
平成30年度　助成金交付団体一覧　（124団体）

活動している
公　園　名

団　体　名 今　年　度　の　主　な　助　成　対　象　事　業

1 井の頭恩賜公園 井の頭かんさつ会 月例自然観察会開催・スキルアップ研修、生物多様性・自然保全活動

2 観音寺森緑地 観音寺の森 樹林地・竹林地の手入れ、畑作活動

3 浅間山公園 浅間山自然保護会 環境保全・啓発活動、地域への環境教育支援活動

4 狭山・境緑道 西東京・狭山境緑道花の会 緑道沿い花壇（190㎡）の植栽手入れ、清掃活動

5 六仙公園 六仙公園花ボランティア 花壇（154㎡）の植栽手入れ

6 滝山公園
特定非営利活動法人　滝山城跡群・自然と歴
史を守る会

竹林地等の手入れ、ガイド活動、歴史講演会開催

7 大戸緑地 大戸源流森の会 樹林地の手入れ、ハイキングコースの整備

8 東綾瀬公園 公園花畑友の会「碧空」 花壇（600㎡）の植栽手入れ

9 東綾瀬公園 都立東綾瀬公園友の会（翠々花壇） ヒガンバナ・ツルバラ群生地の手入れ、保全活動

10 東綾瀬公園 ＭＫＮ会 花壇（350㎡）・プランターの植栽手入れ

11 東綾瀬公園 さくら組 花壇（250㎡）の植栽手入れ

12 大島小松川公園 たんぽぽ 花壇（200㎡）の植栽手入れ

13 大島小松川公園 大島小松川公園ガーデンボランティア 花壇（2,000㎡）の植栽手入れ

14 宇喜田公園 宇喜田公園ハーブボランティア ハーブ花壇（600㎡）の植栽手入れ、ハーブのワークショップ開催

15 猿江恩賜公園 猿江恩賜公園友の会（花の会） 花壇（560㎡）の植栽手入れ

16 亀戸中央公園 かめいど花の会 花壇（102㎡）・プランターの植栽手入れ

17 尾久の原公園 尾久の原愛好会 湿地帯の植物の手入れ、保全活動

18 夢の島熱帯植物館 夢の島熱帯植物館ボランティア会
大温室ツアーガイド、夢の島公園花壇（17.6㎡）植栽手入れ、熱帯植物学習会開催、
配布資料作成

19 日比谷公園 NPO法人日本トピアリー協会 園内トピアリーメンテナンス、花壇（19.62㎡）の植栽手入れ、スキルアップ研修

20 日比谷公園 デロイト トーマツ合同会社 花壇（22.9㎡）の植栽手入れ

21 日比谷公園 日比谷ローズ バラ園（190㎡）の手入れ、スキルアップ研修

22 日比谷公園 日比谷公園花のボランティア 花壇（85㎡）・プランターの植栽手入れ

23 日比谷公園 日比谷花の会 花壇（20㎡）の植栽手入れ

24 芝公園 森元みどりを楽しむ会 花壇（150㎡）の植栽手入れ

25 芝公園 NECグループ 生物多様性ガーデン 花壇（300㎡）の植栽手入れ

26 青山公園 青山公園サクラの会 花壇（225㎡）の植栽手入れ

27 林試の森公園 林試の森公園友の会 イベント（林試の森フェスタ）開催、花壇（300㎡）の植栽手入れ

28 林試の森公園 ユーカリガーデン 花壇（97㎡）の植栽手入れ

29 蘆花恒春園 蘆花会 蘆花忌・愛子忌開催、蘆花記念館展示協力、セミナー開催、文献整理

30 蘆花恒春園 NPO法人 芦花公園花の丘友の会 花壇（1,900㎡）・プランターの植栽手入れ、イベント協力

31 蘆花恒春園 蘆花恒春園ワンクラブ ドッグランの維持管理・清掃、利用者マナーアップ活動

32 蘆花恒春園 芦花公園しあわせの野音の会 野外コンサート開催、イベント協力

33 祖師谷公園 祖師谷公園友の会　ポピークラブ 花壇（1,270㎡）の植栽手入れ、スキルアップ研修、クリスマスイベント開催

34 祖師谷公園 ハーブ木曜友の会 ハーブ園（1,200㎡）の植栽手入れ

35 戸山公園 新宿・戸山プレイパークの会 プレイパーク整備、プレイリーダースキルアップ研修受講

36 戸山公園 新宿子どもネットワーク 野外コンサート開催



平成30年度　助成金交付団体一覧　（124団体）

活動している
公　園　名

団　体　名 今　年　度　の　主　な　助　成　対　象　事　業

37 戸山公園 陽だまりぽかぽか 花壇（2500㎡）の植栽手入れ、講習会開催

38 戸山公園 戸山公園に心やすらぐ花壇をつくる会 花壇（300㎡）の植栽手入れ

39 戸山公園 個人ボランティア 花壇の植栽手入れ、側溝清掃

40 戸山公園 戸山公園フラワークラブ 花壇（300㎡）の植栽手入れ

41 戸山公園 戸山楽しい花壇部 花壇（47㎡）の植栽手入れ、配布資料作成

42 善福寺公園 善福寺公園友の会白寿会 花壇（40㎡）の植栽手入れ

43 善福寺公園 自然愛護会杉並 保護区内通路整備・維持活動

44 善福寺公園 善福寺プレーパークの会 自然観察会開催、スキルアップ研修

45 善福寺公園 Cocoon parents square 花壇（8㎡）の植栽手入れ、スキルアップ研修

46 石神井公園 練馬に自然を育む会 野草観察園（900㎡）の手入れ

47 石神井公園 ねりま・みどりと花の会 花壇（150㎡）の植栽手入れ

48 石神井公園 石神井公園野鳥と自然の会 水辺観察園の手入れ、自然観察会開催、講演会開催、解説ポスターの作成設置

49 大泉中央公園 大泉中央公園いずみの会 花壇（500㎡）の植栽手入れ

50 小山田緑地　 特定非営利活動法人鶴見川源流ネットワーク 草地植生調査、整備保全、自然保護啓発活動

51 小山田緑地　 鶴見川源流自然の会 環境保全活動

52 小山田緑地　 梅木窪の会 自然観察会開催、園内清掃、野外談話室開催、配布資料作成

53 小山田緑地　 小山田緑地田んぼ友の会 畑作・稲作（農作体験、自然再生啓発）活動

54 小山田緑地　 小山田緑地　里山倶楽部 竹林地の手入れ、普及啓発活動

55 小山内裏公園 小山内裏公園 谷戸山の会 雑木林の手入れ、里山文化啓発活動

56 小山内裏公園 都立小山内裏公園花壇グループ 花壇（240㎡）の植栽手入れ

57 小山内裏公園 小山内裏わんわんサポーターズ ドッグランの維持管理・清掃、花壇（50㎡）の植栽手入れ、利用者マナーアップ活動

58 小山内裏公園 小山内裏公園　畑ボランティアグループ 畑作活動、農作体験会開催

59 桜ヶ丘公園 桜ヶ丘公園雑木林ボランティア 里山・雑木林保全整備活動、イベント協力、農業文化啓発活動

60 桜ヶ丘公園 桜ヶ丘公園ドッグランサポーターズの会 ドッグランの維持管理・清掃、花壇（100㎡）の植栽手入れ

61 桜ヶ丘公園・平山城址公園・長沼公園 丘陵地ボランティア 雑木林等の手入れ、スキルアップ研修

62 代々木公園 代々木公園ボランティア 花壇（740㎡）の植栽手入れ、樹木観察記録作成、自然教室開催

63 代々木公園
NPO法人　日本コミュニティーガーデニン
グ協会

ハーブガーデン（300㎡）の植栽手入れ、ハーブ講座開催

64 代々木公園 武蔵野バラ会 バラ花壇（395㎡）の植栽手入れ

65 代々木公園 代々木公園ガーデニングクラブ 花壇（1,500㎡）の植栽手入れ

66 砧公園 砧パークアカデミー バラ園・野草園・ハーブ花壇・花壇（計1,811㎡）の植栽手入れ

67 駒沢オリンピック公園 nohara GREEN MATE 花壇（1,017㎡）の植栽手入れ

68 善福寺川緑地 善福寺川さくらの会 花壇（395㎡）の植栽手入れ、桜・低木・あじさい小路・彼岸花の手入れ

69 善福寺川緑地、和田堀公園 杉並ねっこワーク プレーパーク開催

70 城北中央公園 城北中央公園友の会　すみれ会 花壇（138㎡）の植栽手入れ

71 城北中央公園 城北公園・四季の会 自然観察会開催、説明版等作成設置

72 城北中央公園 城北DOGWAN ドッグランの維持管理、清掃
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73 光が丘公園 NPO法人　生態工房 池の外来生物防除、啓発活動、解説員養成講座開催

74 光が丘公園 特定非営利活動法人あそびっこネットワーク プレーパーク開催

75 光が丘公園 光が丘公園花壇ボランティアの会 花壇（560㎡）・コンテナの植栽手入れ

76 光が丘公園
ツリーマスタークライミングアカデミー南関
東ブロック

自然体験（木登り）活動開催

77 光が丘公園
特定非営利活動法人みどり環境ネットワー
ク！

自然観察会開催、木工作教室開催

78 光が丘公園 光が丘カントウタンポポのなかま カントウタンポポ自生地保護、観察会開催

79 木場公園 木場公園友の会 都市緑化植物見本園・花壇（18,000㎡）の植栽手入れ

80 木場公園 木場公園ドッグランサポーターズ ドッグランの維持管理・清掃、利用者マナーアップ活動

81 木場公園 木場プレーパークぼうけん隊 プレーパーク開催

82 汐入公園 汐入公園ハーブボランティア ハーブ花壇（1068㎡）の植栽手入れ、イベント開催

83 舎人公園 舎人パークわんわんクラブ ドッグランの維持管理・清掃

84 舎人公園 舎人公園ボランティア「鳥の会」 野鳥調査、野鳥観察会開催、イベント協力

85 舎人公園 舎人公園ボランティア「花壇の会」 花壇（1,000㎡）の植栽手入れ

86 水元公園 水元グリーンプラザ友の会 各種花壇・ハーブ園・野草園・バラ園（2,000㎡）の植栽手入れ

87 水元公園 NPO法人水元ネイチャープロジェクト 観察会資料作成

88 水元公園 水元公園ドッグランサポーターズ ドッグランの維持管理・清掃、利用者スキルアップ活動

89 水元公園 水元かわせみ倶楽部 池周辺の植栽手入れ、池の環境改善・広報活動

90 水元公園 イネ科花粉症を学習するグループ アサザ・オニバス等水草や湿生植物育成、植生管理活動

91 水元公園 大自然塾クラブ 樹木地の手入れ

92 水元公園 エコシステムアカデミー水元 普及啓発活動（体験学習）、イベント協力

93 篠崎公園 篠崎公園　花笑会 花壇（32㎡）の植栽手入れ

94 葛西臨海公園 葛西臨海公園ひがた・たんぼ倶楽部 湿地での鳥類観察会開催、野鳥生息地保全活動、資料購入

95 葛西臨海公園 葛西臨海公園グリーンボランティア 各種花壇（9,660㎡）の植栽手入れ、スキルアップ研修

96 葛西臨海公園 葛西東渚・鳥類園友の会 自然環境保全・維持活動、竹林地整備活動、草本植物調査

97 小金井公園 小金井公園「花の会」 花壇（810㎡）・宿根草園（1,454㎡）の植栽手入れ

98 小金井公園 小金井公園樹木の会 樹木観察会・工作教室開催

99 小金井公園 小金井公園ドッグランサポーターズクラブ ドッグランの維持管理、花壇の植栽手入れ、利用者マナーアップ活動

100 小金井公園 小金井公園桜守の会 サクラの保護・育成、観察会開催、サクラマップ作成

101 武蔵野中央公園 武蔵野中央公園ガーデンサポーター 花壇（336㎡）の植栽手入れ

102 府中の森公園 府中の森公園花壇管理友の会 花壇（350㎡）の植栽手入れ

103 武蔵野の森公園 武蔵野の森公園ひまわりの会 花壇（390㎡）の植栽手入れ

104 武蔵野の森公園 おはなしキャンプ おはなし会・工作や手遊びイベント開催

105 東村山中央公園 東村山市小彼岸桜の会 サクラの保護・育成

106 東村山中央公園 東村山卒後の居場所準備室 花壇（203㎡）の植栽手入れ、公園整備・清掃、イベント開催

107 東大和南公園 都立東大和南公園友の会「花葉心雑草の会」 花壇（372㎡）の植栽手入れ

108 神代植物公園 神代植物公園ガイドボランティアクラブ 夏休み親子自然教室開催、スキルアップ研修受講、配布資料作成
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109 神代植物公園 深大寺　人と緑と犬の会 ドッグランの維持管理・清掃、利用者マナーアップ活動

110 神代植物公園 22世紀の森づくり・神代 雑木林の手入れ、イベント開催

111 浜離宮恩賜庭園 浜離宮庭園ガイドクラブ ガイドスキルアップ研修、外国人向けポストカード作成

112 旧芝離宮恩賜庭園 旧芝離宮恩賜庭園ガイドボランティアの会 ガイドスキルアップ研修受講

113 小石川後楽園 小石川後楽園ガイドクラブ 植生マップ作成、ガイドスキルアップ研修

114 六義園 六義園ガイド倶楽部 ガイド配布資料等作成

115 清澄庭園 清澄庭園ガイド倶楽部 ガイド資料購入、ガイド配布資料・英語版ガイドブック作成

116 向島百花園 百花園ガイドの会 ガイド資料購入、ガイドスキルアップ研修受講

117 旧古河庭園 旧古河庭園ボランティアガイドの会 ガイド資料・備品購入、ガイド配布資料作成

118 旧岩崎邸庭園 茅町コンドル会 ガイド資料印刷、ガイド資料購入、ガイドスキルアップ研修受講

119 旧岩崎邸庭園 金唐紙友の会 金唐紙ワークショップ開催、金唐紙展示活動

120 旧岩崎邸庭園 花ふじフラワースクール 装飾用花の活けこみ等

121 殿ヶ谷戸庭園 殿ヶ谷戸庭園花の会 装飾用花の活けこみ等

122 殿ヶ谷戸庭園 殿ヶ谷戸庭園ガイドボランティアの会 配布資料等作成、ガイド資料購入

123 雑司ヶ谷霊園 緑のこみちの会 外周部の植栽手入れ、園内清掃

124 染井霊園 染井花の会 花壇（23㎡）の植栽手入れ


