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イオン環境財団主催「第３回生物多様性みどり賞」受賞者
©Sandesh Kadur

2021.02

ご挨拶

イオンの基本理念

公益財団法人イオン環境財団は、
｢お客さまを原点に平和を追求し､人間を尊重し
地域社会に貢献する｣というイオンの基本理念のもと設立され、おかげさまで 30 年

お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し
地域社会に貢献する。

を迎えました。ご支援ご協力頂きました皆さまに厚く御礼申し上げます。

平和

さて当財団は、設立以来、地球環境の課題に対応すべく、リオサミットへの参加
国連環境計画生物多様性条約事務局との連携、SDGs 教育等の国際的な枠組みへの
対応や、諸活動を展開すると共に、環境活動に対する支援・助成を実施するなど
時代とともに変化する環境課題に応じた事業を継続展開してまいりました。

イオン（AEON）とは、
ラテン語で「永遠」をあらわします。
私たちの理念の中心は「お客さま」：
イオンは、お客さまへの貢献を永遠の使命とし

お客さま

当財団の代表的な事業活動がイオンの森づくりです。これまでに世界各地の地域
ボランティアの皆さまとともに、伐採や自然災害等で荒廃した森に植樹し、累計は
1,214 万本を越えました。植樹地は、みどりが再生し、様々な生物が宿るいのち
あふれる森へと変貌を遂げ、現在では木を植えるとともに、木を育て、木を活かす
活動に発展しています。
これからは活動を更に進化させ、持続可能な地域の実現を目指し、各行政
学校、研究機関等と協働し、「イオンの里山」づくりに取り組んでまいります。
生態系の宝庫、地域の憩いの場、子供たちの遊びの場、そして地域の文化を脈々と
育ててきた、ひとと自然が共生する「里山」であるとともに、環境・経済・社会の
観点から多面的に融合した地域循環共生圏の考えのもと、新たな「里山」づくりに
も挑戦していきます。
世界的な森林減少をはじめとした生物多様性問題
や地球温暖化については喫緊の環境課題です。とも
に考え、ともに行動していくことが課題解決につな
がる大きな施策であると考えています。このひとつ
しかない美しい地球を次代に引き継ぐことは、今を
生きる私どもの使命でもあります。当財団は今後も、
地球市民として、皆さまと連携し、環境活動をこれ
からも積極的に推進してまいります。
公益財団法人イオン環境財団
理事長

人間

最もお客さま志向に徹する企業集団です。
地域

「平和」：イオンは、事業の繁栄を通じて、平和を追求し続ける企業集団です。
「人間」: イオンは、人間を尊重し、人間的なつながりを重視する企業集団です。
「地域」: イオンは、地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団です。

イオンは基本理念のもと、絶えず革新し続ける企業集団として
「お客さま第一」を実践してまいります。

設立主旨
誕生以来 46 億年、地球は様々な生命を生み出し、育んできました。
しかし自然環境は、オゾン層破壊、地球温暖化、森林の激減、砂漠化
酸性雨の多発、海洋汚染などにより危機に瀕し、地球的視野なしに
環境保護を語ることはできなくなっています。
また、その保護には、国家レベルのみならず、民間企業や市民団体
などの力が必要とされているのです。
イオンは、平和の追求・人間尊重・地域社会への貢献という基本理念
にもとづき、植樹活動や資源の再利用・リサイクル・ゴミ処理問題に
取り組んでまいりました。
こうした状況を踏まえ、地球環境を守るための諸活動を自ら展開する
とともに、同じ志を持つ各団体への支援・助成の実施を目的とし
1990 年イオン環境財団を設立致しました。
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事業分野
「イオンの森づくり」「助成」「環境教育」「パートナーシップ」の４つの分野を柱に
ステークホルダーの皆さまとともに、夢のある未来の実現のために活動をすすめております。

環境教育

パートナーシップ
持続可能な社会の実現のため、国内外の主要

グローバルな視野で活躍する環境分野の人材

大学・各国行政・学術研究機関と連携を実施

育成を目的に、さまざまな取り組みを実施し

しています

ています
P17〜P22

イオンの森づくり

P15〜P16

助成

地球温暖化防止、生物多様性の保全と利用

世界各地で、生物多様性の保全とその持続

課題解決に向けて、世界各地ボランティア

可能な利用のために活動する団体に対して

の皆さまとともに、日本国内外で植樹活動

助成を行っています

を行っています
P5〜P12

3

P13〜P14

4

イオンの森づくり

イオンの森づくり
1991 年から始まったイオンの植樹活動は、イオンの基本理念を具現化する活動として
位置付けられています。
現在は、
「イオン環境財団による森づくり」
「イオンふるさとの森づくり」
「イオン東北
復興ふるさとの森づくり」の３つの活動を、世界各地のお客さまとともにすすめていま

助成

す。木が育ち、人々の暮らしを守り、人と自然が共生する環境が生まれます。

「イオン環境財団による森づくり」

世界各地のボランティアの皆さまとともに、自然災害や伐採などで失った森林の再生
防災林の再生、地球温暖化防止の向上などを目指した植樹活動。これまでに日本を含む

現在の植樹合計本数

となっています。

「イオンふるさとの森づくり」

万本

国内外の店舗の開店時に、敷地内に、その土地本来の樹木の苗木をお客さまとともに
植樹し、大切に育てていく活動。

※2021 年 2月現在

環境教育

1,222

世界 11 カ国で植樹を行い、累計植樹本数は 235 万本、参加人数は約 13 万 5,000 人

「イオン東北復興ふるさとの森づくり」

東日本大震災の津波によって失われた緑の再生のために、地方行政や民間非営利団体と
協力し、実施している植樹活動。

1,000万本
パートナーシップ

イオンの植樹本数の推移
※本数は３つの活動の合計です。
2021 年 2 月累計 1,222 万 6,872本

500 万本

13 万本
1991
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イオンの森づくり

イオンの森づくり

国内植樹活動の詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

国内植樹
北海道
秋田県

下浜海岸（2005〜2009）

新潟県

宮城県

佐渡トキの森（2003）

石巻市（2012）
亘理町（2016〜2018）
石巻市イオンの森づくり（2019〜）

石川県

長野県

加賀海岸（2004〜2006）
かほく市（2008）

上田市・松本市
（2004〜2006）

北海道 南富良野町

宮城県 石巻市

千葉県 九十九里浜

三重県 松阪市

環境教育

山形県
南陽市（2010〜2012）

岐阜県

各務原市（2003〜2004）

大阪府

助成

知床（2002〜2006）
支笏湖（2007〜2011）
むかわ町（2012〜2014）
厚真町（2015〜2017）
南富良野町（2019〜）

福島県

いわき市（2017）
第 69 回全国植樹祭（2018）

鳥取県
鳥取市（2007〜2009）

群馬県

茨木市（2007）

太田市（2007）

大分県

浦安市（2012〜2015）
千葉市（2016〜2018）
九十九里浜（2019〜）

東京都

竹田市（2016〜2018）

千葉県

三重県

長崎県
南島原市（2010〜2012）

宮崎県
綾町（2013〜2015）
綾町イオンの森づくり
（2017〜2019）

宮川村（現大台町）（2005〜2009）
四日市市（2006〜2008）
紀北町（2012〜2014）
松阪市（2018〜）

愛知県
岡崎市（2007〜2009）
大府市・東榮町・東郷町・尾張旭市
岡崎市・知多市（2010）
知多市（2011〜2014）
岡崎市（2016〜2017）
第 70 回全国植樹祭（2019）

パートナーシップ

三宅島（2009〜2011）

和歌山県
紀の川市（2005〜2006）

沖縄県
那覇市（2007〜2009）
糸満市（2017）
宜野湾市（2018）
第 43 回全国育樹祭（2019）

大分県 竹田市
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沖縄県 宜野湾市
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イオンの森づくり

イオンの森づくり

海外植樹活動の詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

海外植樹
中国

ラオス
ビエンチャン（2009〜2011）

助成

万里の長城 (1998〜2000,
2003〜2005,
2007〜2010,2013）
山東省青島市 (2005〜2007）
山東省煙台市 (2008〜2009,2011）
山東省威海市 (2009,2011）
江蘇省蘇州市 (2014）
北京市密雲 (2016,2018）
湖北省武漢市 (2019)

香港

ミャンマー

香港特別行政区 (2007)

ヤンゴン（2013〜2015,2016〜2018）

中国 万里の長城

ベトナム ハノイ

タイ プーケット

カンボジア プノンペン

マレーシア ビドー

インドネシア ジャカルタ

環境教育

ベトナム

タイ

フエ（2010〜2012）
ハノイ（2014〜2016,2017〜）

ラチャプリ（1996）
プーケット（2005,2007）

カンボジア
アンコールワット（2002,2004〜2005）
イオン・シアヌーク博物館（2007,2009）
チャウスレイ・ヴィヴォル遺跡（2010〜2011）
タケオ（2015〜2017）

マレーシア

インドネシア
ジャカルタ（2011〜2013,2018〜）

パートナーシップ

ボルネオ（2004,2008）
クアラルンプール（2004,2008〜2009）
サバ州（2011）
ペラ州ビドー（2014,2019）

ケニア
ケニア（2006）

オーストラリア
タスマニア（2007）
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新たな森づくり

イオンの森づくり

イオンの森づくり
苗木の里親プロジェクト

「植える」活動に加え、「育てる」「活かす」活動にも取り組んでおり、そのひとつが

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、社会も生活も大きく変わるなか、植樹地
に出向かずに森づくりに参画可能な活動として、「苗木の里親プロジェクト」を実施しま

を迎えた町有林の木を中学校の建設材に活用するとともに、伐採跡地に、地域に自生する

した。これまでともに森づくりに取り組んできた地域ボランティアの皆さまにイオンの森

樹種を植樹しています。また森を中心とした環境教育への取り組みとして、綾ユネスコ

に植樹する予定の苗木をお預けし、自宅や学校等で約１年間育てて頂いています。

エコパークセンターでの教育の他、リモートセンシングを活用した森の状態を把握するため

助成

ユネスコ工コパークとして登録されている宮崎県綾町と連携した森づくりです。伐採時期

の調査も実施しています。
2020 年 12 月に「綾町イオンの森」において森の炭素蓄積量の調査を、綾ユネスコエコ
パーク、綾中学校、一般社団法人リモート・センシング技術センターとともに実施しま
した。綾町立綾中学校の１年生 64 名が位置情報取得可能なタブレットを携えて森に入り
ドローン観測画像から調査対象樹木を探し、樹種・樹高・幹の周囲長を測定して、タブレット
のアプリに記録しました。測定結果とドローン観測画像から取得した情報を合わせて、森
環境教育

全体の炭素蓄積量を算定しました。生徒たちは、この活動を通じて森の状態を「測る」
仕組みと、森づくりの大切さについて学習しました。

神田外語大学

各地との連携
宮崎県綾町イオンの森づくり植樹

町有林の木材で建設された綾中学校

持続可能な地域社会の発展と実現に貢献するため、地方行政と連携し、新たな「イオンの
森」づくり、「イオンの里山」づくりに取り組んでいます。

パートナーシップ

石川県白山市立白峰小学校

2020 年からスタートした「君津イオンの森（千葉県君津市）
」では、森を再生するとともに
小中学生をはじめ地域ボランティアの皆さまを対象に、様々な森林体験を通じ、森との
ふれあいや環境教育の機会を創出します。
また、2021 年からスタートする「白山の森（石川県白山市）」では、環境と経済が両立
した地域循環共生圏の考えのもと「イオンの里山」づくりを推進してまいります。

綾ユネスコ工コパークセンターでの環境教育
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炭素蓄積量の調査
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助成

助成団体の活動紹介（第 29 回）

設立以来、かけがえのない豊かな自然環境を守り、持続可能な社会の構築を目指し
世界各地で環境活動に積極的に取り組んでいる団体を対象に活動費の一部を助成する活動

植樹

イオンの森づくり

助成事業の詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

里地・里山・里海の保全・河川の浄化

です。

年度

件数

総額

年度

件数

総額

59 件

8,164 万円

第 16 回

2006 年

121 件

14,850 万円

第 2 回

1992 年

74 件

8,003 万円

第 17 回

2007 年

116 件

10,000 万円

第 3 回

1993 年

75 件

8,000 万円

第 18 回

2008 年

93 件

9,625 万円

第 4 回

1994 年

86 件

7,930 万円

第 19 回

2009 年

62 件

6,950 万円

第 5 回

1995 年

87 件

7,900 万円

第 20 回

2010 年

65 件

6,755 万円

第 6 回

1996 年

112 件

8,000 万円

第 21 回

2011 年

60 件

6,494 万円

第 7 回

1997 年

138 件

10,000 万円

第 22 回

2012 年

73 件

8,611 万円

第 8 回

1998 年

129 件

9,950 万円

第 23 回

2013 年

107 件

9,865 万円

第 9 回

1999 年

130 件

10,000 万円

第 24 回

2014 年

102 件

9,974 万円

第 10 回

2000 年

147 件

9,930 万円

第 25 回

2015 年

80 件

9,290 万円

第 11 回

2001 年

184 件

9,920 万円

第 26 回

2016 年

99 件

9,797 万円

第 12 回

2002 年

137 件

10,000 万円

第 27 回

2017 年

102 件

9,500 万円

第 13 回

2003 年

102 件

9,910 万円

第 28 回

2018 年

102 件

9,088 万円

第 14 回

2004 年

155 件

14,940 万円

第 29 回

2019 年

111 件

9,691 万円

第 15 回

2005 年

151 件

14,842 万円

第 30 回

2020 年

94 件

9,198 万円

特定非営利活動法人 戸隠森林植物園
ボランティアの会 ( 長野県 )

特定非営利活動法人 森林ボランティア
竹取物語の会（大阪府）

地域の自然環境の保全活動や社会教育に関する事業
を実施。植樹や下刈りを行う「戸隠ふれあいの森」
事業を行うとともに、様々な「自然観察会」を開催。

里地・里山での環境との共生活動、地域の環境
保全活動を継続。竹林や檜人工林の間伐、枯れ
コナラの伐採、竹炭・竹酢液・竹紙・竹チップ
の生産などを行うとともに、里山から学び、里山
を活用する様々な活動を実施。

自然環境教育

野生生物・絶滅危惧生物の保護
パートナーシップ

1991 年

環境教育

第 1 回

累計

助成

助成実績

件数 3,153 団体
総額 28 億 7,177 万円（2021 年 2 月現在）

第 31 回イオン環境活動助成公募の概要
募集開始：2021 年６月

日の出ネイチャークラブ（東京都）

坂月川愛好会 ( 千葉県 )

助成対象：「持続可能な社会のための環境活動」に積極的に取り組んでいる団体

自然を愛する心を育むことを目的として自然に
親しみ、理解を深めるための活動を実施。小中高
生たちを対象にした、観察会・学習会・展示会
生物調査などを実施。

生活排水により汚濁した坂月川で、大型廃棄物の
回収を含む河川清掃活動、水質調査や生物調査な
どを実施。自然環境保護、希少生物保護活動なら
びに広報活動、啓蒙活動を実施。

活動期間：2022 年 4 月 1 日〜2023 年 3 月３１日までの活動費の一部を助成
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環境教育

イオンの森づくり

環境教育活動の詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

イオン未来の地球フォーラム

環境への関心を高め、将来グローバルなステージで活躍する環境分野の人材育成を目的と
して、環境教育に取り組んでいます。

アジア学生交流環境フォーラム（ASEP）
アジア各国の大学生が集い、各国の自然環境や価値観
の違いを学びながら、地球環境問題について国境を
越えて討議、提言を行っています。これまでに 10 ヵ国

助成

東京大学未来ビジョン研究センターと国際研究機関「フューチャー・アース」との連携
で、「いま次世代と語りたい未来のこと」というテーマで、2017 年から実施している
フォーラムです。有識者による基調講演と高校生や大学生を交えた対話型パネルディス
カッションを実施することで、世代や立場を越えた情報・意見交換を行うとともに
地球の環境課題について理解をより深めています。

のべ 591 名の大学生が参加しました。
これまでの
開催国

第１回
第２回
第３回
第４回

2012 年
2013 年
2014 年
2015 年

日本
韓国
中国
ベトナム

第５回
第６回
第７回
第８回

2016 年
2017 年
2018 年
2019 年

日本
日本
マレーシア
カンボジア

第1回

フィールドワーク

第4回

グループディスカッション

第
第
第
第
第

1回
2回
3回
4回
5回

開催挨拶

2017
2018
2019
2020
2021

年
年
年
年
年

第4回

パネルディスカッション

2 月 25 日（土）「地球と人の健康」
1 月 20 日（土）「持続可能な消費と生産」
2 月 2 日（土）「自然の恵み」
2 月 1 日（土）「海の環境と資源を守る」
2 月 6 日（土）「ポストコロナの持続可能な未来」

持続可能な地域づくりの実現に向け一般財団法人リモート・センシング技術センター
(RESTEC) と連携協定を締結。リモート・センシング技術を活用した衛星画像データに
より、森林減少、地球温暖化、大気汚染などさまざまな環境問題を把握、理解し、地域
の持続的発展のための解決案を考える環境教育を実施しています。
フィールドワーク

第８回

パートナーシップ

リモート・センシング技術センターとの連携による環境教育

第7回

環境教育

これまでの
フォーラム

第2回

開講式

第９回 ASEP（2021 年）開催概要
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日程

2021 年 8 月9日(月）～８月11日(水)オンラインにて開催

参加校

王立プノンペン大学（カンボジア）、清華大学（中国）、インドネシア大学（インドネシア）、
早稲田大学（日本）、高麗大学校（韓国）、マラヤ大学（マレーシア）、ヤンゴン経済大学
(ミャンマー）、チュラロンコン大学（タイ）、ベトナム国家大学ハノイ校（ベトナム）、
フィリピン大学（フィリピン）計 10 校

イオンモール幕張新都心店

エコプロ 2019
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パートナーシップ
世界各地の国際機関、行政、大学、研究者を含め、多様なステークホルダーと連携し
最先端の科学技術を活用した環境活動を行っています。

イオンの森づくり

生物多様性アワードの詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

歴代受賞者
第１回（2010 年）

国際生物多様性年特別賞

国連環境計画 生物多様性条約事務局との連携
生物多様性の保全と持続可能な利用の推進を目的として、
「生物多様性みどり賞（国際賞）
」
保全活動が認められる個人・団体を顕彰しています。

ジャン・ルミール氏
生物学者、探検家、映画製作者
（カナダ）

生物多様性みどり賞（国際賞）

グレッチェン・C・デイリー氏

スタンフォード大学 教授（アメリカ）

エミル・サリム氏
元インドネシア人口・環境大臣
（インドネシア）

アンゲラ・メルケル氏

助成

と「生物多様性日本アワード（国内賞）」の 2 つのアワードを創設し、隔年で顕著な環境
ドイツ連邦共和国 首相（ドイツ）

第 2 回（2012 年）

「国際生物多様性年」であった 2010 年、当財団が 20 周年を迎えたことを記念して本賞を創設

催 国連環境計画生物多様性条約事務局
援 環境省
象 生物多様性の保全と持続可能な利用に
貢献する環境活動家
顕彰内容 受賞者３名 副賞 10 万 US ドル

2020 年受賞者

フアン・カルロス・カスティーリャ氏
チリ カトリカ大学 生態学部 教授（チリ）

ロドリゴ・ガメス = ロボ氏
コスタリカ生物多様性研究所（インビオ）代表
（コスタリカ）

ボ・クイ氏

ベトナム国家大学ハノイ校 自然資源管理・
環境研究センター名誉総長（ベトナム）

第３回（2014 年）

カマル・バワ氏

アショーカ生態学環境研究トラスト
（ATREE、インド）代表
マサチューセッツ大学 ボストン校 特別教授（インド）

アルフレッド・オテング＝イエボア氏

ビビアナ・ヴィラ氏

ユーリ・ダーマン氏
世界自然保護基金ロシア
アムール支所 所長（ロシア）

ヴァンダナ・シヴァ氏

アサド・セルハル氏

アブドゥル・ハミド・ザクリ氏

ガーナ生物多様性委員会 議長（ガーナ）

ビクーニャ／ラクダと環境 学際研究プロジェクト (VICAM) 代表
アルゼンチン学術研究会議 (CONICET)
主席研究員（アルゼンチン）

パートナーシップ

第４回（2016 年）

アルフォンソ・アギーレ＝ムーニョス氏
島嶼（とうしょ）生態系保全グループ
事務局長（メキシコ）

ポール・エベール氏
カナダ ゲルフ大学
統合生物学部 教授（カナダ）

DNA 情報に基づき、あらゆる生命体を
適切な生物種に識別する１千万件以上の
「DNA バーコード」の開発に取り組み
生物多様性をより身近なものとしました。

メリーナ・サキヤマ氏
「生物多様性グローバルユース
ネットワーク（GYBN）
」
共同創設者（ブラジル）
自然と共生する未来を創るため、若者と
その組織のエンパワーメントを目的とし
た国際的な連合を構築し、様々な問題解
決に向け国境を越えた活動を展開してい
ます。

ウィルシー・エマニュエル・ビニュイ氏
環境活動団体「カメルーン ジェンダー
環境ウォッチ (CAMGEW)」
創設者（カメルーン）
「地球環境で考え、地域で行動しよう」を体
現するため、地域社会を巻き込んで種子や
苗の収集、苗床開発、森林パトロールの組
織化を図り、森林の保全と再生に取り組ん
でいます。

環境教育

共
後
対

ナウダーニャ 創設者・代表（インド）

第 5 回（2018 年）

キャシー・マッキノン氏

国際自然保護連合 (IUCN)
世界保護地域委員会（WCPA）議長（イギリス）

レバノン自然保護協会（SPNL) 事務局長
（レバノン）

前マレーシア首相付科学顧問（マレーシア）
※所属はすべて受賞当時のものです
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パートナーシップ
生物多様性日本アワード（国内賞）
「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）
」を契機に 2009 年に創設
後
対

第 1 回（2009 年）
NPO 法人 アサザ基金（茨城県）
および関係企業等
地域企業との協働による
谷津田の保全

助成

援 環境省
象 生物多様性の保全、持続可能な利用、普及・啓発などに
取り組む日本国内の団体
顕彰内容 グランプリ１件 副賞 200 万円 優秀賞 4 件 副賞 100 万円

歴代グランプリ受賞団体

イオンの森づくり

生物多様性アワードの詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

2019 年第 6 回 受賞団体
グランプリ

ヨシでびわ湖を守るリエデンプロジェクト
株式会社コクヨ工業滋賀（滋賀県愛知郡）

優秀賞

認定 NPO 法人 宍塚の自然と歴史の会（茨城県土浦市）
生物多様性の保全と環境教育
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世界遺産白神山地ブナ林モニタリング調査会（宮城県）
世界遺産白神山地 ブナ林の 100 年モニタリング

愛知県岡崎市立 生平小学校（愛知県岡崎市）
つくろう、野鳥の楽園「バードピア生平」
愛鳥や里山保全の活動を通した自然との共生を図る児童の育成

第 4 回（2015 年）
一般社団法人 エゾシカ協会
（北海道）
エゾシカの先進的な資源的
活用促進事業

パートナーシップ

株式会社アレフ（北海道札幌市）
生物多様性に配慮した持続的なお米の仕入れ活動

第 3 回（2013 年）
特定非営利活動法人 田んぼ
（宮城県）
津波に被災した田んぼの
生態系復元力による復興

環境教育

琵琶湖のヨシ刈りや外来魚駆除などの活動を通
じて地域の自然に関わり、その生物多様性の資
源保護のために地域と連携した取り組みを行っ
ています。更に、刈り取ったヨシの新たな活用
を実現したエコ文具「リエデンシリーズ」を開発
し、ビジネスで活かすという企業の CSV 事業
モデルとなる取り組みです。

第 2 回（2011 年）
日本雁を保護する会（宮城県）
湿地環境の指標種としての雁類
の保護およびその生息環境の
保全・復元と人間との共生を
めざす活動

第 5 回（2017 年）
NPO 法人 黒潮実感センター
( 高知県 )
「高知県西南端柏島・島が丸ごと
博物館 ( ミュージアム )」
持続可能な里海づくり
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パートナーシップ
早稲田大学との連携

イオン

とわ

2020 年、時代に即した環境課題の解決を目指すため早稲田大学と連携し、「AEON TOWA
リサーチセンター」を設立しました。当財団と早稲田大学、双方のこれまでの経験や知見
学術研究を結合し、環境をはじめとした地域課題対応や人材育成など新たな価値を創造す

日本ユネスコエコパークネットワークとの連携

イオンの森づくり

連携事業の詳細は
ホームページにて
ご覧いただけます。

2017 年、日本ユネスコ工コパークネットワークと国内初となる携定を締結しました。
「生態系の保護保全のみならず、自然と人間社会の共生に重点を置く」というユネ
スコエコパークの理念に賛同し、さらなる発展に向けて取り組んでいます。
助成

ることで、持続可能な社会の実現を目指していくものです。森づくり、地域づくり、人づ
くりに取り組み「地球環境の持続性」「人と生活の持続性」「地域社会の持続性」という観
点から、新たな「イオンの里山」の構築を目指します。

「イオンの里山」の定義・構築を目指す

みどりとふれあうフェスティバル
（東京都立日比谷公園）

エコメッセ 2019in ちば
（幕張メッセ）

ユネスコエコパークのゾーニング
3つの機能

イオンの里山
人の営みを含めた
持続的な社会の連関

※リサーチセンター名の TOWA の TO はセンター設立を提唱したイオン名誉会長の岡田卓也、WA は早稲田大学、
そして TOWA は「永遠」という事で、イオンのラテン語表記の意味を含んでいます。
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1

保全機能

（生物多様性の保全）

3つの地域（ゾーニング）

パートナーシップ

南アルプスユネスコエコパークフェア
（イオンモール甲府昭和）

環境教育

志賀高原ユネスコエコパークフェア
（イオンモール松本）

核心地域
厳格に保護 長期的に保全

緩衝地域

2

経済と社会の
発展

核心地域保護のための緩衝的地域
教育 研修 エコツーリズム

3

学術的研究支援

人が生活し、
自然と調和した
持続可能な発展を実現する地域

移行地域
資料提供：日本ユネスコ国内委員会
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イオン環境財団のあゆみ
詳細はホームページにて
ご覧いただけます。

イオン環境財団 30 年のあゆみ
1990

1995

設立

2000

2005

10周年

2010

2015

20周年

2020

30周年

千葉県九十九里浜

北海道知床
宮城県
石巻市

三重県四日市市

イオンの
森づくり

中国 万里の長城

助成

中国 万里の長城 万里の長城
100 万本記念植樹

中国 万里の長城

マレーシア

イオンの累計植樹本数
1000 万本達成 記念植樹

ケニア

マレーシア

宮崎県綾町イオンの森づくり

ベトナム ハノイ

インドネシア ジャカルタ

カンボジア プノンペン

第1回

第 30 回
生物多様性日本アワード
第1回

アジア太平洋環境会議の共催

第7回

国連環境開発会議（地球サミット）
への支援・理事長参加
生物多様性みどり賞

パートナー
シップ

第1回

第6回

日中環境国際シンポジウム
第1回
環境教育

第2回

第3回

第4回
アジア学生交流フォーラム (ASEP）
第1回

第 10 回

太陽光発電システム寄贈

イオン未来の地球フォーラム
第1回
23

第5回
24

イオン環境財団 30 年のあゆみ
1990年
12月
1991年
1月

●イオングループ環境財団
（現公益財団法人イオン環境財団）設立発起人会開催
●財団設立認可…岡田卓也よりジャスコ㈱
（現イオン㈱）の株式300万株と二木英徳より同株式100万株

安田敬一から1,000万円を基本財産として寄付を受け、設立

●
「地球温暖化アジア太平洋セミナー」へ支援

3月 ●「ワシントン条約締結国会議開催記念フォーラム」に協賛
●日本国際ボランティアセンター(JVC)がタイ・チャイヤプーン県での村落開発と連携した
「植林開発プロジェクト」へ支援（〜1993年）
4月 ●タイのアジア工科大学（AIT）
で「イオングループ環境工学講座」を開設（〜1995年）
7月 ●「助成先公募」を開始 環境保全活動を行う団体を支援、以降、毎年実施
●
「アジア太平洋環境会議（エコ・アジア 91）」の共催（1991、1993〜1998年）
1992年
4月 ●「地球環境賢人会議」へ支援
6月 ●「国連環境開発会議（地球サミット）」へ支援、岡田卓也理事長がパネラーとして参加
7月 ●「地球環境問題を考える為のキャンペーン音楽会」へ支援（〜1993年）
10月 ●「特定公益増進法人」認可
●
「CO2削減第2回国際ワークショップ」に協賛
1993年
1月 ●「分収造林事業」を熊本県水俣市で実施（〜2000年）
4月 ●世界資源研究所（WRI）の環境指標作成プロジェクトへ支援（〜1995年）
8月 ●地球環境保全のために、
アメリカ・ボストン市内チャールズ河畔に桜500本を植樹
10月 ●「国際環境技術移転センター
（以下、ICETT）環境技術移転研修」を支援（〜2001年）
●
「日中環境国際シンポジウム」を開催（1993、1995、1997、2015年）
1994年
4月 ●タイのアジア工科大学（AIT）
で「イオングループ環境工学講座」へ継続支援（1991〜1995年）
6月 ●「アジア太平洋環境会議（エコ・アジア 94）」の共催
12月 ●「東アジア地域湿地シンポジウム」の共催
1995年
2月 ●イオングループ環境財団設立5周年記念式典
記念講演 テーマ「人類文明を問い直す」 講師 梅原猛（哲学者)
3月 ●「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
（EANET）」へ支援（〜1995年11月、1998〜1999年）
6月 ●タイ・ナコンラチャスィリマ県での植樹へ支援
9月 ●「第5回アジア太平洋環境会議」へ支援
11月 ●マレーシア･サバ州の荒廃地での「日本・マレーシア友好の森」植樹に協賛（〜1997年）
●
「環境にやさしいまち・くらし世界会議」へ支援
1996年
2月 ●イオン1％クラブと
「香港 小さな大使」の共催
5月 ●「中国都市大気汚染対策国際セミナー」を開催
6月 ●タイ・ラチャブリ県で国王在位50周年を記念し、森林減少阻止のために植樹の共催
7月 ●インドネシア・ロンボク島の荒廃地での「日本・インドネシア友好の森」植樹に協賛（〜1998年）
●
「第2回東アジア国立公園保護地域会議」へ支援
8月 ●「こどもエコクラブ」地域交流会及び研修会へ支援（〜1997年）
11月 ●「こどもエコクラブアジア会議」の共催（1996、1998年）
●
「日米環境教育シンポジウム」に協賛
1997年
1月 ●「こどもエコ絵画交流展」の共催（〜2002年）
4月 ●ベトナムのメコン川流域トラム・チム自然保護区の保全へ支援
7月 ●「こどもエコクラブ全国交流大会」へ支援
9月 ●「ベトナムの中・大型肉食獣の保護計画策定」へ支援（〜1999年）
1998年
1月 ●イオン1％クラブと
「ペルー・小さな大使」の共催
7月 ●「中国万里の長城 森の再生プロジェクト」
（〜2000、2003〜2005、2007〜2010年）
9月 ●「APEC環境教育シンポジウム」の共催
●
「こどもエコクラブ」活動へ支援
10月 ●「アジア太平洋温暖化対策統合モデルトレーニングワークショップ」の共催
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1999年
1月 ●「アジア太平洋環境サミット」へ支援、岡田卓也理事長が「コーポレートシチズンシップ」をテーマにスピーチ（1999、2001、2003年）
2月 ●イオン1％クラブと「中国・小さな大使」の共催
4月 ●グランドワーク地域組織による地域改善に協賛
6月 ●タイ・ペチャプリ県ホアヒンでの「タイ王家森林再生プロジェクト」へ支援
●ベトナム・ハイフォン市郊外キャットバ島の荒廃地での
「日本・ベトナム友好の森」植樹に協賛（〜2001年）
●
「世界環境デー」記念フォーラムに協賛
●
「こどもエコクラブアジア太平洋会議」の共催（1999、2001年）

8月 ●里山保全プロジェクトを全国各地20カ所で実施（〜2001年）
12月 ●「APEC諸国の環境教育の現状と将来」ワークショップ開催へ支援
2000年
1月 ●ICETTと「産業公害防止に関する海外研修事業」の共催
9月 ●イオングループ環境財団設立10周年記念式典

記念講演 テーマ「人間と自然について」 講師 河合隼雄（心理学者）

●
「NGOシンポジウム」
・
「アジア太平洋地域ユース・コーカス」の共催

10月 ●「ICETT 10周年記念シンポジウム」の共催
2001年
8月

●岡田卓也より基本財産としてイオン㈱の株式500万株の寄付
●財団法人イオン環境財団に名称変更
●
「アジア湿地シンポジウム」の共催

11月 ●「環境再生に向けたNGO国際ワークショップ」の共催
●
「エメックス会議NGOフォーラム」の共催

2002年
3月

●イオン1％クラブと
「マレーシア・小さな大使」の共催
●世界遺産のカンボジア・アンコールワット周辺で植樹
（2002、2004〜2005年）
●
「こどもエコクラブ全国大会」の共催

8月 ●「ヨハネスブルグ宣言」が採択されたヨハネスブルグ・サミットのNGOからの情報発信へ支援
9月 ●北海道斜里町の「しれとこ100平方メートル運動」に参加し、知床で植樹（〜2006年）
●タイ・バンコクでのICETT環境技術移転研修や調査へ支援

10月 ●イオン1％クラブと「インドネシア・小さな大使」の共催
2003年
5月 ●（社）国土緑化推進機構と共催で、キコリ・鷹匠・炭焼き等名人の実演や写真で紹介した「森の名手・名人展」を全国10カ所で開催
10月 ●国際保護鳥に指定されているトキの野生復帰をめざし佐渡トキの森植樹を実施
11月
2004年
9月
10月

●2002年4月の大火事により失われた森の再生のために岐阜県各務原市で植樹
（〜2004年）
●ベトナム・ハノイでのICETT環境技術移転研修や調査へ支援
（〜2004年）

●マレーシア・クアラルンプール郊外のウエットランド自然保護区で植樹
（2004、2008〜2009年）
●オランウータンの森を守るために、
マレーシア・ボルネオ島で植樹（2004、2008年）
●里親契約を締結した長野県上田市、
松本市で植樹（〜2006年）
●松喰い虫による被害が拡大している石川県の加賀海岸で植樹
（〜2006年）
●イオン㈱の株式分割により基本財産の有価証券が18,652千株に変更

2005年
6月 ●酸性雨や松喰い虫の被害を受けた秋田下浜海岸で植樹（〜2009年）
7月 ●「こども環境サミット2005年」へ支援
9月 ●全国416カ所のイオンの店舗周辺にある学校、公共施設などで財団設立15周年記念国内植樹を実施
10月 ●自然環境に触れながら自らの手で森林を育てる環境林づくりのために和歌山県紀の川市で植樹（〜2006年）
●台風被害地の森の再生のために三重県宮川村で植樹
（〜2009年）

11月
2006年
2月
4月
11月

●中国山東省青島市城陽区ラオ山ダム周辺を市民の憩いの場とするために植樹
（〜2007年）
●スマトラ沖地震で津波の被害を受けたタイ・プーケットで植樹
（2005、2007年）
●イオン環境財団設立15周年記念式典

記念講演会 テーマ「環境と平和」 講師 ワンガリ・マータイ
（ノーベル平和賞受賞者）

●岡田卓也より基本財産としてイオン㈱の株式150万株の寄付

●四日市市水沢桜地区の
「四日市サイクル・スポーツフェスティバル」のレースコース沿いに桜を植樹（〜2008年）
●2月の記念講演をきっかけに、
ケニア・ナクル郊外の伐採跡地で植樹
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2007年
3月
4月
5月
6月
9月
11月
2008年
10月
11月

●愛知県岡崎市おおだの森を市民が憩う桜の名所にするために植樹
（〜2009年）
●ゴミ処理場跡地を市民の憩いの場とするために沖縄で植樹
（〜2009年）
●人の手が入らず荒廃が進む里山を再生するために鳥取市若葉台で植樹
（〜2009年）
●2004年9月の台風18号により被害を受けた北海道支笏湖周辺で植樹
（〜2011年）
●2006年の山火事により木々が焼失した香港の大欖郊野公園において植樹
●彩のある里山の復活のために大阪府茨木市で植樹
（2007年）
●里山の大切さを学び四季折々の花と緑を楽しめる丘をめざし群馬県太田市の
「ピクニックの丘」で植樹
●石川県かほく市
「河北潟の公園」を市民が憩う桜の名所とするために植樹
●伐採され低灌木だけとなった里山の再生のために中国山東省煙台市で植樹
（2008〜2009、2011年）
●イオンの持っているネットワークを活用し、
広く日本の市民の人たちに環境問題の啓蒙のため、
イオン

創業250周年記念講演会に共催 テーマ「不都合な真実」 講師 アル・ゴア
（元アメリカ副大統領）

2009年
3月 ●ラオス・ビエンチャン市郊外ダムサイトの森林再生のために植樹（〜2011年）
5月 ●岡田卓也理事長が「北京市栄誉市民」の称号受賞
8月 ●「COP10アジアユース会議」へ支援
9月 ●日本の中学校へ太陽光発電システムを寄贈（〜2011年）
10月 ●「生物多様性日本アワード
（国内賞）」を創設 第1回授賞式を名古屋市で開催 以降、隔年で実施

●2000年の噴火による溶岩流出・火山ガス噴出で、
立ち枯れとなった森林を再生するために三宅島で植樹（〜2011年）
●伐採され低灌木だけとなった里山の再生のために中国山東省威海市で植樹
（2009、2011年）

2010年
3月 ●カンボジアのアンコール遺跡群チャウスレイ・ヴィヴォル遺跡周辺で植樹（〜2011年）
4月 ●中国万里の長城での植樹100万本達成を記念し植樹
7月 ●ベトナム・フエ省郊外で海岸線の景観維持と海産物の保護のために植樹（〜2012年）
8月 ●「国際ユース会議」へ支援
9月 ●植樹活動支援 愛知県5カ所
●公益財団法人へ移行

10月 ●「生物多様性みどり賞（国際賞）」創設
第1回授賞式を名古屋市で、
受賞者フォーラムを東京で実施 以降、
隔年で実施
●
「国際子ども環境会議」へ支援

11月

●市民の憩う森の再生のために山形県南陽市で植樹
（〜2012年）
●イオン環境財団設立20周年記念式典

記念講演会 テーマ「課題先進国日本」 講師 小宮山宏（工学者）
●水源涵養林の再生のために長崎県南島原市で植樹
（〜2012年）
12月 ●岡田卓也理事長が「カンボジア王国 国際友好勲章 大十字型章」を受章

2011年
7月

●インドネシア・ジャカルタで洪水などの災害を防ぐためマングローブを植樹
（〜2013、2018〜2019年）
●アブラヤシのプランテーションの開発が進むマレーシア・ボルネオ島北部サバ州保護地域で植樹

11月 ●新たな名古屋港の拠点エリアをめざし愛知県知多市の伊勢湾上の埋立地で植樹（〜2014年）
2012年
6月 ●森・川・海のつながりを活かしたまちづくりをめざす北海道むかわ町で植樹（〜2014年）
8月 ●「アジア学生交流環境フォーラム（ASEP）」を開始（2012年〜）
11月 ●宮城県石巻市で津波の被害を受けた公園に植樹
12月
2013年
4月
7月
9月
11月

●千葉県浦安市で東日本大震災で噴出した大量の土砂などを活用し植樹
（〜2015年）
●三重県紀北町で土砂崩れなどの災害を防ぐために植樹
（〜2014年）
●地球にやさしい作文・活動報告コンテストの共催
（〜2015年）
●マレーシアの中学校へ太陽光発電システムを寄贈

2014年
3月 ●ベトナム・ハノイ郊外のバ・ヴィ国立公園の豊かな自然の回復をめざし植樹（〜2016年）
4月 ●ベトナム・ホーチミン市の中学校へ太陽光発電システムを寄贈
5月 ●中国江蘇省蘇州市にて湖周辺の生物多様性を守るために植樹
9月 ●マレーシア・ビドーにて鉱山開発により荒廃した土地を蘇らせるため植樹（2014、2019年）
2015年
6月 ●北海道厚真町の水源涵養機能の回復をめざし植樹（〜2017年）

●カンボジア・タケオ州
「プノンタマウ野生生物保護センター」内の森林再生のために植樹
（〜2017年）

9月 ●イオン環境財団設立25周年記念

第4回日中環境国際シンポジウムを開催
（北京市）総括として
「イオン北京環境提議」を発表

2016年
3月 ●愛知県岡崎市の市制100周年記念事業「岡崎さくら100プロジェクト」に賛同し市民が集う桜の名所に
するために植樹
（〜2017年）

●イオン環境財団設立25周年記念式典

記念講演会 テーマ「環境と健康―宇宙からの貢献」講師 樋口清司（国際宇宙航行連盟会長）講師 向井千秋（元宇宙飛行士）

5月 ●千葉市で野鳥の森を再生するために植樹（〜2018年）
10月 ●宮城県亘理町で緑あふれる沿岸部の再生をめざし植樹（〜2018年）

●中国北京市密雲で市民の水資源を確保するために植樹
（2016、
2018年）
●中国湖北省武漢市の小中学校へ太陽光発電システムを寄贈
（〜2017年）

11月 ●大分県竹田市で森林資源の確保と再生のために植樹（〜2018年）
2017年
2月 ●「イオン未来の地球フォーラム」を開催（2017、2018、2019、2020年）
3月 ●ベトナム・ハノイ市の「ホアビン公園」を市民が集う桜の名所にするために植樹（〜2020年）
6月 ●岡田卓也理事長が「ハノイ市名誉市民章」を受章
8月 ●日本ユネスコエコパークネットワークとの連携協定を締結
9月 ●福島県いわき市で海岸防災林の再生をめざして植樹
11月 ●人と自然の共生が実現できる森への再生をめざし宮崎県「綾町イオンの森」で植樹（〜2019年）
12月 ●沖縄県糸満市の「平和祈念公園」を緑に親しみ平和への願いを新たにする場とするために植樹
2018年
6月 ●三重県松阪市で伐採跡地の森林再生をめざし植樹（2018年〜）
「全国植樹祭」に協賛
（2018年〜）
●

12月 ●香港特別行政区の小中学校へ太陽光発電システムを寄贈(〜2019年)

「嘉数高台公園」
で平和への願いを新たにし桜の名所とするために植樹
●沖縄県宜野湾市

2019年
4月 ●中国湖北省武漢市長江新城で市民が集う憩いの場となることを願い桜の植樹を実施
5月 ●2016年8月上旬からの降雨や台風による被害から、森の再生と水源涵養機能を回復するため、
北海道南富良野町で植樹を実施
（2019年〜）

7月 ●一般財団法人リモート・センシング技術センターと連携協定を締結
9月 ●宮城県石巻市の「石巻南浜津波復興祈念公園」で、海岸防災林の再生をめざし植樹（2019年〜）
11月 ●千葉県九十九里浜で、津波や台風、病虫害の被害にあった海岸防災林の再生をめざし植樹（2019年〜）
12月 ●「第43回全国育樹祭OKINAWA2019」に協賛
2020年
6月 ●世界環境デーの取り組みを実施
9月 ●早稲田大学と連携体制を発足し「AEON TOWAリサーチセンター」を設立
10月 ●「苗木の里親プロジェクト」を開始
12月 ●「君津イオンの森」に関する協定締結を実施
2021年
1月 ●「白山の森」に関する共同宣言を発表

●ミャンマー・ヤンゴン郊外の湖周辺の森の水源涵養機能を取り戻すために植樹
（〜2018年）
●中国万里の長城にて、
日中国交正常化40周年の記念事業として育樹
●イオンの累計植樹本数が1,000万本に達したことを記念し植樹
●大規模な照葉樹林がありユネスコエコパークとして登録されている宮崎県綾町で植樹
（〜2015年）
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SDGs への取り組み
イオン環境財団の各事業は「持続可能な開発目標 (SDGs)」に合致した取り組みとなって
います。植樹活動をはじめとした自然資本の保全を中心に、多様なステークホルダーの
皆さまとの連携により、より幅広い環境活動を展開しています。

2021 年 1 月 19 日現在

役員・評議員
理事長

岡田

卓也

評 議 員
イオン株式会社 名誉会長相談役

副理事長

岡田

元也

イオン株式会社
取締役兼代表執行役会長

専務理事

山本

百合子

岡田

康彦

弁護士法人 北浜法律事務所 代表社員
元環境省 事務次官

北村

正任

毎日新聞社 名誉顧問

肥塚

雅博

株式会社ソシオネクスト
代表取締役会長 兼CEO

末吉

竹二郎

国連環境計画・金融イニシアチブ 特別顧問
WWFジャパン 会長

鈴木

悌介

鈴廣かまぼこグループ 代表取締役副社長
一般社団法人 エネルギーから経済を考える
経営者ネットワーク会議 代表理事

但木

敬一

T&Tパートナーズ法律事務所 代表弁護士
元東京高等検察庁 検事総長

塚本

隆史

みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問
イオン株式会社 取締役

速水

亨

速水林業 代表

松浦

晃一郎

第8代ユネスコ 事務局長
一般社団法人アフリカ協会 会長
株式会社パソナグループ 顧問

宮村

智

元駐ケニア共和国 特命全権大使

森

美樹

イオン株式会社 相談役

安田

敬一

公益財団法人安田教育振興会 理事長

理事

岩槻

邦男

東京大学 名誉教授
兵庫県立人と自然の博物館 名誉館長

歌田

勝弘

元味の素株式会社 名誉会長

田中

賢二

学校法人佐野学園 副理事長

丹羽

宇一郎

公益社団法人 日本中国友好協会 会長
伊藤忠商事株式会社 名誉理事
元中華人民共和国 駐箚特命全権大使

樋口

清司

元国際宇宙航行連盟 会長
元宇宙航空研究開発機構 副理事長

廣中

和歌子

公益社団法人 環境生活文化機構 会長
地球環境行動会議 相談役
元環境庁長官

二木

英徳

イオン株式会社 名誉相談役

南川

秀樹

日本環境衛生センター 理事長
元環境省 事務次官

行天

豊雄

公益財団法人 国際通貨研究所 名誉顧問

常盤

敏時

元イオン株式会社 取締役会議長

監事

（敬称略・五十音順）

SDGs ウェディングケーキ
人間社会と経済活動の持続可能性は、地球環境に支えられていることを説明した図です。
SDGs Wedding Cake
原図（Graphics by Jerker Lokrantz/Azote）の考案者：Johan Rockström & Pavan Sukhdev に許諾を得て MS＆AD インターリスク総研株式会社が加筆
（不許複製・禁無断転載）

基本財産
イオン株式会社 株式 21,781,700 株
時価評価額 769 億 9,830 万 9,500 円
（2021 年 2 月 19 日時点）
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