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北杜市は、山紫水明の地として、南アルプス、八ヶ岳、瑞牆山など日本を代表する美

しい山岳景観、国蝶オオムラサキの生息数やミネラルウォーターの生産量、それに日

照時間の長さがいずれも日本一など豊かな自然環境に恵まれた地域であります。 

これらは、市民共有の貴重な財産であり、市では、この自然環境を良好な状態で次世

代に引き継いでいくため、「北杜市環境保全協力金」制度を創設したところであり、こ

れまでに企業をはじめ多くの皆様からの御支援をいただき、環境保全の取り組みを推

進しております。 

皆様からお寄せいただいた協力金は、里山の整備、環境教育の推進、地下水の保全な

どに活用するとともに、市内の団体から提案いただいた環境保全事業へも交付してお

り、市民の皆様にも有効に御活用いただいているところであります。 

また、南アルプスユネスコエコパークの取り組みがスタートとしていることから、

甲斐駒ヶ岳を中心とした環境保全事業や自然と共生するまちづくり事業の支援に活用

するほか、登山道やトイレの整備などに活用してまいります。 

本市の将来像である「人と自然と文化が躍動する環境創造都市」の実現に向け、「森

を育て、水を守る」をテーマとした様々な環境保全活動に協力金を活用してまいりま

すので、御支援・御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

北杜市長 渡辺 英子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北杜市環境保全協⼒⾦について
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■北杜市環境保全協力金について 

目 的 

市民共有の貴重な財産である緑豊かな森林や清らかで豊富な

水資源等の自然環境を適切に保全し、これらを良好な状態で次

の世代に引き継いでいくことが、私たちの使命であります。 

これらの豊かな自然環境を、市民、企業、行政で連携して、保

全を推進していくため、「北杜市環境保全協力金」制度を創設し

たところであります。 

協力金の対象者 環境保全協力金（寄付金）の趣旨に賛同いただける方 

協力金の額 寄付者の任意とします。 

使 途 

【人と自然と文化が躍動する環境創造都市】の実現 

「森を育て、水を守る」をテーマとした環境保全事業 

 ○環境保全事業 

  ・森林、河川における環境整備事業 

・動植物の保護事業 

・地下水保全事業 

・ＣＯ２削減の推進事業 など 

 ○環境教育事業 

 ○南アルプスユネスコエコパーク関連事業 

  ・エコパークエリア内における自然や文化を守る事業 

・エコパークエリア内の地域の発展を目指す事業 など 

基金の設置 
使途を明確にするため、環境保全協力金（寄附金）を主な財源

に基金として積み立てます。 

基金の名称 北杜市環境保全基金 

税控除 

（個人） 

所得税法上及び地方税法上（住民税）の寄附金控除の対象と

なります。 

（法人） 

法人の場合は法人税法上、損金算入の対象となります。 
 

※ いずれも詳細は、税務署及び市役所税務課にお問い 

合わせください。 
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■多くの皆様からご支援いただきました。 

平成２８年度に、環境保全協力金にご支援いただき、公表の承諾をいただいた方々

をご紹介させていただきます。 

 

（順不同、敬称略） 

○サントリー食品インターナショナル㈱ 

 

○コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱白州工場 

 

○㈱村上農園 ○（一社）日本音楽事業者協会 ○峡北建設㈱  

 

○㈱八ヶ岳モールマネージメント ○三峰川電力㈱ ○㈱出雲 ○山梨銘醸㈱ 

 

○(有)藤原造林 ○（特非）白州観光協会 ○㈱リニューアルウィングス 

 

○㈱山梨県環境科学検査センター ○㈱雲松園 ○㈱富士グリーンテック 

 

○(有)アグリマインド ○日立マクセル㈱スリオンテック事業本部 

 

○金精軒製菓㈱ ○コカ・コーライーストジャパン㈱ ○(有)八ケ岳ファーム 

 

○㈱内藤ハウス ○㈱清水製作所 ○ＪＭエナジー㈱ ○㈱YSKe-com  

 

○㈱やさしい手甲府 ○㈱スポーツプラザ報徳 ○㈱メイキョー ○(有)清水林業

 

○㈱ピカ ○㈱明和電機 ○㈱日本ネットワークサービス ○㈱清里丘の公園 

 

○うえはら薬局 ○中央環境理研㈱ ○北杜市武川町農産物直売センター  

 

○㈱スリーナイン ○(有)細田組 ○武の井酒造㈱ ○(有)原林業  

 

○元旦ビューティ工業㈱山梨工場 ○㈱オキサイド ○(有)カイコマＣＣ  

 

○㈱桔梗屋 ○(有)ほくと夢ポケット ○㈱早野組 ○北杜森林整備㈱ 

 

○シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ ○北杜タクシー㈱  

 

○サンメドウズ清里㈱ ○(有)鈴木陸送 ○㈱環境保全研究所 
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資料 ２ 

1 NPO法⼈
甲斐駒清流懇話会 環境保全事業 渓流環境 防災体験 学習事業 河川美化等 環境保全活動   

2 ⼋ヶ岳野⿃クラブ     調   北杜 野⿃ 市⺠公開⾃然観察会 野⿃⽣息継続調査 調査報告会   

3 北杜市観光協会 ⽩州⽀部 第６回名⽔百選　尾⽩川クリーン事業 尾⽩川護岸の草刈り、雑⽊伐採などの清掃活動

4 武川町     美  地域   町⺠運動推
進協議会 武川町⾥⼭ 河川    事業      川美化事業 桜 ⾥整備事業 環境保全事業   

5 杜の⼦育てクラブ ⾥⼭親⼦環境教育事業 親⼦ 対象   除間伐等 森林整備活動 森林体験学習 ⾥⼭ 景観保持
活動　など

6 台ヶ原ふるさとづくり協議会 ふるさとづくり事業 尾⽩川清掃活動 ⽣息⽣物 植物 学     事業     ⾶ 交 ⾥   
事業

7 ⼋ヶ岳南麓原⽣花保存会 ・原⽣ビオトープめぐり　清春四季の道コースの整備（トライアル）
 ⻑坂森林公園 原⽣野草     整備 清春地内 遊歩道整備 ⻑坂森林公園整備

8 ⼋ 岳       実⾏委員会 ⼋ヶ岳フォトフェスタ 市の⾃然環境や景観をＰＲし、環境保全活動につなげるための⼋ケ岳に関する写
真コンテストを開催

9 清⾥聖   保育園 ⽣物多様性保全型の保育園園庭「森庭（もりにわ）整
備事業 ⽣物多様性保全型の園庭を⽣かし、調査研究活動、情報発信や啓発活動など

10 公益財団法⼈キープ協会
環境教育事業部

環境教育    森   2016  森 元気  森 元
気  森林基礎調査 森林保全作業 森林体験教室 講演会   

11 北杜市⽩州町地下⽔保全 利⽤対策協議会 南          神宮川流域環境保全事業 神宮川河川流域  不要⽊ 伐採 除草及 収集作業

12 北杜市地球温暖化対策          推
進協議会

⽔ 森資源 保全 再⽣可能     利活⽤ 協調推
進事業 外来種対策環境保全活動 温⽔熱利⽤調査 ⽔資源研修   

事業概要団体名 事業名No

平成28年度 環境保全基⾦活⽤事業  市⺠提案事業 実績 

5



資料 ２

南アルプスユネスコエコパーク推進事業

①－１　甲斐駒ケ岳五合⽬⼩屋跡ゴミ撤去・登⼭道清掃事業 観光・商⼯課

①－２　尾⽩川、⽯空川、⽇向⼭等のゴミ撤去清掃事業 観光・商⼯課

①－３ 森林整備等財産区活動⽀援事業 各総合⽀所

①－４ ⽩州町地下⽔保全 利⽤対策協議会      第三
者評価事業 まちづくり推進課

②－１　地域連絡会伝統芸能等保存事業 観光・商⼯課

②－２　エコパーク案内⼈育成講座 ⽣涯学習課

②－３ ⼦  公⺠館劇場事業（⼦     体験発表会） 観光・商⼯課

③－１　地域連絡会研修事業 観光・商⼯課

③－２　PR、情報発信事業 観光・商⼯課

④－１　登⼭客⼊込状況調査機器設置事業及び外来植物除
去事業 観光・商⼯課

④－２ 尾⽩川渓⾕駐⾞場     看板等整備事業 観光・商⼯課

④－３ 甲斐駒 岳開⼭200年記念事業 観光・商⼯課

⑤－１　関係市町村との連携事業 観光・商⼯課

 記念       実施 魅⼒歴史展開催 記念誌 発⾏  

 武川⼩５年       関  授業   ⼦供  ⽶ ⽶     成果 発表

・エコパーク構成⾃治体の伊那市を訪問
 南     成 ⽴  関  講演会 開催

・⾼速バス（富⼠急）へのラッピング、英語版・韓国語版のパンフレット作成

・登⼭者カウンター２機設置
 種⼦落     ２箇所設置

 尾⽩川渓⾕駐⾞場    整備

・地域連絡会へ補助をし清掃活動をする計画であったが、地域連絡会が現地を確認したとこ
 清掃 不要     未実施

 ⽩州武川地域 財産区 保護組合 森林保全活動 ⽀援

 協議会 実施    観測井⼾       内容 分析 評価  分析結果   市⺠
に周知

 ⺠謡 ⺠踊 ⺠話 語 会 実施    映像化  図書館 貸 出 

・エリア内の案内や紹介ができる⼈材を養成するための講座を１０回開催

南    世界⾃然遺産登録推進協議会（３県）及 ⼭梨県連絡協議会（４市町）
 負担⾦等 経費 

 ※     活動推進項⽬    ①環境保全 ②⽂化教育 ③    確⽴ ④観光振興 ⑤⾃治体連携

1

甲斐駒 岳    ⾃然環境 保全  ⽂化 守 次世代 継承       豊  資源 活⽤  魅⼒        推進 
る。
・ゴミ収集作業及びヘリコプターによる荷下ろし
・中⼭峠遊歩道の倒⽊除去や枝払い等

平成２８年度 環境保全基⾦活⽤事業   市実施事業 実績 
№ 事業名 事業内容及び具体的事業説明 所管課
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№ 事業名 事業内容及び具体的事業説明 所管課

環境教育推進事業

①　⼩中学校環境学習プログラム体験事業

②　環境教育リーダー養成講座

③　⼦ども環境教育フェスタ開催事業

④　親⼦環境学習会

⑤　幼児環境教育プログラム体験事業

⑥　花育推進事業（花を植え⾃然に親しむ事業）

3 ⾥⼭整備事業 林政課

4 ⾳事協の森整備事業 林政課

5 市有林整備事業 林政課

6 地産地消商品棚設置事業 ⾷と農の杜づくり課

7 オオムラサキ⾃然観察歩道看板等⼯事 環境課

8 花き植栽事業 管財課

9 ⼋ 岳⻘年⼩屋周辺公衆   設置
⼯事 観光・商⼯課

10 平成 名⽔ ⾥環境保全事業 須⽟総合⽀所（増富出張所）

11 環境にやさしいイベントづくり事業 政策秘書課

12 市⺠提案型環境保全事業補助⾦ 政策秘書課

 市⺠ 教員等 対象    基礎   応⽤   実践  ３          養成講座 
開催

・環境保全の取り組みを実践する契機となるよう、参加・体験型イベントを開催

・「親⼦⾃然観察会」など、主にフィールドを活⽤した体験型学習会

・⾃然、環境などをテーマとした幼児向けプログラムにより、⽂化や歴史、⾃然にふれあう体験
事業

・市内の保育園、⼩学校、中学校において花植えや保育園などを対象として花植えの講習

        地域住⺠等   河川及 道路  清掃事業

     ⾷器 利⽤ 図  環境           推進   

 市⺠団体等 実施  提案型 環境保全活動  補助⾦ 交付 ⾏ 事業 

 ⼋ 岳中信⾼原国定公園内 ⻘年⼩屋         型     新設  環境負荷 軽減 図  （設
置数：⼤便器３基 ⼩便器１基）

・緑化推進のため、市役所本庁舎に間伐材のプランターを使い、四季折々の花を植栽

 除伐 間伐等森林整備 ⽀援  ⾥⼭整備 促進 実施

・⾳事協の森の除伐、間伐等を実施

 森林環境教育 保健休養 場   整備

 市内 間伐材 利⽤  商品棚 使  環境保全 地産地消 推進

・オオムラサキセンターを基点とした⾃然観察歩道の看板等を整備

2

・環境保全活動に結びつく⼈材育成を推進する。

・環境、温暖化など６つのテーマで構成し、座学・ワークショップ、体験、フィールドの形態で学
習会を実施

環境課
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番号 事業名 団体名 報告形式

1 南アルプスユネスコエコパーク
推進事業

北杜市 観光課（観光振興担当） プロジェクターで説明

2 環境教育推進事業 北杜市 環境課（新     推進担当） プロジェクターで説明

3 ⾥⼭整備事業  北杜市 林政課（林政担当） プロジェクターで説明

4 環境保全事業 特定⾮営利活動法⼈ 甲斐駒清流懇話会 資料 説明

5     調   北杜 野⿃ ⼋ケ岳野⿃クラブ プロジェクターで説明

6
⽔・森資源の保全と次世代エ
    利活⽤ 協調推進事
業

北杜市地球温暖化対策          推進協議会 プロジェクターで説明

事業報告発表
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