～３週間）に赴く機会あり（国内業務を１年程度経験後）。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

当会は事務局員１名、インターン３名とボランティアで切り盛りしている小さな市民団体ですが、必要な知識を常に学ぶ姿勢を持ち、自分の力で活動

を創り上げ、実行していく熱意のある方の応募をお待ちしております！（インターンは、交通費支給あり） 

  

認定特定非営利活動法人 

環境エネルギー政策研究所 
 

 

〇主な取組分野 

持続可能なエネルギー政策を実現するために  温暖化防止 

〇お問合せ       
 

≪所在地≫ 〒164-0001  

        東京都中野区中野 4-7-3  

≪URL≫ http://www.isep.or.jp/  

≪e-mail≫ HP のお問い合わせフォームより受付 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5942-8937 ≪FAX≫ 03-5942-8938 全国 

≪担当者≫ 渡邊素子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務局ボランティア 頻度：週１～2 回程度 

環境エネルギー政策研究所（ISEP）は、持続可能なエネルギー政策の

実現を目的とする、政府や産業界から独立した第三者機関です。自然

エネルギーを軸とした、公平で効率的なエネルギーシステムの実現な

どを目指し、調査研究や政策提言など、様々な活動を行っています。 

活動内容： 事務作業のお手伝い 

求人２．翻訳ボランティア 頻度： 週１～2 回程度 

活動内容：当団体のウェブサイトの記事の英訳、海外の報告書の日本語

訳など。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

日本と世界の自然エネルギーの最前線を知ることのできる環境です。持続可能なエネルギー社会の実現のために、お力をかして下さる方をお待ち

しています！ 

■再生可能エネルギー ～人と環境に優しい自然エネルギーを増やしたい！～ 

■国際環境協力 ～国際協力に興味がある。世界とつながりたい。外国語を活かしたい。～ 
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認定特定非営利活動法人  

ブリッジ エーシア ジャパン 

   
〇主な取組分野 

違いを超えて人々の心に橋をかける  国際環境協力 

〇お問合せ       〇お問合せ ゴミ・リサイクル 

≪所在地≫ 〒151-0071   環境教育 

東京都渋谷区本町 3-48-21 新都心マンション 303 号室   

≪URL≫ http://www.baj-npo.org    

≪e-mail≫ info@baj-npo.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3372-9777 ≪TEL≫ 03-3372-9777 ベトナム・ミャンマー 

≪担当者≫ 押村 友里子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．広報・事務ボランティア 頻度：週 1～3 日程度 

BAJ は社会的に弱い立場にある人たち、とくに女性、障害児者、難民な

ど、困難な状況を抱えている人たちの自立を応援するために、次の 3 つ

の目標を目指して活動しています。 

1. 技術修得の機会を設けます。 

2. 技術を収入に結びつける場を作ります。 

3. 生活環境の基盤整備を進め、地域の活性化を図ります。 

活動内容：SNS などを使ったイベントやキャンペーンの広報、入力作業等 

求人２．翻訳ボランティア 頻度：随時 

活動内容：資料の翻訳（現在主に日本語→英語） 

その他：隔月末で団体のニュースレター発送のお手伝いなど 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

未経験の方も大歓迎です。現在毎月第２，３週目に事務局平日ボランティアを募集しています。定期的でも、単発でも OK!!  

それ以外の日程でも、ご興味のある方は事務局までご連絡ください。 

また、学生・社会人インターンの募集もしておりますので、詳しくは当団体 HP をご覧ください。 

  

特定非営利活動法人  

NICE 日本国際ワークキャンプセンター 

   
〇主な取組分野 

地域と地球のポップな架け橋  国際環境協力 

〇お問合せ       
 

 

≪所在地≫ 〒160-0022 
 

 

東京都新宿区新宿 2-1-14 エレメンツ新宿ビル 401   

≪URL≫ http://www.nice1.gr.jp/ 
 

 

≪e-mail≫ gw@nice1.gr.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3358-7140 ≪FAX≫ 03-3358-7149 国内全域、海外１００ヵ国 

≪担当者≫ 山口紗矢佳 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．親子キャンプ de ボランティア 頻度：年 4 回程度 

ワークキャンプは、「合宿タイプのボランティア活動」。地域の住民と

取り組むボランティア活動による地域・社会への貢献に加えて、共同

生活を通じて生まれる参加者同士の連帯感や、個々の自主/自律性

が身につくのが特徴です。「国際ワークキャンプ」、「中・長期ワーク

キャンプ」、「週末ワークキャンプ」、オーダーメイド型の「グループワ

ークキャンプ」など、世界 100 ヶ国で 3000 プログラム開催中。 

活動内容：親子で取り組める環境ボランティアで、里山保全等を行います 

求人２．取材ボランティア 頻度： 月 1 回程度 

活動内容： １泊 2 日程度の活動の写真撮影・アンケート・インタビュー等 

その他： 月 1 程度で機関誌「NICE プレス」の印刷や発送ボランティアも！ 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

「迷っていたら参加するべき！一生の宝物が思いがけず見つけられる」 ボランティア活動は、受け入れ側のニーズと参加したい側の思いの中間

に位置するものです。何か始めたい、という方へ向けて、今回は初心者の方でも無理なくできる事務局ボランティアを紹介しています。普段の生活

では絶対に出会うことのできない人、知ることのない場所、社会に対する思いなど、驚きと発見の日々が待っています！お気軽にご相談ください。 

37



 

国際環境 NGO FoE Japan 
 

  〇主な取組分野 

Be a Friend of the Earth!!  生物多様性 

〇お問合せ       〇お問合せ 温暖化防止 

≪所在地≫ 〒171-0014 
 

ゴミ・リサイクル 

東京都豊島区池袋 3-30-22-203  国際環境協力 

≪URL≫ http://www.foejapan.org/ 
 

その他 

≪e-mail≫ info@foejapan.org 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-6907-7217 ≪FAX≫ 03-6907-7219 池袋、関東周辺 

≪担当者≫ 篠原 ゆり子 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．日々の業務の補佐 頻度：週１日～ 

FoE Japan は、地球規模での環境問題に取り組む国際環境 NGO で

す。世界 74 ヵ国に 200 万人のサポーターを有する Friends of the Earth 

International のメンバー団体として日本では 1980 年から活動を続けて

きました。持続可能な社会に向けて、気候変動・エネルギー政策、森林

保全、開発による環境社会影響などの問題に取り組んでいます。 

活動内容：PC 入力、翻訳、調査、電話応対など FoE 事務所での業務 

求人２．イベント補助 頻度：平日夜、土日など随時 

活動内容：セミナー、イベントの準備・運営 

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

FoE Japan の活動に関心を持ち、活動によって社会を変えたいという意欲のある方を募集します。 

  

特定非営利活動法人  

エコ・リーグ 

 

  〇主な取組分野 

エコ・リーガーとして一緒に活動しませんか？ 生物多様性 

〇お問合せ       温暖化防止 

≪所在地≫ 〒162-0825 ゴミ・リサイクル 

東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館 507  

≪URL≫ http://el.eco-2000.net/index.html  

≪e-mail≫ eleague@mxa.mesh.ne.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5225-7206 ≪FAX≫ 03-5225-7206 関東・関西・東北を中心とした全国各地域 

≪担当者≫ 角川昇吾 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． 事務局員の募集 頻度： 週 3 程度 

特定非営利活動法人エコ・リーグは、環境活動を行う全国の若者が運

営する NPO 法人です。1994 年に NGO として設立されて以来、一貫し

て持続可能な社会の実現を目指しています。ネットワークの活性化・人

材育成・社会への発信の 3 つを活動の柱とし全国規模で活動をしてい

ます。 

環境問題の解決を目指す若者の活動が連携し、互いに発展、活性化

し合う共通の場を作ることを通じて若者主体の環境活動の活性化に取

り組んできました。 

活動内容：会員管理・会計業務・電話応対など 

求人２．学生事業部員の募集 頻度：月に 2～3 回のミーティング 

活動内容： 環境をテーマとしたイベントの企画運営 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

エコ・リーグでは、「環境活動を行う若者のネットワーク構築」を軸にしながら、主に若者を対象とした、環境問題解決を目指すための「人材育成事

業」、環境問題の解決を目指すための「社会への発信事業」を行っています。また、環境問題解決の実践活動を通じて若者が社会に主体的に参加

する慶びを学び、これらの活動の場に参加できる機会を提供します。 

■環境課題全般、アドボカシー ～グローバルな環境課題を解決する力になりたい～ 

38



 

公益社団法人 

国土緑化推進機構 
 

  
〇主な取組分野 

アクション「森のチカラで、日本を元気に。」    生物多様性 

〇お問合せ        温暖化防止 

≪所在地≫ 〒102-0093 
 

環境教育 

東京都千代田区平河町 2-7-5  国際環境協力 

≪URL≫ http://www.green.or.jp/   

 
 

≪e-mail≫ comis@green.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-3262-8437 ≪FAX≫ 03-3264-3974 全国 

≪担当者≫ 木俣 知大 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１：東北の海岸林再生 頻度：継続的な実施 

国土緑化運動を推進するため、「全国植樹祭」「全国育樹祭」の開催や

各種緑化キャンペーン、顕彰事業、「緑の募金」「緑と水の森林基金」等

を通した森林 NPO や緑の少年団等の青少年団体による森づくりや森

林環境教育等を支援する他、企業の森づくりのコーディネートやサポー

ト体制の構築支援、森のための４つのアクションを呼びかける「フォレス

ト・サポーターズ」を通した国民運動や、東北復興支援キャンペーンを

展開している。 

活動内容：大津波で失われた海岸林再生に向けた森づくりへの参加団体 

求人２：チャリティグッズの購入 頻度：一時的な実施 

活動内容：東北産間伐材を用いた被災者雇用創出に貢献するグッズ購入 

その他：適時、東北復興支援の募金活動（緑の募金） 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

東日本大震災が発生した 2011 年は、国連が定めた「2011 国際森林年」でもありました。国際森林年国内委員会では、復興アクション「森のチカラ

で、日本を元気に。」として、海岸林の再生や、被災者の暮らしに潤いを与える木製品の寄贈に向けた「緑の募金」使途限定募金等への協力を呼び

かけています。被災者の雇用創出と被災地の豊かな森づくりを応援するため、様々な間伐材のチャリティグッズや木製品を活用してみませんか。 

  

特定非営利活動法人 

ETIC.（エティック）  

  
〇主な取組分野 

【震災復興】東北の未来をつくるプロジェクトに携わる 環境教育 他 

〇お問合せ        

≪所在地≫ 〒150-0041  

東京都渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階  

≪URL≫ http://www.etic.or.jp/    

≪e-mail≫ fukkou@etic.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-5784-2115 ≪FAX≫ 03-5784-2116 東京、横浜、東北各地 

≪担当者≫ 押切、諸、山中 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１．長期で東北に入れる有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 頻度：現地でのフルコミット 

「実践」や「チャレンジ」する機会を通じて社会や地域、人のゆたかなつ

ながり（ソーシャルキャピタル）を醸成し、イノベーションの創出と次世代

育成の基盤となる生態系を創造するため、より良い社会づくりに挑戦し

ている起業家や若者を応援する NPO 法人です。震災直後の 2011 年 3

月 14 日から震災復興リーダー支援プロジェクトを立ち上げ、復興に向

けた取り組みをおこなうリーダーの支援に取り組んでいます。東北に人

材を送る支援事業の「右腕派遣プログラム」の他、企業連携の復興プラ

ットフォーム「みちのく復興事業パートナーズ」、大学生向けの「インター

ンシップ」の紹介等を行っています。 

活動内容： 事業基盤づくり・既存ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを地域に移行する仕組みづくり 

求人２．東京で復興に関わる 頻度：週 2.5 日以上 

活動内容：東北の起業家をサポートするための東京事務局スタッフ 

その他： 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

5 年後も 10 年後も若者たちが集い、起業家精神溢れる東北へ。東北の事業創造や地域経営の担い手であるリーダーたちをサポートするために彼ら

の「右腕」を募集しています。これまで 20 代～30 代の若者たちが、105 プロジェクトに 180 人以上現地に赴いていきました。まだまだ東北の復興には

人材が足りていません。現地に赴きたい人や、東京にいながら現地をサポートできる仕組みづくりに興味がありましたら、是非ご連絡ください。 

■震災復興支援 ～人・モノ・資金など、様々な形で東北に寄り添いたい～ 
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特定非営利活動法人 

サービスグラント 
    〇主な取組分野 

do it pro bono 中間支援 

〇お問合せ        

≪所在地≫ 〒150-0002   

東京都渋谷区渋谷 1-6-3-502  

≪URL≫ http://www.servicegrant.or.jp/  

≪e-mail≫ info@servicegrant.or.jp 〇活動地域 

≪TEL≫ 03-6419-4021 ≪FAX≫ 03-6419-3885 関東エリア、関西エリア 

≪担当者≫ 岩渕美華 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． プロボノ（ビジネス系） 頻度：約週 5 時間×４ヶ月〜半年 

NPO に対して「お金」を支援する助成金（グラント）と異なり、プロジェクト

マネジメント、調査、マーケティング、デザイン、ウェブ制作等のプロフェ

ッショナルスキルを持った多数の社会人が「プロボノワーカー※」として

登録、「スキル」や「ノウハウ」を提供することによって NPO を支援する

「プロジェクト型助成」を行っています。※プロボノ：「公共善のために」を

意味するラテン語「Pro Bono Publico」を語源とする言葉で、【社会的・公

共的な目的のために、職業上のスキルや専門的知識を生かしたボラン

ティア活動】を意味します。 

活動内容： プロボノプロジェクトの進行管理や、成果物に必要な調査・分

析を行って提案をまとめ、支援先が必要としている情報発信や事業計画

書など具体的な成果物を提供します。 

求人２．プロボノ（クリエイティブ系） 頻度：約週 5 時間×３〜４ヶ月程度  

活動内容：ウェブサイトやパンフレットなど広報物に関するプロジェクトに

おいてコピーライティングやデザイン、コーディングなどの技術提供を通じ

て支援先がさらに多くの協力者や理解者を得られるための情報基盤を提

供します。 

その他：  

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

あなたが社会人として身に付けたスキルが、NPO 支援や社会貢献に役立ちます。またプロボノワーカーご登録者の半分以上が、サービスグラントに

おける活動が初ボランティアという方ですので、これからボランティアを始める方もお気軽にご登録ください。 

特定非営利活動法人 

NPO コミュニケーション支援（a-con）  
  

〇主な取組分野 

ＮＰＯの活動を、もっとみんなに伝えよう！ 中間支援 

〇お問合せ        

≪所在地≫ 〒202-0015  

東京都西東京市保谷町 4-10-2-20  

≪URL≫ http://www.a-conweb.net/  

≪e-mail≫ info@a-conweb.net 〇活動地域 

≪TEL≫ ≪FAX≫ 東京都内 

≪担当者≫江藤・白石 〇どんなボランティアが必要ですか？ 

〇どんな団体ですか？  求人１． NPO サポートプロジェクトスタッフ 頻度：月 1・2 回程度 

「がんばる NPO の活動やメッセージを、日本中にもっと伝えていきたい…」と、多

種多様な仕事・専門を持っている社会人や学生が集まっています。メンバーの本

業は、広告・PR やメディア関係者、プログラマー、保険、金融など、様々な業界の

人たちがボランティアで参加しています。普段はそれぞれ別のことをしているから

こそ持っている、「普通の人ならどう感じるか」の視点で、NPO のコミュニケーショ

ン活動をサポートしています。これまでに、国際協力 NGO のＤＭデザイン、教育

系 NPO のファンドレイジング、育児 NPO のプレゼンテーション資料作成等、様々

な NPO の活動を広報・コミュニケーションを切り口に支援してきました。 

活動内容： NPO サポートプロジェクト 

求人２． フリーペーパー「npo-co」編集スタッフ 頻度： 月 1・2 回程度 

活動内容：NPO のコミュニケーション専門誌「npo-co」の企画・編集作業 

その他： 不定期開催の NPO の勉強会の企画・運営スタッフも募集。 

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ） 

NPO をサポートするには、いわゆるビジネススキルの範疇にはない、”一見地味な”仕事がたくさんあります。ただ、様々な NPO を継続的にサポート

して、社会に価値を生んでいくためには、こうした一見地味な作業が大切だと考えています。 a-con のメンバーは全員、他に仕事や学業を抱えてい

るボランティアです。a-con の活動に参加することで、きっと得られるスキル等があります。皆様の参加をお待ちしております。 

■プロボノ ～専門的スキルを活かして NPO 活動を応援したい～ 
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8．関東各県にある主な NPO 中間支援組織の紹介 

 

            
※次ページから掲載の NPO 中間支援組織は関東ブロック 1 都 9 県内（茨城、栃木、 

群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、新潟、山梨、静岡）に拠点を置いています。 

※各拠点の機能は様々ですが、会議室の貸し出しや備品のレンタル、ボランティアや NPO の

情報収集や相談等に対応しています。 

※掲載情報は 2014 年５月 1 日現在の情報を基に作成しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自分の家の近くでボランティア 
の相談ができたり、NPO 情報が 
もらえるところはないのかな？ 

もちろん、あなたの
お住まいの地域に
もありますよ。 
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施設名称 茨城 NPO センター・コモンズ 設立 1998 年 

運営団体 (認定特活)茨城 NPO センター・コモンズ 

住所 〒310-0022 茨城県水戸市梅香 2-1-39 茨城県労働福祉会館 2 階 

電話番号 029-300-4321 FAX 029-300-4320 

利用時間 平日 9:00～17:00 

休館日 土日祝日は基本的に休み。※休日に御用の方は事前にご連絡下さい。 

施設概要 コモンズが相談対応する場所はありますが、個人、団体が自由に利用する施設・スペースはありま

せん。同じフロアに他の団体が運営する市民活動スペースがありますので、ぜひご利用下さい。 

URL http://www.npocommons.org/  

e-mail info@npocommons.org  

一言メッセージ 環境ボランティアなど様々な市民活動に関心がある方のご相談に対応します。団体やイベントなど

の情報提供、ボランティア、インターン希望者と団体をマッチングしたり、ご自分で団体を設立したい

方のご相談にも対応します。 

 

施設名称 とちぎボランティア NPO センターぽ・ぽ・ら 設立 2003 年 

運営団体 とちぎ協働デザインリーグ 

住所 〒 320-0032 栃木県宇都宮市昭和 2-2-7 

電話番号 028-623-3455  FAX 028-623-3465 

利用時間 9:30～19:00（土曜・日曜は 17 時まで） 

休館日 月曜日、祝日、年末年始 ※臨時休館あり 

施設概要 作業室、打合せ室、ロッカー、パソコンコーナー、展示コーナー、図書資料コーナー、交流広場、 

法人申請相談コーナー、研修室、多目的ルーム 

URL https://tochigi-vnpo.net/  

e-mail popola@tochigi-vnpo.net  

一言メッセージ 一般の方、ボランティア、NPO、企業、行政、様々な主体をつなぐ役目をして、とちぎの元気に貢献し

ています！ 皆さんからの相談をお待ちしています！ 

 

施設名称 宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」 設立 2012 年 

運営団体 (特活)宇都宮まちづくり市民工房 

住所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉５丁目９－７ 

電話番号 028-661-2778 FAX 028-689-2731 

利用時間 9:00～21:30 

休館日 年末年始 （12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）臨時休館 （施設点検等） 

施設概要 まちづくり活動を行う方を対象に，ミーティングルームや研修室，コピー機・印刷機などをご用意して

います。また，市民活動団体向けにロッカー・メールボックスの貸出しや事務スペースとして利用でき

る貸しオフィスのサービスも行っています。 

URL http://www.u-machipia.org/  

e-mail info@u-machipia.org  

一言メッセージ 宇都宮市の地域に根ざしたセンターです。NPO・地域・企業など宇都宮のまちづくりに関わる人、関

わりたい人の“接着剤”になる「まちぴあ」です。 

 

■栃木県 

■茨城県 

■栃木県 
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施設名称 NPO・ボランティアサロンぐんま 設立 1998 年 

運営団体 群馬 NPO 協議会 

住所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 県庁昭和庁舎 1 階 

電話番号 027-243-5118 FAX 027-210-6217 

利用時間 10:00～20:00 

休館日 日曜日、年末年始、施設点検日 

施設概要 交流コーナー、インターネット・PC コーナー、作業スペース 

URL http://nposalon.kazelog.jp    http://www.npo.pref.gunma.jp/index.php  

e-mail gunma-nposalon1@kl.wind.ne.jp  

一言メッセージ NPO 法人会計基準、認定 NPO 法人制度改革、NPO 法改正など NPO をとりまく環境が変化していま

す。スタッフスキルアップ講座等で、変化に対応した支援を目指します。 

 

 

施設名称 さいたま市市民活動サポートセンター 設立 2007 年 

運営団体 (認定特活) さいたま NPO センター 

住所 〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9 階 

電話番号 048-813-6400   FAX 048-887-0161 

利用時間 9:00～21:30 

休館日 年末年始 

施設概要 全フロア 250 席が、市民活動の打ち合わせ、会議に使えるフリースペース 

です。毎日約 1400 人が来訪しています。パソコンから出力できるモノクロやカラー印刷機、横断幕、帳合機、断

裁機など充実した印刷作業室を持っています。市民活動相談も面談で丁寧に行っています。 

URL http://www.saitamacity-support.jp/  

e-mail office@mail.saitamacity-support.jp 

一言メッセージ 全フロア 250 席が、市民活動の打ち合わせ、会議に使えるフリースペースです。モノクロ、カラー印刷機、

横断幕、帳合機、断裁機等、充実した印刷施設がある他、市民活動相談も面談で丁寧に行っています。 

 

施設名称 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 設立 2000 年  

運営団体 （特活）ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

住所 〒261-0011  千葉県千葉市美浜区真砂 5 丁目 21-12  

電話番号 043-303-1688 FAX 043-303-1689 

利用時間 平日 9:00～18:00 

休館日 土日祝日 ※土日はイベント等の実施を行っていることが多い。 

施設概要 

（主な事業） 

相談対応（電話・出張相談）、講座開催、NPO と地域のコーディネート、情報発信支援 

※個人、団体が利用する施設・スペースはなし 

URL http://www.npoclub.com  

e-mail npo-club@par.odn.ne.jp  

一言メッセージ 地域の「困りごとを自分たちで解決したい」「魅力を活かしたい」…ボランティア活動、NPO の立ち上

げなどのご相談や企業の社会貢献活動に関してのご相談、様々なご相談に対応します。 

 

 

■千葉県 

■群馬県 

■埼玉県 
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施設名称 東京ボランティア・市民活動センター 設立 1981 年 

運営団体 (社福)東京都社会福祉協議会  

住所 〒162-0823  

東京都新宿区神楽河岸（かぐらがし）1-1 セントラルプラザ 10 階 

電話番号 03-3235-1171   FAX 03-3235-0050 

利用時間 火曜～土曜 9:00～21:00 日曜 9:00～17:00   

休館日 月曜・祝日、年末年始 

施設概要 会議室、オープンスペース、印刷機や各種器材の貸し出し、メールボックス 

URL http://www.tvac.or.jp/  

e-mail center@tvac.or.jp  

一言メッセージ 一人ひとりの想いがパワーとなる市民社会を目指します。ボランティアを始めたい人、ボランティアグ

ループやＮＰＯ法人を立ち上げたい人、市民活動と繋がりたい人など誰でもお気軽にご利用下さい。 

 

施設名称 かながわ県民活動サポートセンター 設立 1996 年 

住所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 

         かながわ県民センター内 

電話番号 045-312-1121（代） FAX 045-312-4810 

利用時間 9:00～22:00 

休館日 年末年始、施設点検日 

施設概要 打合せスペース、会議室、図書資料コーナー、 

貸出用ロッカー・レターケース、パソコンコーナー、印刷機、裁断機、 

コピー機、アドバイザー相談コーナー、お子さんを遊ばせるスペース 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/div/0051/ 

https://www.facebook.com/npokyodo.kanagawa?ref=profile (かにゃお facebook) 

e-mail 上記ＵＲＬからフォームメール 

一言メッセージ ＮＰＯ・ボランタリー活動をかにゃおとともに応援するにゃ！ 

  

施設名称 市民国際プラザ 設立         1999 年 

運営団体 （一財）自治体国際化協会（CLAIR）/ 

（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

住所 〒102-0083  東京都千代田区麹町 1-7 相互半蔵門ビル 1F 

電話番号 03-5213-1734 FAX 03-5213-1740 

利用時間 平日 9:30～17:30 

休館日 土日祝日 年末年始、8 月 12 日～16 日 

施設概要 会議スペース・展示スペースの貸出、パソコンコーナー、連携相談コーナー、 

国際協力・多文化共生に関するライブラリーコーナー 

URL http://www.plaza-clair.jp/index.php  

e-mail international_cooperation@plaza-clair.jp  

一言メッセージ 自治体や国際交流協会と NGO/NPO が行う連携事業に関する相談を受付けています。 

国際協力・多文化共生に関するイベント情報なども提供していますので、ぜひご利用ください。 

■東京都 

■東京都 

いいにゃクリエイター 

かにゃお 

■神奈川県 
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施設名称 新潟県 NPO・地域づくり支援センター 設立 2006 年 4 月 

運営団体 （特活）新潟 NPO 協会、（特活）まちづくり学校 

住所 〒950-0994 新潟市中央区上所 2-2-2 新潟県ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 1F 

電話番号 025-283-8686   FAX 025-281-0014 

利用時間 9:00～18:00  ※18:00～20:00 は予約制 

休館日 年末年始、日・祝日 ※土曜は予約制 

施設概要 相談業務、情報サービス、講師派遣、イベント・インターンシップコーデイネート 

URL http://www.nponiigata.jp/  

e-mail info@nponiigata.jp  

一言メッセージ NPO 支援と地域づくり支援は多くの面で接点があり、一括して支援できる場が求められています。新

潟県 NPO・地域づくり支援センターは、新潟県全域を対象に NPO 支援を行ってきた新潟 NPO 協会

と、同じく県全域にネットワークを持ち地域づくり支援を行ってきた まちづくり学校が連合体となり運

営することによって多様化する市民活動を支援しています。 

 

施設名称 ながおか市民協働センター 設立 2012 年 

運営団体 （特活）市民協働ネットワーク長岡 

住所 〒940-8501 長岡市大手通 1-4-10 アオーレ長岡西棟 3 階 

電話番号 0258-39-2020 FAX 0258-39-2900 

利用時間 8:00～22:00   コーディネータ相談窓口 9:00～6:00 （平日） 

休館日 12 月 29 日～1 月 3 日 

施設概要 打合せ・作業スペース、印刷機、インターネット閲覧パソコンのほか会議室がご利用いただけます。

（非営利団体のみ） 

URL http://nkyod.org/     検索 コライト 

e-mail kyodo-c@ao-re.jp  

一言メッセージ 市民活動の支援ほか、さまざまな団体とつながることができる施設です。助成金情報、ボランティア

情報、参考図書などをそろえてお待ちしております。ホームページもぜひご覧ください。 

 

施設名称 山梨県ボランティア・ＮＰＯセンター 設立 1977 年 1 月 

運営団体 （特活）山梨県ボランティア協会 

住所 〒 400-0031 甲府市丸の内 2-35-1 

電話番号 055-224-2941   FAX 055-232-4087 

利用時間 火曜日～金曜日 9：00～21：00、土曜日・日曜日 9：00～17：00 

休館日 毎週月曜日、祝日・月曜日が祝日の場合は翌日振休、年末年始 

施設概要 地上 4 階・地下１階（屋上部分除く） 

学習室、会議室、視聴覚室、NPO ひろば、屋上庭園、ホール、印刷機、ロッカー 

URL http://www.yva.jp/  

e-mail vol01@yva.jp  

一言メッセージ ボランティア・ＮＰＯ活動のご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

  

■山梨県 

■新潟県 

■新潟県 
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施設名称 静岡市清水市民活動センター 設立 2006 年 

運営団体 （特活）サポート・しみず 

住所 〒424-0943 静岡市清水区港町 2-1-1 

電話番号 054-340-1010 FAX 054-351-5530 

利用時間 9:00～21:30 （日・祝日は 18:00 まで） 

休館日 年末年始、毎月第 1・3 水曜日 

施設概要 オープンスペース、会議室、情報コーナー、貸ロッカー、貸事務ブース、 

URL http://shimizu-s-center.org/  

e-mail mail@shimizu-s-center.org  

一言メッセージ ＮＰＯに関する相談、お問い合わせ、情報の収集や提供を行っています。会議室や利用者が自由に

使えるオープンスペースもあります。これから市民活動を始めたい、とお考えの方も大歓迎です。ぜ

ひご来館下さい。 

 

 

施設名称 ふじのくにＮＰＯ活動センター 設立 2010 年 4 月 

運営団体 (特活) 東海道・吉原宿 

住所 〒422-8067  

静岡県静岡市駿河区南町 14 番 1 号 水の森ビル 2 階 

電話番号 054-260-7601  FAX 054-260-7603 

利用時間 10:00～20:00（月曜～金曜） 10:00～17:00（土曜・祝日） 

休館日 年末年始、毎週日曜日 

施設概要 ＮＰＯ相談コーナー、情報提供コーナー、ＮＰＯ法人開示書類閲覧コーナー等 

URL http://www.fnc-shizuoka.net/  

e-mail otoiawase@fnc-shizuoka.net  

一言メッセージ ＮＰＯの方だけではなく、社会貢献活動をこれからはじめたい市民や企業の方にもご利用いただけま

す。ご相談は事前にお電話で日程を確認いただきご来館ください！ 

 

■静岡県 

■静岡県 
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索引【五十音順】 
 

あ行 
・アイサーチ・ジャパン ····························· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 29 

・A SEED JAPAN ケータイゴリラチーム ············ 【ごみ・リサイクル】 ················ 33 

・アースウォッチ・ジャパン ························ 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 17 

・荒川クリーンエイド・フォーラム ················· 【クリーンアップ活動】 ·············· 34 

・エコ・リーグ ······································· 【環境課題全般・アドボカシー】 ···· 38 

・ETIC．エティック ··································· 【震災復興支援】 ····················· 39 

・NPO birth ············································ 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 20 

・NPO コミュニケーション支援(a-con) ·············· 【プロボノ】 ·························· 40 

・エバーラスティング・ネイチャー ················· 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 17 

 

か行 
・開発教育協会／DEAR ······························· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 30 

・風土―Kazetsuti― ··································· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 30 

・かみえちご山里ファン倶楽部 ······················ 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 26 

・ガリレオスクール ·································· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 31 

・環境エネルギー政策研究所 ························ 【再生可能エネルギー】 ·············· 36 

・共存の森ネットワーク ····························· 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 27 

・グラウンドワーク三島 ····························· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 20 

・国際環境 NGO FoE Japan ··························· 【環境課題全般・アドボカシー】 ···· 38 

・国際自然大学校 ····································· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 31 

・国土緑化推進機構 ·································· 【震災復興支援】 ····················· 39 

 

さ行 
・サービスグラント ·································· 【プロボノ】 ·························· 40 

・埼玉県自然学習センター 北本自然観察公園 ···· 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 18 

・J-cheer ·············································· 【クリーンアップ活動】 ·············· 34 

・しずおか環境教育研究会(エコエデュ) ············· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 32 

・自然環境復元協会 ·································· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 21 

・渋谷 Flower プロジェクト(シブハナ) ·············· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 21 

・JUON(樹恩)NETWORK ······························· 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 27 

・樹木・環境ネットワーク協会 ······················ 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 22 

 

た行 
・棚田ネットワーク ·································· 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 28 

・ダンザニア・ポレポレクラブ ······················ 【国際環境協力】 ····················· 36 

・地球と未来の環境基金 ····························· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 22 

・地球緑化センター ·································· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 23 

・千葉自然学校 ······································· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 32 

・チャウス自然体験学校 ····························· 【環境教育・普及啓発】 ·············· 33 

・つくば環境フォーラム ····························· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 23 

・東京港グリーンボランティア ······················ 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 19 

・トチギ環境未来基地 ································ 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 24 

・トトロのふるさと基金 ····························· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 24 
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な行 
・NICE 日本国際ワークキャンプセンター ··········· 【国際環境協力】 ····················· 37 

・日本エコツーリズムセンター ······················ 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 28 

・日本自然保護協会(NACS-J) ························ 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 18 

・日本生態系協会 ····································· 【生物多様性(調査・研究)】 ·········· 19 

 

は行 
・富士山クラブ ······································· 【クリーンアップ活動】 ·············· 35 

・ブリッジ エーシア ジャパン ······················ 【国際環境協力】 ····················· 37 

・BLUE BIRD ··········································· 【クリーンアップ活動】 ·············· 35 

・ホールアース研究所 ································ 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 25 

 

ま行 
・村おこし NPO 法人 ECOFF ························· 【生物多様性(農山漁村)】 ············ 29 

 

や行 
・ユギ里山保全チーム ································ 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 25 

・よこはま里山研究所 NORA ························· 【生物多様性(緑化・森林)】 ·········· 26 
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