
No 都道府県 団体名 活動フィールド タイプ URL
1 北海道淡水魚保護ネットワーク 北海道の淡水域（河川・湖沼）全域 河川 http://hffnet.hp.infoseek.co.jp/
2 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 篠路福移湿原 湿原 http://www.7b.biglobe.ne.jp/~karakane/
3 天塩川を清流にする会 天塩川河口　鏡沼海浜公園 河川
4 キナシベツ湿原を愛する会 キナシベツ自然保護地区 草原
5 江別ホタルの会 江別ホタルの里 河川
6 岩手県 岩手植物の会 不明
7 白神山地を守る会 白神山地 奥山 http://preservation.shirakami.gr.jp/index.html
8 おおせっからんど 仏沼 湿原 http://www.oosekka.com
9 十五日会 今別川及び東・西大川平山 河川

10 宮城県 涌谷町自然観察会 相野沼 湖沼
11 甑山探究会 塩根川学校の森 湿原
12 山形昆虫同好会 山形県内 不明
13 秋田県 雄物川町自然研究会 雄物川町「いこいの森」 里やま
14 猪苗代湖の自然を守る会 猪苗代湖 湖沼 httｐ://inawashiroko.cocolog-nifty.com/home/
15 福島県自然保護協会 信夫山公園 都市緑地
16 日本自然保護協会・さわやか福祉財団 矢沢・金沢・宝坂地区・館山・久慈川 奥山
17 新潟県 柏崎・夢の森公園 柏崎・夢の森公園 里やま http://www.yumenomori-park.jp
18 利根沼田自然を愛する会 玉原高原 その他
19 新里昆虫研究会 昆虫王国新里自然体験村 里やま http://www.npo_nic.com
20 赤城姫を愛する集まり 群馬県ヒメギフチョウ生息地 里やま http://sky.geocities.jp/amb_akagi/akagihime/
21 渡良瀬川にサケを放す会 河川
22 月夜野ホタルを守る会 月夜野ホタルの里 河川
23 新田環境みらいの会 通木湧水地、矢太神湧水地（ほたるの里公園） その他 http://www7a.biglobe.ne.jp/~NITTA-MIRAI/
25 尾瀬自然保護ネットワーク 尾瀬国立公園 湿原 http://www.geocities.jp/oze-net/html/mokuzil.html
26 ハローウッズ ハローウッズ 里やま http://www.mobilityland.co.jp/hellowoods/
27 おおひら自然に親しむ会 不明
28 わたらせ未来基金 渡良瀬遊水池 湿原 http://www.watarase-kyougikai.org/mirai-kikin/
29 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会 渡良瀬遊水池 湿原 http://www.watarase-kyougikai.org/
30 茨城県 千年の森の会 里やま http://www18.ocn.ne.jp~koma1000/
31 宮代水と緑のネットワーク 山崎山トラスト地と新しい村 里やま http://www.mizutomidori.net/
32 天覧山・多峯主山の自然を守る会 天覧山・多峯主山周辺景観緑地 里やま http://www.tenranzan.com/

33 自然観察さいたまフレンド 見沼たんぼ 里やま

34 和光・緑と湧き水の会 大坂ふれあいの森と白子湧水群 都市緑地 http://wako-wakimizu.org/
35 羽生市ムジナモ保存会 羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生地 湖沼
36 谷当グリーンクラブ 千葉市谷当の里 里やま http://www2.u-netsurf.ne.jp/~Chibayae/
37 さかいね・下田の森自然公園友の会 下田の社 里やま
38 八千代自然と環境を考える会 保品野草保存園とその周辺 里やま
39 くもきり草の会 観察と整備の森 都市緑地
40 市原トンボ池の会 市原トンボ池の会 里やま http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/1366/
41 行徳野鳥観察舎友の会 行徳鳥獣保護区 干潟 http://homepage2.nifty.com/suzugamo/top.html
42 桑田里山の会 桑田里山 里やま http://www.milmil.cc/user/kuwasato
43 海老川調節池を市民と活用する会 海老川調節池 湖沼
44 ちば千年の森をつくる会 豊英島 里やま http://www7a.biglobe.ne.jp/~toyofusajima/index.html
45 名戸ヶ谷ビオトープを育てる会 名戸ヶ谷ビオトープ 湿原 http://nadogaya-biotope.org/
46 自然科学部 匝瑳市宮本地区 里やま
47 畔田谷津の生命を見守る会 佐倉市畔田下志津谷津周辺 里やま
48 西原自然公園を育成する会 西原自然公園 都市緑地
49 国分寺市にふるさとをつくる会 通称エックス山と付近の森自然生態系保全活動 都市緑地
50 矢川自然ふれあいボランティア 矢川緑地保全地域 都市緑地
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51 どんぐりの会 小平中央公園横の雑木林 都市緑地 http://plaza.rakuten.co.jp/338kangaerukai/
52 勝沼城跡みどりの会 勝沼城跡歴史環境保全地域 里やま
53 神田川ネットワーク 神田川水系（神田川・善福寺川・妙正寺川・日本橋川） 河川
54 樹木・環境ネットワーク協会 TAMAZOフィールド 里やま http://www.shu.or.jp
55 練馬・野草四季の会 田中山憩いの森 都市緑地
56 しのばず自然観察会 上野公園・谷中霊園 都市緑地 http://www18.ocn.ne.jp/~sinobazu
57 いたばし水と緑の会 東京都立赤塚公園城址地区 都市緑地 http://homepage3.nifty.com/mizutomidorinokai/
58 川原で遊ぼう会 平井川 河川
59 いたばし野鳥クラブ 荒川 都市緑地
60 畦っこ元気くらぶ 東京都八王子市川口町 里やま
61 新宿御苑森の会 新宿御苑母と子の森 都市緑地 http://home.m07.itscom.net/sgmori
62 玉川上水・すぎなみの会 玉川上水の久我山地域（牟礼橋から浅間橋） 河川
63 恩田の谷戸ファンクラブ 恩田の谷戸 里やま http://www.onda.sakuraweb.com/
64 海老名の森 海老名の森 里やま
65 日本めだかトラスト協会 河川
66 舞岡公園田園・小谷戸の里管理運営委員会 舞岡公園 里やま
67 伊勢原の自然と環境を守る会 いせはら塔の山緑地公園 里やま http://www.geocities.jp/iseharakankyou
68 野庭馬洗川自然愛護会 馬洗川 河川
69 奈良川減流域を守る会 奈良川源流域（土橋谷戸周辺の里地里山） 里やま http://nara.yato.jp
70 あいかわ自然ネットワーク 尾山耕地周辺 その他 http://aikawasizen.net/
71 かわさき自然調査団 生田緑地 里やま http://konrac.org/
72 西相模生物研究会 酒匂川最下流域 河川
73 厚木市荻野自然観察会 荻野川 河川
74 乙女高原ファンクラブ 乙女高原 草原 http://www.kcnet.ne.jp/~otomefc/
75 まちづくり時習塾 常永川・釜無川合流地 河川
76 自然観察の会ひこばえ 松本市アルプス公園 里やま

森倶楽部21 長峰山絆の森 里やま http://mori21.sakura.ne.jp/
77 富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会伊東支部 富士箱根伊豆国立公園城ヶ崎海岸 その他
78 椎ノ木谷保全の会 富塚椎ノ木谷特別緑地保全地区 里やま http://shiinokiya.blogzine.ne.jp/blog/
79 柿田川みどりのトラスト 柿田川流域 里やま http://www.izu.co.jp/~kakida
80 静岡淡水魚研究会 静岡県中部地域河川河口域 河川
81 伊豆野鳥愛好会 細野高原・三筋山遊歩道 草原
82 平和公園鳥類調査グループ 名古屋市平和公園 里やま http://www.gctv.ne.jp/~kino-san
83 「トヨタの森」事務局 里やま http://www.toyota.co.jp/toyotanomori/
84 日本野鳥の会愛知県支部 不明 http://www.wbsj-aichi.org
85 里山の会 愛知県木曽川流域 河川 http://www.geocities.jp/rtdsk903/
86 滝ノ水緑地公園愛護会 滝ノ水緑地公園愛護会 里やま
87 海上の森の会 海上の森 里やま http://kaishonomori.com/
88 守山リス研究会 東谷山（森林公園ゴルフ場（尾張旭市）・森林公園（尾張旭市）） 里やま http://www.asahi-net.or.jp/~fb4m-iszk/risuken
89 定光寺ほたるの里の会 定光寺ほたるの里 里やま http://park1.aeonnet.ne.jp/~hotaru
90 豊明二村山自然観察会 豊明二村山自然観察会 里やま
91 明神川を美しくする会 松原塩生湿地 干潟 http://www.geocities.co.jp/myoujin_gawa/
92 木曽川を愛する会 岐阜県羽島郡笠松町内の木曽川河原（右岸） 河川
93 恵那シデコブシ保存会 恵那シデコブシ保存会 湿原
94 岐阜県博物館 岐阜県百年公園 里やま http://www.museum.pref.gifu.jp/index.php
95 飛騨高山ふるさとを歩こう会 原山の里山 里やま
96 ぎふし森守クラプ ながら川ふれあいの森、関市中部学院大学林 里やま http://www.geocities.jp/gifusimorimori/
97 金生山自然文化苑保存会 金生山自然文化苑保存会 里やま http://www.mirrai.ne.jp/~kinsyou3/
98 大垣市南市橋杭瀬川のホタルを守る会 大垣市南市橋町杭瀬川 河川
99 中津川シデコブシの会 里やま
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100 石川県 のと海洋ふれあいセンター 磯の観察路 海岸 http://notomarine.jp/
101 鴨と蛍の里づくりグループ 三島池 里やま
102 びわこ棚田保全の会 日本棚田百選指定（畑地区） 里やま
103 森林の風 向井Ｆ１・まなびの森など１０ヶ所ほど 奥山 httｐ://www.morinokaze.into/
104 雲出川フロンテー 雲出川右岸　舞出地域モニタリング 河川
105 阿漕浦友の会 阿漕浦海岸 海岸
106 日本野鳥の会　三重 木曾岬干拓地 湿原 http://www.geocities.jp/sirochidori_mie/
107 五十鈴川をきれいにする会 五十鈴川 河川 http://isuzugawa.ongaeshi.biz/
108 よつかいち緑の会 国指定天然記念物御池沼沢植物群落 湿原
109 大仏山自然クラブ 大仏山周辺 里やま
110 海蔵川探検隊・うみくら 海蔵川探検隊・うみくら 河川 http://www.geocities.jp/umikura17/index.htm
111 伊賀・水と緑の会 木津川 河川 http://blog.goo.ne.jp/mtomiga
112 福井県 福井県自然観察指導員の会 三里浜 海岸 http://www.geocities.jp/nacsj291/
113 日本野鳥の会　京都支部 宇治川・巨椋干拓田 河川
114 やましろ里山の会 木津川堤防 草原 http://www.yamashiro.ne.jp.net
116 森区山地保全会 不明
117 野崎・飯盛の山と緑を保全する会 里やま
118 パナソニックグリーンボランティア倶楽部 ＰＧＶビオトープ・自然共生ゾーン「ささやまの小さな自然」 都市緑地 http://www.pgu.or.jp/ippa/pgv/index.html
119 大坂自然史センター 大阪市立自然史博物館バックヤードビオトープ 都市緑地 http://www.omnh.net/npo/
120 吹田みどりの会 千里第4緑地 都市緑地
121 吹田ヒメボタルの会 千里第4緑地 都市緑地
122 池田・人と自然の会 池田市東山町の棚田と余野川周辺 里やま http://hitoshizen.jp/
123 奈良県 山野草の里づくりの会 山野草の里 里やま http://www.sanyasou.org/
124 とちわらこども自然体験キャンプ場 栃原集落 里やま http://www.kh.rim.or.jp/~asak/
125 ブナを植える会 東お多福山ススキ草原保全再生事業、六甲山のブナ、鉢伏高原 草原 http://www.bunawouerukai.jp
126 日本野鳥の会岡山県支部 錦海塩田跡地 草原 http://www1.harenet.ne.jp/~wbsjokym/menu.html
127 作州野鳥の会 岡山県作州地方 不明
128 みはら自然史研究会 小佐木島の海岸 海岸
129 森と水と土を考える会 細見谷 奥山
130 鳥取県 中海水鳥国際交流基金財団 米子水鳥公園 湖沼 http://www.yonagomizudorikouen.or.jp
131 ホシザキグリーン財団 宍道湖グリーンパークと湖岸堤 その他 http://www.green-f.or.jp
132 シャクナゲパーク花ノ谷保存会 シャクナゲパーク花ノ谷 里やま
133 山口県 アースネットワーク 祝島 里やま http://earthnetwork.info
134 満濃雑木林クラブ 向う荒れ 里やま
135 かがわタナゴ倶楽部 ニッポンバラタナゴ保護地（仮称） 湖沼
136 徳島県 とくしま自然観察の会 吉野川河口 河川 http://www.shiomaneki.net/
137 ささぐり自然観察の会 里やま
138 和白干潟を守る会 博多湾・和白干潟 干潟 http://www14.ocn.ne.jp/~hamasigi/
139 城山の植物を調べる会 佐伯市城山を中心にしない一円 里やま
140 東植田探検隊 大分市西寒多神社周辺の自然 里やま http://www.oct-net.ne.jp/~t-crew/moriaso/nikki.html
141 グリーンインストラクターおおいた 陣屋の村 里やま
142 宮崎県 県北植物愛好会 河川
143 宜野湾の美ら海を考える会 宜野湾の自然サンゴ礁園 サンゴ礁
144 奥間川流域保護基金 奥間川とその流域の山林 その他 http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/npookuma/
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