
ナショナル・トラスト活動助成 助成実績 
（2021年 4 月現在） 

 
 
■第１期（2005 年度） 

 
◆助成先 

 

NPO 法人 阿蘇花野協会 

（熊本県熊本市） 

◆助成による取得地 

ハナシノブやツクシマツモト等、20 種 

にも及ぶ絶滅危惧種が自生している阿 

蘇の草原 10ha（熊本県高森町） 

◆助成額 

土地取得費：516 万円 

維持管理費など：234 万円 

 
 
■第２期（2006 年度） 

 
◆助成先 

 

NPO 法人 カラカネイトトンボを守る会 

（北海道札幌市） 

◆助成による取得地 

埋め立て等によって失われつつあり、 

カラカネイトトンボなど希少な生き 

もののすみかとなっている篠路福移 

湿原 0.4 ha（北海道札幌市） 

◆助成額 

土地取得費：730 万円 

維持管理費など：70 万円 

 
 
 
◆助成先 

 

NPO 法人 トラストサルン釧路 

（北海道釧路市） 

◆助成による取得地 

道路建設工事が迫る、日本では釧路湿 

原でしか生息が確認されていないキ 

タサンショウウオのすみかとなって 

いる湿原 15.5ha（北海道釧路市） 

◆助成額 

土地取得費：800 万円 



■第３期（2007 年度） 
 
◆助成先 

 

（社）生態系トラスト協会 

（高知県高知市） 

◆助成による取得地 

日本にはわずか 100～150 羽しか生息 

していないと言われる幻の鳥・ヤイロ 

チョウのすみかとして貴重な照葉樹 

の森 9.6ha（高知県四万十町） 

◆助成額 

土地取得費：581 万円 

維持管理費など：70 万円 

 
 
◆助成先 

 

（財）阿蘇グリーンストック 

（熊本県阿蘇市） 

◆取得面積 

植林により消失が進む、マツモトセン 

ノウなどの希少植物が多く生育する 

阿蘇の草原 2.4ha（熊本県阿蘇市） 

◆助成額 

土地取得費：490 万円 

維持管理費など：60 万円 

 

 
 
 
■第４期（2008 年度） 

 

◆助成先 

 

NPO 法人 霧多布湿原トラスト 

（北海道浜中町） 

◆助成による取得地 

タンチョウもすむラムサール条約登録 

湿地に隣接する広大 な森と湿地  

95.8ha（北海道浜中町・厚岸町） 

◆助成額 

土地取得費：480 万円  

維持管理費など：145 万円 



 

◆助成先 
 

 

NPO 法人 ｴﾝﾊﾝｽﾈｲﾁｬｰ荒川・江川 

（埼玉県上尾市） 

◆助成による取得地 

道路建設や河川改修などの開発が迫 

るサクラソウなど希少な植物が生育 

する湿地 0.1ha（埼玉県桶川市） 

◆助成額 

土地取得費：716 万円 

維持管理費など：67 万円 

 
 
■第５期（2009 年度） 

 

◆助成先 

 

NPO 法人 ツシマヤマネコを守る会 

（長崎県対馬市） 

◆助成による取得地 

対馬にしか生息せず、絶滅の危機に瀕 

しているツシマヤマネコの重要な生息 

地となっている山林 5.2ha（長崎県対 

馬市） 

◆助成額 

土地取得費：300 万円 

 
 
■第 11 期（2015 年度） 

 

◆助成先 

 

仮認定 NPO 法人 阿蘇花野協会 

（熊本県熊本市） 

◆助成による取得地 

特定国内希少野生動植物種のハナシノ 

ブをはじめ、30 種に及ぶ絶滅危惧植物 

のホットスポットとなっている土地 

10.8ha（熊本県高森町） 

◆助成額 

土地取得費：700 万円 



■第 12 期（2016 年度） 
 
◆助成先 

 

（公社）生態系トラスト協会 

（高知県高知市） 

◆助成による取得地 

毎年 5 月頃に南方から九州や四国に飛 

来する渡り鳥、ヤイロチョウの生息す 

る森として再生を目指す人工林 6.1ha 

（高知県高岡郡四万十町） 

◆助成額 

土地取得費：300 万円 

維持管理など：77 万円 

 
 
◆助成先 

 

NPO 法人 天覧山・多峯主山の自然

を 守る会（埼玉県飯能市） 

◆助成による取得地 

同会が里山活動に取り組んでいるト 

ラスト保全 1 号地に隣接する、天覧山 

東側にある緑地 0.07ha（埼玉県飯能市） 

◆助成額 

土地取得費：80 万円 

 
 
 
■第 13 期（2017 年度） 

 
◆助成先  

NPO 法人 いいろこ十二潟を守る会 

（新潟県新潟市） 

◆助成による取得地 

アサザやガガブタの群生をはじめとす

る潟固有の貴重な動植物がすむ、阿賀

野川沿いの三日月湖「十二潟」の一部

1.6ha（新潟県新潟市北区） 

◆助成額 

土地取得費：332.5 万円 

 
 
  



 
◆助成先  
NPO法人 愛宕山てっぺんの森を守る会 

（長野県北佐久郡軽井沢町） 

◆助成による取得地 

軽井沢の別荘地近くにあり、多種多様

な動植物が生息する愛宕山の山頂付近

の森 0.6ha（長野県北佐久郡軽井沢

町）   

◆助成額 

土地取得費：235万円 

維持管理など：15万円 

 
 
■第 14 期（2018年度） 

 
◆助成先  

NPO 法人 ツシマヤマネコを守る会 

（長崎県対馬市） 

◆助成による取得地 

対馬にしか生息せず、絶滅の危機に瀕 

しているツシマヤマネコの重要な生息 

地となっている山林 2.7ha の一部（長

崎県対馬市） 

◆助成額 

土地取得費：200万円 

 
 
◆助成先  
NPO法人 グラウンドワーク三島 

（静岡県三島市） 

◆助成による取得地 

三島市と沼津市の境界にある松毛川沿

いで、都市部の貴重な水辺森林空間と

して残されている河畔林 0.16ha（静岡

県三島市）   

◆助成額 

土地取得費：239万円 

 
 
 
 
 
 



■第 15 期（2019 年度） 
 

 A．土地所有状況調査助成  

◆助成先 

認定 NPO 法人 宍塚の自然と歴史の会（茨城県土浦市） 

 
◆助成内容 

環境省「生物多様性保全上重要な里地里山」、環境省モニタリング 1000里地コアサイトにも選定

されている宍塚の里山（約 100ha）において、トラスト活動を進めるための土地所有状況を調べる 

費用（茨城県土浦市）   

◆助成額 

トラスト候補地の土地所有状況調査費：30万円 

 

 B．活動実践助成  

◆助成先  
認定 NPO 法人 愛宕山てっぺんの森を守

る会（長野県北佐久郡軽井沢町） 

◆助成による取得地 

愛宕山の山頂付近のトラスト地（2017

年度に取得、0.6ha）に隣接した、多

種多様な動植物が生息する森 1.9ha

（長野県北佐久郡軽井沢町）   

◆助成額 

土地取得費：350万円 

 
 
 
◆助成先  
NPO法人 はとやま環境フォーラム 

（埼玉県比企郡鳩山町） 

◆助成による取得地 

戦後、産廃施設、ゴルフ場、ごみ処理

場、メガソーラー施設用地など開発の

波に次々とさらされながらも奇跡的に

残っている里山（通称、熊井の森 

約 100ha）の一部 0.9ha（埼玉県比企

郡鳩山町） 

  ◆助成額 

土地取得費（借地料）、トラスト団

体の立ち上げにかかる費用、トラス

ト地の維持管理費：100万円 

 
 

 



■第 16 期（2020 年度） 
 

 B．活動実践助成  

◆助成先  
NPO法人 はとやま環境フォーラム 

（埼玉県比企郡鳩山町） 

◆助成による取得地 

戦後、産廃施設、ゴルフ場、ごみ処理

場、メガソーラー施設用地など開発の

波に次々とさらされながらも奇跡的に

残っている里山（通称、熊井の森 

約 100ha）の一部 0.9ha（埼玉県比企

郡鳩山町） 

  ◆助成額 

土地取得費：350万円 

 

※第 6 期、第 7 期、第 8 期、第 9 期、第 10 期の新規助成先はありません。 

 

 


