
（単位：千円）

 平成12年度助成金(実績）  平成13年度助成金(計画）

共同助成事業 （国内）

(P.N.ファンド) 　活動助成   11件 7,660

　調査研究助成   9件 7,200

（海外）

　調査研究助成    6件 6,960

(次期へ繰越） (850)

小　計   26件 21,820 20,850

自主助成事業 （国内）

　活動助成   4件 5,000

　調査研究助成 1件 500

（海外）

　調査研究助成    １件 2,000

小　計    ６件 7,500 10,150

合　計   32件 29,320 31件 31,000

    事業別助成金総括表
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国内調査研究助成 単位：千円
No. 研究テーマ 助成先 代表者 助成額
1

屋久島に移入されたタヌキの定着化の課程
屋久島タヌキ緊急調査
ぐるーぷ

田川 日出夫 （屋久島環
境文化研修ｾﾝﾀｰ）

1,000

2
房総丘陵におけるヒメコマツ個体群の緊急調査

房総のヒメコマツ研究
グループ

藤平 量郎
（千葉ｴｺﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ）

900

3
ダム堆砂排出が河川の一次生産者に及ぼす影響 天竜川ダム堆砂問題研究会

村上 哲生
（名古屋女子大）

900

4
移入鳥類の野生化の実態

九州大学移入鳥類研究
グループ

江口 和洋
（九州大学）

1,100

5 ロシアにおけるシマフクロウの生息環境調査と日本の
保護への応用

日露シマフクロウ研究
グループ

竹中  健
（ｼﾏﾌｸﾛｳ環境研究会）

1,000

6 南関東のコナラ二次林の変貌に関する植物社会学的研
究

関東二次林研究グループ
星野 義延
（東京農工大学）

650

7 岩手五葉山のみに分布するゴヨウザンヨウラクの保全
生物学的研究

ゴヨウザンヨウラクの
保護を考える会

牧   雅之
（東北大学）

550

8 十津川水系アマゴの集団構造の解析（在来種アマゴの
研究保護活動）

おんこりんかす
近藤 公乗
（大阪府立貝塚南高校）

600

9 長期モニタリングによる北方林成長動態の時系列変化
の実態評価

森林動態研究グループ
久保田 康裕
（鹿児島大学）

500

※ 熊本・川辺川のｱﾕの生活環境調査に対する助成 (財)日本自然保護協会 田畑 貞寿(理事長） 500

合計 7,700

国内活動助成
No. 研究テーマ 助成先 代表者 助成額
1 葛飾区水元公園内のオオモノサシトンボの調査と保護

活動
みずもと自然観察クラブ 五十嵐 吉夫 600

2 長野県南部のハナノキが生育する湿地の保全活動 はなのき友の会 北沢 あさ子 950

3
ニッポンバラタナゴの保護

ニッポンバラタナゴ
八尾研究会

加納 義彦 800

4 飯能県民休養地構想の推進、及び隣接開発予定地に対
する環境負荷の低減を求める活動

天覧山･多峯主山の
自然を守る会

浅野 正敏 900

5 ホトケドジョウの育つ小川づくり 恩田の谷戸ファンクラブ 藤田 廣子 800

6 市民による環境影響評価チェック・モニタリングシス
テムの構築

三浦半島かんきょう
フォーラム

田中 雅宏 800

7 名古屋東部丘陵地のトウキョウサンショウウオの生息
調査

ネイチャークラブ東海 篠田 陽作 210

8 コウモリ観察会実施のためのガイドライン作成と観察
会実施の援助活動

コウモリの会 山本 輝正 550

9 箕面市小野原西地域の自然環境保全とまちづくり みのお山自然の会 本多  孝 400

10 本州産クマゲラの繁殖期における生態ビデオ作成 本州産クマゲラ研究会 藤井  忠 1,200

11 相模大堰訴訟ならびに相模大堰円卓会議の記録出版
相模川キャンプイン
シンポジウム

金尾 憲一 450

※
NACS-J自然観察指導員養成制度のプログラム再構築と
その実践

(財)日本自然保護協会 田畑 貞寿(理事長） 2,000

※
石垣島海域におけるサンゴ礁モニタリング調査及び沖
縄島北部山原（やんばる）の保護活動(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「沖
縄のｼﾞｭｺﾞﾝを守るために」を含む）

(財)世界自然保護基金
ジャパン

大内 照之(会長） 2,000

※ WWF「北方四島自然保護基金」創設に対する助成
(財)世界自然保護基金
ジャパン

大内 照之 500

※
ｱｼﾞｱにおける猛禽類の研究と保護活動の推進「第2回
アジア猛禽類シンポジウム」の開催

クマタカ生態研究グループ 山崎   亨 500

合計 12,660

海外調査研究助成
No. 研究テーマ 所属機関 代表者・［］内推薦者 助成額
1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｲﾘｱﾝｼﾞｬﾔ州ｼﾞｬﾑﾙｽﾊﾞﾒﾃﾞｨ地区におけるｵｻｶﾞﾒ
産卵巣の野生ﾌﾞﾀによる食害率を減少させる試み

インドネシア
ウミガメ研究ｾﾝﾀｰ

Akil Yusuf(ﾕｽﾌ）
［亀崎直樹･日本ｳﾐｶﾞﾒ協
議会］

1,530

2 ﾈﾊﾟｰﾙ・ｱﾝﾅﾌﾟﾙﾅ自然保護区における非材木生産物の伝
統的利用に関する研究

ネパール自然史学会
P.R.Shakya(ｼｬｷｱ）
［土田勝義･信州大学］

1,270

3 ｼﾍﾞﾘｱ･ﾊﾞｲｶﾙ地域における哺乳類相のﾘｽﾄ作成およびそ
の生物多様性の評価に関する調査研究

ロシア科学アカデミー
動物学研究所

Alexei Abramov(ｱﾌﾞﾗﾓ
ﾌ）［増田隆一・北海道
大学］

1,310

4
ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｽﾜｰﾄ地域の民俗植物とそれらの保護に関する
調査研究

国立農業研究センター
Zabta Khan Shinwari(ｼﾝ
ﾜﾘ）［中池敏之･千葉県
立中央博］

1,100

5 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ西ｽﾏﾄﾗ州の熱帯多雨林内択伐林分における主
要樹種の生育特性に関する生態学的研究

アンダラス大学
Chairul Chairul Mahmud
［米田  健･大阪教育大
学］

690

6
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱにおける河川生態系保全のための魚道設置と
魚類生息場の研究

アンダラス大学
Sili Salmah
［中村俊六・豊橋技術科
学大学］

1,060

※ 極東ロシア森林ホットスポットプロジェクト 地球の友ジャパン 岡崎 時春 2,000

合計 8,960
助成金総額 ３２件 29,320

（ Ｐ．Ｎ．ファンド助成金額） （26件） (21,820)
(直接助成金額）  （6件） (7,500)

※：当基金の自主助成事業

   平成１2年度（2000）第11期助成金交付一覧
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