
公募・委託・助成事業一覧
平成30年度／2018年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

オゴノリング大作戦事業 2018年度　環境NPO自立強化助成 （一財）セブン-イレブン記念財団

平成30年度社会学的評価手法の全国での活用に向けた試行・検

討業務

平成30年度社会学的評価手法の全国での活用に向けた試行・検討業

務
環境省

平成29年度／2017年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

平成28年度鳥取・島根広域連携協働事業補助金（鳥取県） 鳥取県

平成28年度鳥取・島根広域連携協働事業補助金（島根県：しまね社会貢献基金

活動支援金）
島根県

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（平成29

年度）

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（平成29年

度）
中国電力株式会社

中海覆砂地区および浚渫窪地における二枚貝生息環境モニタリ

ング調査業務（平成29年度）

中海覆砂地区および浚渫窪地における二枚貝生息環境モニタリング調

査業務（平成29年度）
中国電力株式会社

平成29年度自然再生協議会を対象とした社会学的評価試行業務 平成29年度自然再生協議会を対象とした社会学的評価試行業務 環境省

平成28年度／2016年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

平成28年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム構築事業支援補助金

平成29年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム構築事業支援補助金
鳥取県

平成28年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム自立支援事業費補助金

平成29年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム自立支援事業費補助金
島根県

平成28年度鳥取・島根広域連携協働事業補助金（鳥取県） 鳥取県

平成28年度鳥取・島根広域連携協働事業補助金（しまね社会貢献基金活動支援

金）
島根県

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る

石炭灰製品覆砂工事後の環境調査業務（平成28年度）

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る

石炭灰製品覆砂工事後の環境調査業務（平成29年度）
中国電力株式会社

鳥取県

島根県

中海覆砂地区および浚渫窪地における

二枚貝生息環境モニタリング調査業務（平成28年度)

中海覆砂地区および浚渫窪地における

二枚貝生息環境モニタリング調査業務（平成29年度)
中国電力株式会社

平成28年度宍道湖体感！パークレンジャー事業実施業務 平成29年度宍道湖体感！パークレンジャー事業実施業務
中国四国地方環境事務所

米子自然環境事務所松江自然保護官事務所

長期目標のミッション・ビジョンの確立

（中期目標実現のための体制強化）
2015年「Panasonic NPOサポートファンド」【環境分野】 Panasonic

平成28年度自然再生事業における社会学的評価手法検討業務 平成28年度自然再生事業における社会学的評価手法検討業務 環境省

平成27年度／2015年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

斐伊川水系の水生生物・水産を中心としたデータバンクの作成

事業
斐伊川水系の水生生物・水産を中心としたデータバンクの作成事業 公益財団法人ホシザキグリーン財団

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る石炭灰製品覆砂工事後

の環境調査業務（H27）

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る石炭灰製品覆砂工事後の環境

調査業務（H27）
中国電力株式会社

中海覆砂地区および浚渫窪地における二枚貝生息環境改善モニ

タリング調査業務

中海覆砂地区および浚渫窪地における二枚貝生息環境改善モニタリン

グ調査業務
中国電力株式会社

平成27年度宍道湖体感！パークレンジャー事業実施業務 平成27年度宍道湖体感！パークレンジャー事業実施業務
中国四国地方環境事務所

米子自然環境事務所松江自然保護官事務所

平成27年度自然再生事業における組織の成果や発展過程の社会

学的評価検証基礎調査業務

平成27年度自然再生事業における組織の成果や発展過程の社会学的

評価検証基礎調査業務
環境省自然環境局

組織診断からの中期目標策定と体制強化 2014年「Panasonic NPOサポートファンド」【環境分野】 Panasonic

平成27年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム構築事業

平成27年度中海の海藻刈りによる栄養塩循環

システム構築事業支援補助金
鳥取県・島根県

天神川の水草を刈る ごみ減量貯金箱に係る環境活動事業補助金 松江市

平成２８年度「鳥取・島根広域連携協働事業」海藻資源の利用

による自然循環型地域社会の構築　実践

（藻が～る　ー鬼太郎もびっくり！ご縁を結ぶ中海のお・ご・

の・りー）

藻が～る　ー鬼太郎もびっくり！ご縁を結ぶ中海のお・ご・

の・りー

平成28年度くぼ地の水質影響調査業務 平成29年度くぼ地の水質影響調査業務



八束学園総合的な学習体験

「守ろう！大好きな中海」オゴノリとり体験
しまね社会貢献基金活動支援金 島根県

平成26年度／2014年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

生物多様性保全実証支援事業 平成26年度地域生物多様性保全実証事業「生物多様性」 環境省

流域の生態系調査

－斐伊川水系全体を捉える研究－

流域の生態系調査

－斐伊川水系全体を捉える研究－
公益財団法人ホシザキグリーン財団

十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業（ホシ

ザキ）
十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業（ホシザキ） 公益財団法人ホシザキグリーン財団

中海の海藻刈りによる

栄養塩循環システムモデル構築事業

中海の海藻刈りによる

栄養塩循環システムモデル構築事業
鳥取県・島根県連携

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（第三

次）
中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（第三次） 中国電力株式会社

中海浚渫窪地での石炭灰造粒物によるサルボウガイ生息環境改

善モニタリング調査業務

中海浚渫窪地での石炭灰造粒物によるサルボウガイ生息環境改善モニ

タリング調査業務
中国電力株式会社

平成26年度宍道湖鳥獣保護区　体感！パークレンジャー事業実

施業務

平成26年度宍道湖鳥獣保護区　体感！パークレンジャー事業実施業

務

中国四国地方環境事務所米子自然環境事務所松江

自然保護官事務所

えきてもどぉ～大橋川 しまね社会貢献基金活動支援金 島根県

平成25年度／2013年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

平成25年度地域生物多様性保全実証事業（中海自然再生）委託

業務
平成25年度地域生物多様性保全活動支援事業「生物多様性」 環境省

流域の生態系調査

－斐伊川水系全体を捉える研究－

流域の生態系調査

－斐伊川水系全体を捉える研究－
公益財団法人ホシザキグリーン財団

十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業 十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業

出雲環境技術センター

十四間協議会

有限会社大一工業出雲環境技術センター

中海の海藻刈りによる

栄養塩循環システムモデル構築事業

平成25年度中海の海藻刈りによる

栄養塩循環システムモデル構築事業
鳥取県・島根県連携

藻刈り等住民参加型イベント業務 平成25年度藻刈り等住民参加型イベント業務 島根県

えきてもどぉ～　大橋川 しまね社会貢献基金活動支援 島根県

平成24年度／2012年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

平成24年度地域生物多様性保全実証事業（中海自然再生）委託

業務
平成24年度地域生物多様性保全活動支援事業「生物多様性」 環境省

中海の海藻刈りによる栄養塩循環システムモデル構築事業 平成24年中海の海藻刈りによる栄養塩循環システムモデル構築事業 鳥取県・島根県連携

Hiビーズによる中海浚渫窪地の貧酸素解消に係る調査業務 Hiビーズによる中海浚渫窪地の貧酸素解消に係る調査業務 株式会社エネルギア・エコ・マテリア

十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業 十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業 公益財団法人ホシザキグリーン財団

十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業 十四間川での環境再生及び水生動物の資源保全研究事業 大福工業株式会社

天神川の藻・水草刈りと資源循環システム構築の試行調査 天神川の藻・水草刈りと資源循環システム構築の試行調査 公益財団法人ホシザキグリーン財団

中海浚渫窪地環境修復実証事業に係る環境調査業務（第一次） 株式会社エネルギア・エコ・マテリア

「中海の魅力ある文化」再発見・体験・創造 鳥取・島根広域連携協働事業 鳥取・島根

伝統石材来待石を活用した地域づくり 平成24年度中国地方地域づくり等助成金 社団法人中国建設弘済会

平成24年度藻刈り等住民参加型イベント業務 島根県環境政策課

平成23年度／2011年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

平成23年度生物多様性保全計画策定事業（中海自然再生）委託

業務
平成２３年度地域生物多様性保全活動支援事業 環境省自然環境局

中海のオゴノリ利活用にむけた普及啓発活動 平成23年度中国地方地域づくり等助成制度 社団法人　中国建設弘済会

国指定中海鳥獣保護区カワウ胃内容物等調査 平成23年度グリーンワーカー事業 環境省中国四国地方環境事務所

中国電力株式会社
中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（第一

次、第二次）

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査業務（第一次、第二

次）



Hiビーズによる中海浚渫窪地の貧酸素解消に係る調査業務 株式会社エネルギア・エコ・マテリア 株式会社エネルギア・エコ・マテリア

中海の海藻刈りによる栄養塩循環システムモデル構築事業 中海の海藻刈りによる栄養塩循環システムモデル構築事業 鳥取県・島根県連携

　 2011年度第1回環境支援基金 NPO法人夢＆環境支援基金

大橋川しじみプロジェクト 平成23年度しまね社会貢献基金助成金
島根県NPO活動推進室

「イトハラ」

”「しまね」の魅力再発見”はじまる事業 ”「しまね」の魅力再発見”はじまる事業助成金 神々の国しまね実行委員会

エコマップ 平成23年度中海自然再生支援事業に関する業務 中国四国地方環境事務所

中海のめぐみレシピ 平成23年度下期しまねボランティア・NPO活動応援基金 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

平成22年度／2010年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

「浚渫窪地埋め戻し資材としての産業副産物の活用

　－住民合意を目指した安全性評価に関する研究－」
環境研究総合推進費

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術

室

中海における藻場の再生に関する計画策定 平成22年度地域生物多様性保全活動支援事業 環境省自然環境局

平成22年度中海の自然再生に関する

普及啓発活動等業務
平成22年度自然再生活動推進費 中国四国地方環境事務所

中海、彦名処理地の動植物相の現況調査と環境学習の場として

の利活用の検討
平成22年度公益信託TaKaRaハーモニストファンド活動助成 公益信託　タカラ・ハーモニストファンド

平成22年度藻等の回収及び利活用に係る調査研究業務 島根県 島根県

天神川下流域のヨシの一部除去と

中海への植栽試験（その２）
平成22年度下期しまねボランティア・NPO活動応援基金 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

松江市篤志寄付金助成金 松江市ボランティア協議会

平成21年度／2009年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

「浚渫窪地埋め戻し資材としての産業副産物の活用

　－住民合意を目指した安全性評価に関する研究－」
環境研究・技術開発推進費 環境省環境技術開発等推進

平成21年度中海の自然再生に関する

普及啓発活動等業務
平成21年度自然再生活動推進費 中国環境省米子事務所

中海の食を広めよう会
「おいしい・たのしい・ためになる」

食育推進事業
島根県健康福祉部健康推進課

伝統石材来待石を利用した

親水護岸モデルの提案と水質浄化効果の実証
平成21年度中国地方地域づくり等助成事業 中国建設弘済会

天神川下流域のヨシの一部除去と

中海への植栽試験
平成21年度下期しまねボランティア・NPO活動応援基金 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

平成20年度／2008年度　認定NPO法人自然再生センター事業

事業名 公募・委託・助成金名 助成団体

「浚渫窪地埋め戻し資材としての産業副産物の活用

　－住民合意を目指した安全性評価に関する研究－」
環境研究・技術開発推進費 環境省環境技術開発等推進

平成20年度中海の自然再生に関する

普及啓発活動等業務
平成20年度自然再生活動推進費 中国四国地方環境事務所

中海の自然再生事業の推進 平成20年度中国地方地域づくり等助成事業 中国建設弘済会


