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イオン環 境 財 団は 、
地 球 環 境 課 題に取り組 み 、
持 続 可 能な社 会の 実 現を目指します。
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ご挨拶

設立主旨

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

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

社会に貢献する」
というイオンの基本理念のもと、日本で初めて、地球環境をテーマにした
企業単独の財団法人として、1990年に設立されました。30年以上にわたりご支援ご協力

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。

頂いた皆さまに厚く御礼申し上げます。

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

さて当財団は、
これまで、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

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

計画生物多様性事務局との連携をはじめとした諸活動を展開するとともに、時代とともに
変化する環境課題に応じた事業を継続、実施してまいりました。
当 財 団の代 表 的な事 業 活 動が植 樹 活 動です。世 界 各 地の市民ボランティアの皆さまと

のです。
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。

ともに、伐採や自然災害等で荒廃した地に植樹してみどりの再生を計り、
イオンの累計植樹
本 数は1 , 2 4 1 万 本を越えました。植 樹 地ではみどりが再 生し、多 様な生 物が宿るいのち
あふれる森へと変 貌を遂げており、現 在では、木を植えるとともに、木を育て、木を活かす
活動へと発展し、地域に密着した多面的な環境活動を行っております。
これからは活動をさらに進化させ、持続可能な地域の実現を目指して、自治体、行政機関、
大 学 、国 際 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。ひとと
自然が共生する従来の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

イオンの基本理念
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。

地 域 循 環 共 生 圏の考えのもととなる、新たな「 里 山 」づくりに挑 戦してまいります。そして
この挑戦に向け、同じ志をもつ世界各地の多様なステークホルダーの皆さまとの連携を、
より一層強化してまいります。
ひとつしかない美しい地球を次代に引き継ぐことは、今を生きる私共の使命でもあります。
この 使 命 の 達 成 のため、当 財 団は今 後も、地 球 市 民として、皆さまとともに、
さまざまな
環境活動を積極的に推進してまいります。

平 和

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

お客さまへの貢献を永遠の使命とし、
最もお客さま志向に徹する企業集団です。

人 間

地 域

公益財団法人イオン環境財団 名誉理事長

「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。
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事業分野紹介
美しい地球を次代に引き継ぐために、地球環境の保全に貢献するさまざまな活動を行っています。

植樹

環境教育

自然 災 害 や 伐 採などで失われた森 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、世界各地のボランティアの皆さまとともに植樹活動を行っています。

助成

P19-24

パートナーシップ・顕 彰

世界各地で環境活動に積極的に取り組む非営利団体を助成し、支援しています。

自治体、大学、民間団体など、多様なステークホルダーと連携して、環境課題に取り組んでいます。
P15-18

05

環境への関心を高めるため、気づきの場を提供し、様々な啓発・啓蒙活動に取り組んでいます。

P07-14

また、賞を創設し、顕著な功績が認められる個人・団体を顕彰しています。

P25-30
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植樹
自然災害や伐採などで失われた森林の再生、
防災林の再生、
地球温暖化防止の向上などを目指し、
世界各地のボランティアの皆さまとともに
植樹活動を行っています。

「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

1,241万
3つの活動によるイオンの植樹累計本数（2022年2月末現在）

約
07

本
08

植

樹

国内植樹

秋田県

各地方行政と連携し、
「イオンの森」づくりに取り組んでいます。地域のボランティアの皆さまを

山形県

対象に、植樹をはじめ、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。
宮城県 亘理町

北海道

・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〜）
・厚真町さくら植樹（2021〜）

・下浜海岸（2005〜2009）

新潟県

・南陽市（2010〜2012）

・佐渡トキの森づくり
（2003）

北海道 厚真町

長野県

・上田市・松本市（2004〜2006）

岐阜県

宮城県

・各務原市（2003〜2004）

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

石川県

大阪府

東日本大震災により失われた海岸防災林の再生を

植樹地の厚真川上流部周辺は、
レジャー施設の跡地

目指し、現地のNPO団体や樹木医等との協議で

が残され、表土が荒廃し、土壌の水源涵養機能が低

樹種を選定しました。災害後に地域の子どもたちが

下していました。防災上の観点からも回復が望まれてき

近隣の山林から採種して育てたクロマツ、
コナラな

たことを受け、
水資源を安定的に確保できる土地の再

どの苗木、合計44,500本を3年間で植樹しました。

生を目指し、
3年間で合計16,400本を植樹しました。

千葉県 君津市

沖縄県 糸満市
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国有林内で、伐採跡地の森林再生のために地域

平和祈念資料館をはじめ、平和の礎や慰霊塔など
があり、国 内 外から多くの人々が訪れ平 和を願う

学 習 の 場を提 供するとともに、企 業 の 従 業 員が

象徴的な場となっている平和祈念公園で植樹を行い

そこで環境活動や社会貢献活動に取り組むモデル

ました。みどりに囲まれ、人々にいっそう親しまれる場

プロジェクトの森づくりです。

所となることを願い、合計5,300本を植樹しました。

福島県

・いわき市（2017）
・第69回全国植樹祭（2018）

・茨木市（2007）

鳥取県

・鳥取市（2007〜2009）

群馬県

大分県

・太田市（2007）

・竹田市
（2016〜2018）

千葉県

長崎県

・南島原市
（2010〜2012）

沖縄県

の自生種を植樹しています。地域の皆さまに環境

・加賀海岸（2004〜2006）
・かほく市（2008）
・白山市（2021〜）

・那覇市
（2007〜2009）
・糸満市（2017）
・宜野湾市（2018）
・第43回全国育樹祭
（2019）
・国頭村（2021〜）

宮崎県

・浦安市（2012〜2015）
・千葉市（2016〜2018）
・九十九里浜（2019〜）
・君津市（2021〜）
・鋸南町さくら植樹（2021〜）

和歌山県

・紀の川市
（2005〜2006）

東京都

・三宅島（2009〜2011）

三重県

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

・綾町（2013〜2015）
・綾町イオンの森づくり
（2017〜2019,2021）
・綾町さくら植樹（2021〜）

愛知県

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

樹

海外植樹

中国

・万里の長城（1998〜2000,
2003〜2006,
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）
・北京市密雲区（2016,2018）
・湖北省武漢市（2019）

海 外のステークホルダーと連 携し、アジアを中 心に世 界 各 地で植 樹 活 動を行っています。
これまでに日本を含め、11ヵ国でそれぞれの地域に根差した木を植えてまいりました。
中国 万里の長城

インドネシア ジャカルタ

ベトナム

・フエ
（2010〜2012）
・ハノイ
（2014〜2016,2017〜）

1 9 9 8 年 、北 京 市 人民 政 府と協 同し、数 百 年に

経済成長と開発が続く影響で、沿岸部等の防災

わたる伐採によって森が消滅した万里の長城にて

林の立ち枯れが問題となっていました。当財団は、

「森の再生プロジェクト」
を開始しました。2010年

2011年〜2013年に第１期、2018年から第2期

までの期間、
日中ボランティア15,000名の皆さま

の植 樹を実 施し、これまでに現 地と日本のボラン

と共 に、合 計 1 0 0 万 本を植 樹し、2 0 1 3 年 には

ティア7,000名と共に、合計83,000本のマング

育樹を実施しました。

ローブを植樹しました。

ミャンマー ヤンゴン

ベトナム ハノイ
〔桜の植樹〕

香港特別行政区（2007）

ラオス

・ビエンチャン
（2009〜2011）

ケニア

・ナクル郊外（2006）

ミャンマー
・ヤンゴン
（2013〜2015,
2016〜2018）

タイ

・ラチャブリ県（1996）
・プーケット
（2005,2007）

カンボジア

・アンコール・ワット
（2002,2004〜2005,2007）
・シハヌーク・イオン博物館
（2007,2009）
・チャウスレイ・ヴィヴォル寺院
（2010〜2011）
・タケオ州（2015〜2017）

インドネシア

・ジャカルタ
（2011〜2013,2018〜）

マレーシア
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生 活 用の木 材として伐 採された森の再 生 、及び

2017年から、ハノイ市人民委員会が推進している

河川に流れ出る水の量を調整する、森の水源涵養

「ハノイ市100万本植樹計画」
に賛同し、
緑の再生と、

機能を取り戻すため、当財団はミャンマー環境保全

市民が集う新名所づくりを目的に、
ホアビン平和公園

森林省と協同し、2013年から植樹活動を開始しま

で桜の植樹を行ってきました。現地の環境に適用でき

した。2018年までの6年間で、両国のボランティア

る様、種からベトナム国内で育てたエドヒガンザクラを

6,200名と共に合計60,000本を植樹しました。

用いて、
これまでに合計2,350本を植樹しました。

・ボルネオ
（2004,2008,2011）
・パヤインダウェットランド保護区（2004,2008〜2009）
・ペラ州ビドー
（2014,2019）

オーストラリア

・タスマニア（2007）
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植

樹

イオンの里山づくり

コロナ下での植樹活動

2020年から、新たな取り組みとして「イオンの里山」づくりに着手しました。持続可能な社会の

社会も生活様式も大きく変わった中、大人数での植樹活動の実施が難しくなりました。そこで、各

実現に向け、各 地の伝 統 文 化 、地 形 、産 業 、歴 史を考 慮し、人と自然が共 生し、地 域が求め

地域の皆さまに、植樹地に出向かずに森づくりに参画頂けるプロジェクトを企画し、実施しました。

る「 里山づくり」に取り組んでいきます。

苗木の里親プロジェクト

■イオンの里山の事例
宮崎県 綾町
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30周年記念 植樹プロジェクト

長崎県 南島原市

町 全 体がユネスコエコパークに登 録されている

森 の 再 生と水 源 涵 養 機 能 の 取り戻しを目指し、

これまでに植樹活動に共に取り組んできたボラン

綾町では、2013年から植樹活動を開始し、現在は、

2010年から3年間で約4,000名のボランティア

ティアの皆さまに苗 木をお預けし、1 年 間自宅や

の意をこめて、スタートしました。各自治体や学校、

森を活用した環境教育や森の炭素蓄積量調査を

の 皆さまと共に、国 内では最 大 の 5 5 , 5 0 0 本 の

学 校 等で育てて頂 いた 後 、その 苗 木を全 国 の

イオン店舗と協力して、
さくらを中心に各地域に根

行っています。2021年は「綾町イオンの森」
を地域

植樹を行いました。そこから10年経過した現在は、

「イオンの 森 」に植 樹しました。里 親 の 皆さまの

差した苗木を植樹するとともに、地域緑化の一助

内外のより多くの方に楽しんでいただくために、
エリ

森が再生し、地元の方が森を利活用し、森からの

おかげで、本プロジェクトを通じて、植樹活動が途切

となることを願って市民の皆さまに苗木を贈る取り

アマップを制作し、散歩コースを提案しています。

恵みを受け取っています。

れることなく、継続実施しています。

組みです。

これまで当財団を支えてくださった皆さまへの感謝
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助成
環境活動に積極的に取り組む
非営利団体に対して、
毎年総額1億円の公募助成による
支援を行っています。

「特定非営利活動法人イカオ・アコ」による活動
フィリピン ネグロス島でマングローブの植林と環境教育を実施しています。

15
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助

成

助成

第30回助成先団体の活動紹介

「持続可能な社会のための環境活動」に取り組む非営利団体に向けて毎年公募を行い、審査に
よって決定された団体に対して、活動費の一部を助成しています。公募助成の基本テーマと活動分
野については、時代の変化に対応して変えています。

3,250

97 団体/総額 9,414万円
団体

基本テーマ

累計助成金額

活動分野

総額

29 6,591
億

「里山コモンズの再生」
（里地・里川・里湖・里海を含む）
の保全・維持・管理
①里山
②植樹を含む里山の修復

万円

第１回1991〜第31回2021年度/
（2022年2月現在）

活動分野

③野生動植物・絶滅危惧生物の保護
④自然資源の利活用

植樹

山・川・海の循環型の環境に安定した白神の里の暮らしを取り戻す
森里川海プロジェクトを目的として活動しています。
ブナの他にも
在来種を種から育て、
白神の森へ戻す活動も実施しています。

■特定非営利活動法人ちば環境情報センター
（ 千葉県 ）
活動分野

里山の保全・維持・管理

地 域 の 人 々と 共 に 自 然 観 察 会・ゴミ拾 い・畦 や 水 路 の
草 刈り・米 作りなどを通して、谷 津田や里 山の大 切さを伝えて
しています。

■群馬ナチュラリスト自然保護協議会（ 群馬県 ）

「地球の未来を守るために」

里山の保全・維持・管理

います。谷津田の自然を紹介する「 谷津田生きもの暦 」
も発行

⑤自然環境教育

■基本テーマ
第1回
（1991年度）
〜第12回（2002年度）

植樹

失われたブナ林を取り戻すべく地域の人々とブナの植林を行い、
第31回助成（ 2021年度 ）

累計団体数

■特定非営利活動法人白神山地を守る会（ 青森県 ）

第19回
（2009年度）
〜第28回（2018年度）

「生物多様性の保全と、持続可能な利用のために」

活動分野

自然環境教育

自然環境教育

地域内外の人々とチョウ類や植物の調査活動や自然観察会
などを行い、自然環境保護に関する普及・啓発活動を実施して

第13回
（2003年度）
〜第18回（2008年度）

「自然の生態系を守るために」

「人と自然が育むゆたかな森づくり」

第32回 イオン環境活動助成公募 実施概要

累計 2,236
基本テーマ

北海道 102 件

「里山コモンズの再生」
中部 325 件

東北 169 件

中国
127 件
四国

応募期間

2022年7月1日
（金）
〜8月15日
（月）

活動分野

①里山（里地・里川・里湖・里海を含む
の保全・維持・管理
②植樹を含む里山の修復

関東 492 件

③野生動植物・絶滅危惧種の保護

関西 401 件
九州
212 件
沖縄

国外
17

④自然資源の利活用
⑤自然環境教育

その他複数地域 408 件

累計 917

います 。写 真 展なども開 催し自然 保 護 の 大 切さを伝えてい
ます。

■愛知守山自然の会（ 愛知県 ）

■活動地域別助成件数累計
国内

第29回
（2019年度）
〜第30回（2020年度）

対象期間

活動分野

野生生物・絶滅危惧生物の保護

野生生物・絶滅危惧生物の保護

絶 滅 危 惧 種である落 葉 高 木「マメナシ」の保 全のため、地 域
住民が中心となり除伐・下草刈り・マーキング調査・観察会などを
開催しています。なごや生物多様性センター祭りなどでパネル展示
をし、
マメナシ保全の大切さを広める活動も実施しています。

世界自然遺産保全のための寄附
世 界自然 遺 産への登 録が決 定された沖 縄 島 北 部の国 頭 村 、
大 宜 味 村 、東 村 、西 表 島を有する竹 富 町 に１千 万 円 づつ 、
合 計４千 万 円 の 寄 付を実 施しました。寄 附 金は、亜 熱 帯 照

⑥里山に関わる伝承活動（新）

葉樹林の保全、
「ヤンバルクイナ」
「ノグチゲラ」等の固有種の

⑦被災地の里山復興活動（新）

保護、
その他世界自然遺産保全に関わる事項に使われます。

2023年4月1日〜2024年3月31日

18

環境教育
環境への関心を高めるため、
気づきの場を提供し、
様々な啓発・啓蒙活動に
取り組んでいます。
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環境教育

アジア学生交流環境フォーラム（ ASEP：Asian

Students Environment Platform ）

■2021年度 活動内容

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、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ヵ国のべ679名の大学生が参加しました。

第9回テーマ

「循環型社会の構築」

日程
開催国

2021 年 8 月 9 日（月）
〜11 日（水）
インドネシア（オンライン）

新型コロナ感染拡大のため初のオンライン開催とし、3日間のプログラムに、
９カ国９大学の８８名が、各国
からリモートで参加しました。レクチャーや映像から学びを得た参加学生は、多国籍の10チームに分かれ

王立プノンペン大学
カンボジア 第4回（2015）から参加

早稲田大学
日本 第1回（2012）から参加

チュラロンコン大学
タイ 第6回（2017）から参加

てオンラインでディスカッションを行い、最終日に「循環型社会の構築」についての提言を行いました。初め
ての試みとして、提言の様子を参加校の一般学生がオンラインで視聴しました。

高麗大学校
韓国 第1回（2012）から参加

ヤンゴン経済大学
ミャンマー
第7回
（2018）
から参加

清華大学
中国 第1回（2012）から参加
ベトナム国家大学ハノイ校
ベトナム 第2回（2013）から参加
マラヤ大学
マレーシア 第3回（2014）から参加
フィリピン大学
フィリピン 第8回（2019）から参加
インドネシア大学
インドネシア 第5回（2016）から参加

■これまでの開催国・テーマ
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第1回

2012

日本

「文化課から環境を考える」

第5回

2016

日本

「生物多様性と叡智」

第2回

2013

韓国

「環境と人間」

第6回

2017

日本

「生物多様性と再生」

第3回

2014

中国

「水と人」

第7回

2018

マレーシア

「熱帯雨林からの贈りもの」

第4回

2015

ベトナム

「生物多様性と人」

第8回

2019

カンボジア

「持続可能な平和構築」

第10回 ASEP

日程
実施概要

開催国

2022年8月2日
（火）
〜4日
（木）
日本
（オンライン）
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環境教育

イオン エコワングランプリ

太陽光発電システム寄贈

学 校でエコ活 動する高 校 生のためのコンテストです。次

再 生 可 能エネルギー活 用の啓 発・普 及および環 境 教 育

代を担う高校生の皆さんが日ごろ学校単位で取り組んで

を目的に、2009年から日本国内外の小中学校へ太陽光

いる
「エコ活動」
を募集し、
その取り組みを表彰する
「イオン

発電システムの寄贈を行っています。これまでに、
日本・中

エコワングランプリ」は、全国の高校生の皆さんの優れた

国・マレーシア・ベトナム・香港で計56校に寄贈しました。

活動を紹介することで、環境への意識がより高まり、多く
の学校でエコ活動がさらに広がることを目指しています。
2021年から、公益財団法人イオンワンパーセントクラブ、
毎日新聞社と共催しています。

炭素蓄積量調査

■寄贈先

2020年度より、
イオンの森を活用した環境学習として、地
域の小中学生が参加する、森の炭素蓄積量調査を実施し
ています。生徒たちは事前学習を経て、RESTEC（一般財
団法人リモート・センシング技術センター →P27参照）
の技
術で特定した木の高さや幹の太さを実測して記録し、
この結
果を基に森の炭素蓄積量が算定されます。この取り組みを
通じて生徒達は、森の状態を測る仕組みと、地球温暖化防
止策となる森づくりの大切さについて学んでいます。

2018 香港特別行政区 3校
2019 香港特別行政区 3校
2021 香港特別行政区大角嘴天主教小學(海帆道)
香港特別行政区天主教石鐘山紀念小學

香港特別行政区香港仔聖伯多祿天主教小學
香港特別行政区九龍灣聖若翰天主教小學

2016 中国 武漢市 5校
2017 中国 武漢市 5校

2009 福岡県,埼玉県,大阪府 各1校
2010 広島県,愛知県,三重県

エコプロ2021

宮崎県,兵庫県,岡山県 各1校

2011 千葉県,茨城県,静岡県,

日本最大級の環境展示会「エコプロ」には2017年より毎
年出展を行ってきました。昨年は新型コロナウイルス感染
拡大の影響で出店をとりやめましたが、2021年は初めての
オンライン出展を試みました。
「エコプロOnline2021」
と
「エコスタディルームOnline」の２つのオンラインブースにお
いては、11月25日
（木）
〜12月17日
（金）
の期間中、
オンラ

香川県,奈良県,鹿児島県 各1校

2014 ベトナム ホーチミン市 10校 2022 高知県高知市立城西中学校
2013 マレーシア セランゴール 2校

ペナン,クアラルンプール,ネグリセンビラン
マラッカ,ケダ,ペラ,ジョホール,パハン 各1校

インツアーや映像番組、
ライブ配信等のコンテンツを通じ、
さまざまなステークホルダーとの取り組みを紹介しました。
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パートナーシップ・顕彰
自治体、大学、民間団体など、多様なステークホルダーと
連携して、環境課題に取り組んでいます。
また、
「イオン生物多様性みどり賞」を創設し、
顕著な功績が認められる個人・団体を顕彰しています。
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パートナーシップ・顕彰

早稲田大学

日本ユネスコエコパークネットワーク（ JBRN ）
ユネスコエコパーク
（生物圏保存地域/BR）
は、
生物多様性の保護
を目的に、
ユネスコ
「人間と生物圏
（MAB）
計画」
によって認定され、
陸上や沿岸、
海洋の生態系に設けられた保護区です。
「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
BRの理念に賛同し、
2017年8月、
JBRNと国内初となる連携協定を

東北大学

時代に即した環境課題の解決を目指し、2020年

安全で安心できるレジリエント・コミュニティーの創生を

9月に早稲田大学と
「AEON TOWA リサーチセン

目指し、
2021年6月に東北大学とイオンモール株式会社

ター」を設 立しました。双 方 のこれまでの 経 験や

と三者で産学連携協力に関する協定を締結し、
「イオン

知見、学術研究を結合し、地域課題対応や、国際

防災環境推進協働研究部門」
を東北大学災害科学

環境人材育成について協力して取り組んでいます。

国際研究所内に立ち上げて、
取り組みを開始しました。

東京大学・
「フューチャー・アース」

東京大学

締結しました。両者は本協定を機に次代を担う子どもたちへ豊かな自
然を届けるため、
以下の連携事項について取り組んでいきます。
1 生物多様性の保全
2 持続可能な資源利用と発展
3 ユネスコエコパークを利用した環境教育 4 ユネスコエコパークの価値と知見の啓蒙

一般財団法人リモート・センシング技術センター（ RESTEC ）
人工衛星など離れた位置から地球表面を観測する高度なリモート
センシングの技術と、情報を森林管理などに活用するノウハウを
もつRESTECと、
2019年7月に連携協定を締結し、
次の連携事項
について協力して取り組んでいます。

東京大学未来ビジョン研究センター及び国際研究

自然と調和した健全な人間社会の構築と地域の

機関「フューチャー・アース」
との連携により、2017

経済再生を目指し、2022年3月、東京大学未来

年より5年間、年に1回、有識者と次世代である高

ビジョンセンターと、新しい研究ユニット
「イオン東大

校生や大学生が、意見交換を行う
「イオン未来の

里山ラボ」
を設立しました。新たな里山のコンセプト

地球フォーラム」
を開催しました。

を提案するとともに、
それを具体的な地域で実現す
るための取り組みを開始します。

リモートセンシング技術を活用した持続可能な地域づくり

1 イオンの森づくり 2 環境教育の実施

ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム
千葉市では、次世代の産業を担う子どものアントレプレナー
シップ（起業家精神）
を育む機会を創出するため「ちばっ子
商人育成スクール」
を実施しています。これまでの取り組み
をさらに発展させるため、当財団など産学官13団体が参加

イオン各社との連携
地球環境を考えて行動する生活者を増やすことを目的に、
イオン
各社と協力しています。従業員に植樹活動の機会を提供している
ほか、世界環境デーには、限定地区の従業員が「SAVING THE
PLANET」のスローガンTシャツを一斉に着用して業務を行い、地
球環境の保護を訴えました。

するコンソーシアムを2021年12月に設立しました。
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パートナーシップ・顕彰

顕彰

イオン生物多様性みどり賞（ 国内賞 ）

生物多様性の保全と持続可能な利用の推進を目的とした賞を創設し、顕著な功績が認められる個
人・団体を顕彰しています。2022年に、国内外の生物多様性に関わる環境活動をより一層支援す
るため、
これまでの賞を
「イオン生物多様性みどり賞」に統一しました。

2010年の「生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）
」
日本開催を契機に、2009年に「生物多様性日本
アワード」
を創設しました。2022年より現在の名称で実施します。

■第6回グランプリ受賞（ 2019年 ）
株 式 会 社コクヨ工業

イオン生物多様性みどり賞（ 国際賞 ）

隔年

「国際生物多様性年」であった2010年、当財団の設立20周年を記念して、
「生物多様性みどり賞
（The MIDORI Prize for Biodiversity）
」
を創設しました。
2023年より現在の名称で実施します。
顕彰内容

対象

生物多様性に関わる多大な貢献が認められる顕著な実績があり、今後も影響力を有する個人

受賞者3名 副賞10万USドル

■第6回受賞者（ 2020年 ）
カナダ

|

「ヨシでびわ湖を守るリエデンプロジェクト」
琵琶湖のヨシ刈りや外来種駆除などの活動を通じて地域の自然
に関わるとともに、
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

■優秀賞
株式会社アレフ

|

滋賀県

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

環境省

ポール・エベール氏

|

かすという企業のCSV事業モデルとなる取り組みを行いました。

後援

カナダ ゲルフ大学 統合生物学部教授

隔年

|

北海道札幌市

「生物多様性に配慮した
お米の仕入れ活動」

|

|

世界遺産白神山地ブナ林モニタリング調査会

「世界遺産白神山地ブナ林
100年モニタリング」

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「 DNA
バーコード」
という革新的な手法の開発に取り組み、同コードに関する国
際事業共同体を設立し、生物多様性の理解に革命をもたらす研究体制
を構築しました。蓄積された情報は1,000万件以上に上り、生物多様性

認定NPO法人宍塚の自然と歴史の会

|

茨城県

「生物多様性の保全と環境教育」

|

の保 全や生 物 多 様 性のモニタリングの一 助となり、生 物 多 様 性を身近

愛知県岡崎市立 生平小学校

|

|

愛知県岡崎市

宮城県

|

|

「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―」

なものにしました。
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

メリーナ・サキヤマ氏

|

|

ブラジル

第7回イオン生物多様性みどり賞（ 国内賞 ）実施概要

クリスチャン・シュヴァルツァー氏
（ドイツ 1986年生）
とともに、
自然と共生する
未来創りを目的とした国際的な組織「 生物多様性グローバルユースネッ
トワーク（ G Y B N ）」を創 設しました。能力開 発や若 者のエンパワーメン

後援

スグループや組織、活動に成長しています。
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

優秀賞4件

ウィルシー・エマニュエル・ビニュイ氏

対象

カメルーン

|

③生物多様性の普及・啓発・共有

グランプリ1件 副賞300万円
副賞100万円

活動地が日本国内であり、
かつ日本国内に在住する

|

①生物多様性の保全
②生物多様性の持続可能な利活用

懸賞内容

トプログラムの指 導を通じて、数 多くの若いリーダーや若 者 主 導のイニ
シアティブを生み出し、同団体は現在では145カ国からなる551のユー

活動領域

環境省

学校・団体・企業・個人

応募期間
スケジュール

2022年6月1日
（水）
〜7月15日
（金）
受付：６月〜７月
選考：8月〜9月
結果発表：10月

環境問題を解決しながらジェンダー平等を目指す環境活動団体「カメルーン
ジェンダー・環境ウォッチ
（CAMGEW）」
を2007年に設立し、
「 地球規模で
考え、地域で活動しよう」
を体現し、地域を巻き込んでの森林保全と再生に
取り組んでいます。森林地域の居住者の啓発のための環境教育の実践や、
大規模な森林再生や養蜂協働組合の組織化による能力開発にも取り組ん

イオン生物多様性みどり賞
（国際賞）

イオン生物多様性みどり賞（国内賞）

歴代受賞者の詳細はこちら

歴代受賞者の詳細はこちら

でいます。
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イオン環境財団のあゆみ
1990年 12月

イオングループ 環境財団（現（公財）イオン環境財団）設立発
起人会開催

1991年 1月

財団設立認可。岡田卓也よりイオン（株）株式300万株、二木
英徳よりイオン（株）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

6月
7月

1992年 6月
10月
1993年 8月

2006年 2月

財団設立15周年記念講演
ノーベル平和賞受賞者・ケニア元環境副大臣ワンガリ・マータ
イ女史 テーマ「環境と平和」

4月

岡田卓也より15周年記念としてイオン（株）株式150万株の
寄付

2007年 6月
設立発起人会

「国連環境開発会議（地球サミット）」へ支援・理事長参加

アメリカ ボストン市内チャールズ河畔に桜500本を植樹

2008年 11月

元アメリカ副大統領アル・ゴア氏による講演。テーマ「不都合
な真実」

2009年 3月

ラオス・ビエンチャン市郊外ダムサイトで植樹（09〜11年）

地球サミットへの参加

1995年 2月

財団設立5周年記念講演
哲学者 梅原猛氏 テーマ「人類文明を問い直す」

8月

1998年 7月

中国・北京「万里の長城」で植樹（98〜00年、03〜06年、07
〜10年）

2000年 9月

10月

「アジア太平洋地域市長環境サミット」へ支援。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（99年、01年、03年）

岡田卓也から10周年記念としてイオン（株）株式500万株の
寄付
財団法人イオン環境財団に名称変更

2002年 3月

世 界 遺 産カンボジア・アンコール・ワット周 辺で植 樹（ 0 2 年 、
04年、05年）

2004年 9月
2005年 7月
9月

10月

2010年 3月

財団設立10周記念講演
心理学者河合隼雄氏 テーマ「人間と自然について」

2001年 8月

9月

9月
日中環境問題国際シンポジウム

中国北京市万里の長城植樹

アジア太平洋地域市長環境サミット

「こども環境サミット2005年」へ支援
全国416カ所のイオン店舗周辺の学校、公共施設等で財団設
立15周年記念植樹

理事長が「北京市名誉市民」の称号受称号
「COP10アジアユース会議」を支援
小中学校に「太陽光発電装置」を寄贈（以降、国内外で継続実施）
第1回「生物多様性 日本アワード（国内賞）」授賞式（以降、隔
年で実施）

北海道支笏湖植樹

カンボジア・アンコール遺跡群周辺で植樹（10〜11年）

4月

中国・北京「万里の長城」で100万本達成記念植樹

7月

ベトナム・フエ植樹（10〜12年）

8月

「国際ユース会議」支援

9月

公益財団法人 移行登記

10月

第1回生物多様性みどり賞授賞式（以降隔年で継続実施）

11月

財団設立20周年記念講演
工学者 小宮山宏氏 テーマ「課題先進国日本」

12月

理事長が「カンボジア王国 友好勲章 大十字型章」を受章

北海道・知床 斜里町で植樹（02〜06年）
マレーシア・パヤインダ自然公園で植樹（04、08年）

マレーシア・パヤインダ植樹

ワンガリ・マータイ氏講演

5月

1999年 1月

台風被害の北海道支笏湖周辺で植樹（07〜11年）
カンボジア イオン1％クラブ協力によりシアヌーク・イオン博
物館開設。記念植樹

「特定公益増進法人」認可

海道知床植樹

ケニア ナルク郊外で植樹

11月

第1回「日中環境問題国際シンポジウム」の共催（93、95、97年）

10月

31

スマトラ沖 地 震 の 津 波 被 害 地であるタイ・プ ーケットで植 樹
（05〜06年）

11月

第1回「環境活動助成公募」実施（〜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（91年、
93〜98年）

2005年 11月

2011年 7月

インドネシア・ジャカルタで洪水災害を防ぐマングローブを植
樹（11年〜13年）

2012年 5月

イオン1%クラブからイオン（株）株式10万株の寄付

理事長が「北京市名誉市民」の
称号を受称

小中学校に太陽光発電装置を寄贈

生物多様性日本アワード
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2012年 7月

インドネシア・ジャカルタで植樹

8月

日中韓学生交流環境フォーラム

2013年 2月
7月
8月

9月
2014年 3月

役員・評議員一覧
岡田 卓也

「地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」
（〜14年）
ミャンマー・ヤンゴンで植樹

イオン株式会社 名誉会長相談役

市川

岡田 元也

イオン株式会社 取締役兼代表執行役会長

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

株式会社毎日新聞社 名誉顧問

肥塚 雅博

株式会社ソシオネクスト
代表取締役会長兼社長

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

株式会社鈴廣蒲鉾本店 取締役相談役
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

鈴木 正規

イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役会長

髙田 昌也

株式会社中日新聞社東京本社 編集委員

武内 和彦

公益財団法人地球環境戦略研究機関 理事長

但木 敬一

T&Tパートナーズ法律事務所 客員弁護士
元最高検察庁 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

速水林業 代表

専務理事

山本 百合子

イオン植樹1,000万本記念

理事
生物多様性みどり賞

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

5月

中国蘇州植樹

歌田 勝弘

元味の素株式会社 名誉会長

9月

マレーシア・ビドーで植樹

岡田 尚也

イオンマレーシア 取締役副社長

財団設立25周年記念 日中環境国際シンポジウムの開催（中
国・北京）

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

2015年 9月

2016年 3月

10月

2017年 2月
7月

有効勲章大十字型章」を受章

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

宮城県亘理町で緑あふれる沿岸部の再生をめざし植樹（第1
回）

廣中 和歌子

公益社団法人環境生活文化機構 会長
元環境庁長官

南川 秀樹

一般社団法人日本環境衛生センター 理事長
元環境省 事務次官

日中韓学生交流環境フォーラム

第1回イオン未来の地球フォーラム（〜21年）
理事長が「ハノイ名誉市民」の称号を受称
一般社団法人リモート・センシング技術センターと連携協定
を締結

2020年 9月

早稲田大学と連携で「AEONTOWAリサーチセンター」設立

10月

理事長が「カンボジア王国

財団設立25周年記念 記念講演
国際宇宙航行連盟会長 樋口清司氏及び向井千秋元宇宙飛
行士 テーマ「環境と健康ー宇宙からの貢献」

2019年 7月

晃

理事長
万里の長城100万本達成記念植樹

「 第 1 回アジア学 生 交 流 環 境フォーラム（ A S E P ) ）」実 施（ 以
降、毎年実施）

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
を目指し植樹（14〜16年）

評議員

名誉理事長

監事

地球にやさしい作文・活動コンテスト

「苗木の里親プロジェクト」開始

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

公益財団法人渋沢栄一記念財団 理事
元イオン株式会社取締役会 議長

山下 昭典

イオン株式会社 顧問

亨

住友林業株式会社 代表取締役会長
一般社団法人日本木造住宅産業協会 会長
第33次地方制度調査会 会長

二木 英実

公益財団法人日本オペラ振興会 理事
公益財団法人二木育英会 評議員

松浦 晃一郎

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

宮村

元駐ケニア共和国 特命全権大使

智

敬称略・五十音順・2022年9月1日現在

2021年 6月
11月
12月

東北大学と「産学連携協力」に関する協定を締結
「綾町イオンの森」さくら植樹を実施

イオン植樹1,000万本記念石碑建立

財団の概要

千葉市など産学官13団体が参加する「ちばアントレプレナー
シップ教育コンソーシアム」を設立
沖縄島北部及び西表島「世界自然遺産」の環境保全を目的に
寄付を実施

2022年 3月

33

東京大学と連携で「イオン東大里山ラボ」設立

【公益目的事業】（1）助成・支援に関する事業（2）植樹に関する事業（3）顕彰に関する事業（4）環境教育に関する事業（5）
その他
【 基 本 財 産 】［イオン株式会社］株式2,181万1,100株 ［時価評価額］566億4,342万6,700円 （2022年2月28日時点）
ベトナム・ハノイ植樹

【 事 業 年 度 】 4月1日〜翌年3月31日
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