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　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、1990年に設立されました。
　前年の1989年はドイツの東西の壁が崩壊し、社会が大きく変化する時期でありま
した。「東西問題」が終焉を迎え、21世紀は「南北問題」が課題になると予見し、その
キーワードは「環境」であると捉え、地球環境の保全に特化した財団と位置づけました。
以来、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。

　当財団の代表的な活動として、世界各地のボランティアの皆さまとともに実施する
植樹活動があります。イオンの累計植樹本数は現在1,193万本を超え、木を植える
とともに、木を育て、木を活かす「森の循環プログラム」へと発展しております。
　本年からは、この森の循環プログラムをさらに進化させ、「イオンの森」を活用した
「持続可能な地域づくり」を目指し、植樹のみならず、地域に密着した多面的な環境
活動に新たに挑戦いたします。
　来年、当財団は設立30周年を迎えます。本年は、地域のお客さま、ボランティアの
皆さま、市民団体、自治体、行政機関、大学、国際研究機関等と協同し、多岐にわたる
情報や最新の知見を活かした新たな環境活動をスタートさせる年といたします。
　この新たな挑戦に向け、これまで当財団の環境活動に参加され、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。

　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、環境活動を積極的に推進し
てまいります。

ご挨拶

公益財団法人イオン環境財団
理事長

設立主旨

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。

イオン（          ）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、

最もお客さま志向に徹する企業集団です。

平 和

地 域人 間

お客さま

「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。

　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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p23～p30

大分県竹田市「イオンの森」
竹田市は2017年に「祖母・傾・大崩山系」
ユネスコエコパークに登録されました

21世紀が水と緑の世紀になることを願い
地球環境の保全に貢献する
さまざまな環境活動を行っています

イオンの
森づくり

パートナー
シップ

p17～p22

環境教育
p13～p16

助  成
p5～p12
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イオンの
森づくり

イオンマレーシアの設立20周年を記念して
2004年に開始したマレーシア植樹
7年をかけて豊かな森が育まれました

世界各地の市民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を目指します

森林が育つことで人々の暮らしを守り

人と自然が共生する環境をつくります
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インドネシア ジャカルタ
７月13日（土）
ジャカルタ市北部の沼地にマングローブを植
樹することで、近隣の住宅地や高速道路を洪
水などの災害から守るとともに、緑あふれる
地域の再生を目指します。

三重県 松阪市
６月15日（土）
松阪市内を流れる櫛田川流域に生息する貴
重な生物の保全と、近隣地域の展望景観を
維持するため、伐採跡地の森林再生を行い
ます。

北海道 南富良野町
5月25日（土）

2016年8月の台風第10号に伴う大雨で空知
川が増水し、甚大な浸水被害が発生しました。
災害から地域を守る森林の再生を目指します。

中国 武漢市長江新城
4月20日（土）

ベトナム ハノイ
2020年２月15日（土）

宮崎県 綾町イオンの森づくり
10月19日（土）

宮城県 石巻市
９月23日（月・祝）

マレーシア ビドー
９月14日（土）
ペラ州ビドー周辺において、20世紀初頭のス
ズの採掘鉱山跡地の土壌改良と生態系の回
復を目指し、植樹を行います。

千葉県 九十九里浜
11月16日（土）

1991 2004 2013 2018

1,193万本

1,000万本

500万本

13万本

※本数は以下の合計です
●イオン環境財団による植樹  
●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

イオンの植樹本数の推移

2019年2月末現在

2019年度の植樹予定
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中国
ラオス

●万里の長城（1998～2010年）
●山東省青島市（2005～2007年）
●山東省烟台市（2008～2011年）
●山東省威海市（2009、2011年）
●江蘇省蘇州市（2014年）
●北京市密雲（2016、2018年）

カンボジア ●アンコール・ワット（2002、2004、2005、2007年）
●チャウスレイ・ヴィヴォル遺跡（2010～2011年）
●プノンペン（2015～2017年）

ベトナム ●フエ（2010～2012年）
●ハノイ（2014～2016、2017年～）

マレーシア ●ボルネオ（2004、2008年）
●クアラルンプール郊外（2004、2008、2009年）
●ビドー（2014年）

インドネシア

香港 ●香港（2007年）

●ジャカルタ（2011～2013、2018年）

●ラオス（2009～2011年）

タイ●ラチャプリ県（1996年）
●プーケット（2005、2007年）

ミャンマー ヤンゴン
（2013～2015、2016～2018年）
ヤンゴン市民や近隣住民の生活用水を供給す
るフージー湖、ローガー湖周辺の森を再生し、
水源涵養機能を向上させるため、植樹を行い
ました。

カンボジア プノンペン
（2015～2017年）
カンボジア最大級の野生生物保護区プノンタ
マウ野生生物保護センターで、内戦や生活伐
採により荒廃した森林を再生し、生物多様性
の保全に取り組みました。

ケニア
（2006年）
ノーベル平和賞受賞者の故ワンガリ・マータイ
女史が創始したグリーンベルトムーブメントと
ともに、不法伐採と生活に必要な薪の伐採で
森がなくなり、草地になったケニアのサバティ
アフォレストにて植樹を行いました。

中国 北京市密雲
（2016、2018年）
北京市の重要な飲用水水源地であり、中国
華北地域で最大の密雲ダムを有する密雲区
において、ダム周辺の水源涵養機能の向上
を目指し、植樹を行いました。

海外での植樹
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北海道 知床
（2002～2006年）

北海道 むかわ町
（2012～2014年）

新潟県 佐渡トキの森
（2003年）

和歌山県 紀の川市
（2005～2006年）

三重県 紀北町
（2012～2014年）

三重県 四日市市水沢桜地区
（2006～2008年）

三重県 宮川村（現大台町）
（2005～2009年）

愛知県
岡崎市おおだの森
（2007～2009年）
岡崎市
（2016～2017年）

東京都 三宅島
（2009～2011年）

沖縄県
那覇市
（2007～2009年）
糸満市（2017年）
宜野湾市（2018年）

北海道 支笏湖
（2007～2011年）

石川県 かほく市
（2008年）
石川県 加賀海岸
（2004～2006年）
岐阜県 各務原市
（2003～2004年）

鳥取県 鳥取市
（2007～2009年）

大阪府 茨木市
（2007、2009年）

長崎県
南島原市
（2010～2012年）

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

秋田県 下浜海岸
（2005～2009年）

山形県 南陽市
（2010～2012年）

福島県 いわき市
（2017年）
群馬県 太田市
（2007年）
千葉県 浦安市
（2012～2015年）

長野県 上田市・松本市
（2004～2006年）

宮城県 石巻市
（2012年）

北海道 厚真町
（2015～2017年）

厚真川上流部周辺では、レジャー施設跡地
の表土が荒廃して土壌の水源涵養機能が
低下したため、産業やくらしを支える森の
再生を目指して植樹しました。

宮城県 亘理町
（2016～2018年）

宮城県の南東部に位置し、太平洋に面する
亘理町は東日本大震災により大きな被害
を受けたため、「みやぎ海岸林再生 みんな
の森林づくり活動」協定に基づき、海岸防
災林の再生を目指して植樹しました。

千葉市若葉区の富田都市農業交流セン
ター、泉自然公園では、溝腐れ病で倒木の
危険性が高いスギが多くなっていたこと
から、スギの伐採跡地に「野鳥の森」の森を
再生する植樹を行いました。

大分県竹田市は、九州一の湧水群と県下
最大の河川である大野川の源流を有する
自然豊かな地域であり、森林資源の確保と
伐採跡地の森林再生に向けて植樹を行い
ました。

千葉県 千葉市
（2016～2018年）

大分県 竹田市
（2016～2018年）

日本での植樹
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第25回助成を受けた特定非営利活動法人
わたりグリーンベルトプロジェクトの協力を得て
宮城県亘理町で植樹を行いました

「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に対し

財団設立時より助成を行っています
助成
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みなかみ町藤原上ノ原の利
根川源流域を主なフィールド
として、草原（茅場）の保全・利
用、ミズナラ林の再生を行っ
ています。

第29回イオン環境活動助成公募 概要

豊かな自然環境を次代へ引き継ぐため、持続可能な社会を目指し、世界各地で活動して
いる団体に対し、毎年総額1億円の助成を行っています。助成対象となる活動分野は時代
の変化に即応し、第28回募集からは次世代育成のための「自然環境教育」を新たな分野
として追加しました。

2019年6月1日（土）～8月20日（火）
「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おり
次のいずれかの分野に該当する団体
●植樹　●里地・里山・里海の保全・河川の浄化　●自然環境教育
●野生生物・絶滅危惧生物の保護
総額１億円
2020年4月1日（水）～2021年3月31日（水）

募  集  期  間：
助成対象団体と活動分野：

助  成  金  額：
助 成 対 象 活 動 期 間：

助成実績一覧

第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回
第 6 回
第 7 回
第 8 回
第 9 回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

59
74
75
86
87
112
138
129
130
147
184
137
102
155

8,164
8,003
8,000
7,930
7,900
8,000
10,000
9,950
10,000
9,930
9,920
10,000
9,910 
14,940 

件数 総額（万円） 件数 総額（万円）

累計 件数 2,948団体
総額 26億8,289万円（2019年2月実績）

第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回

151
121
116
93
62
65
60
73
107
102
80
99
102
102

14,842 
14,850 
10,000 
9,625 
6,950 
6,755 
6,494 
8,611 
9,865 
9,974 
9,290 
9,797 
9,500
9,089

環境活動報告会を開催

第27回 助成先団体の活動紹介

森林塾青水（活動地：群馬県みなかみ町）

タイ熱帯季節林内の山岳少
数民族の居住山村で、持続可
能な森林環境の保全と生活
環境の改善に資する活動を
行っています。

NPO法人 草の根国際協力研修プログラム （活動地：タイ北西部）

都市近郊の水源である筑波
山の豊かな自然を育み、未来
へ引き継ぐため、2006年より
「筑波山水源の森づくり」に取
り組んでいます。

NPO法人 地球の緑を育てる会（活動地：茨城県つくば市）
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Topics

2018年6月、群馬県高崎市のイオンモール高崎に
おいて助成先団体の活動報告会を実施し、地域の
お客さまに取り組みをご紹介しました。当日、会場に
は多くのお客さまが立ち寄られました。

助成



2018年「第7回ASEP」参加者の集合写真
開催国マレーシアで店舗の視察を行いました

環境教育
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環境への関心を高め

今、自分たちにできることを考え

行動する力を育むとともに

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指します



第1回（2012年）
第5回（2016年）
第6回（2017年）

第1回（2012年）から参加
日本

第2回（2013年）
第1回（2012年）から参加
韓国

第1回（2012年）から参加
中国第3回（2014年）

第2回（2013年）から参加
ベトナム第4回（2015年）

第5回（2016年）から参加
インドネシア

第6回（2017年）から参加
タイ

第7回（2018年）
第3回（2014年）から参加
マレーシア

第7回（2018年）から参加
ミャンマー 

第4回（2015年）から参加
カンボジア

第8回（2019年）から参加
フィリピン

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、地球環境について
国境を越えて討議します。

ASEPの参加国

第8回ASEP 実施概要
2019年8月1日（木）～6日（火）
カンボジア
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）

日　程：
開催国：
参加校：
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イオン環境セミナー2018Topics

アジアにおける地域社会の発展と環境人材の育成
を目的として、早稲田大学ならびにアジア各国の環
境研究者・専門家と連携した「イオン環境セミナー」
を実施しています。3回目となる2018年はインドネ
シアにおいて実施しました。テーマは「SDGs＋1 アジ
アからの提言」とし、環境専門家によるセミナーに
続き、SDGs+1に向けて持続可能性をどう構築す
るか、熱い議論が交わされました。

2018年度 活動内容

第7回テーマ「熱帯雨林からの贈りもの」

2018年はミャンマーのヤンゴン経済大学を新たに迎え、9カ国9大学72名の大学生が「熱帯
雨林からの贈りもの」というテーマのもと、マレーシア クラルンプール近郊でフィールドワー
クを行いました。
一連の活動を通じて、熱帯雨林の環境や生態系の問題を考えるとともに、自然と人間の共生
や持続可能な社会の取り組みについて理解を深め、最終日には「熱帯雨林との共生、次代へ
の継承」について提言を行いました。

開催国：マレーシア  日程：2018年8月1日（水）～5日（日）

アジア学生交流環境フォーラム
（ASEP）



本フォーラムは東京大学との連携事業として2017年から開催しています。当日は有識者
による基調講演の後、高校生・大学生も加わり、世代を越えてパネルディスカッションが
行われました。

2018年12月6日～8日に東京ビッグサイトで開催された日本最大級の環境展示会「エコ
プロ2018」に出展しました。3日間を通じて多くの子どもたちがブースを訪れ、イオンの
環境活動について学ぶとともに、全国のユネスコエコパークのドングリや間伐材を使った
ストラップ作りでは、エコパーク担当者の説明に熱心に耳を傾けながら、楽しそうに取り
組む姿が見られました。

再生可能エネルギー活用の啓発・普及および環境教育を目的に、2009年から国内外の
小中学校へ太陽光発電システムの寄贈を行っています。これまでに日本・中国・マレーシア・
ベトナムの4カ国で、計48校に寄贈しました。2018年は香港の小中学校3校に寄贈し、
2019年も香港の小中学校への寄贈を継続します。

第4回イオン未来の地球フォーラム 実施概要
2020年2月1日(土)日程： 東京大学 安田講堂場所：
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日　程：
場　所：
共　催：
後　援：

参加者：

2019年2月2日（土）
東京大学 安田講堂
東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）、フューチャー・アース
文部科学省、環境省、外務省、総合地球環境学研究所、国立環境研究所
地球環境戦略研究機関（IGES）、フューチャー・アース日本委員会
700名

実施概要

2016年
中国武漢市光谷第九小学（他4校）

2014年
ベトナム ホーチミン市
タン ニャット中学校（他9校）

2009年
愛知県蒲郡市立形原中学校（他4校）

2011年
奈良県御所市立葛上中学校（他4校）

2017年
中国武漢市育才第二小学（他4校）

2013年
マレーシア セランゴール州
ダマンサラ ジャヤ中学校
（他9校）

2018年
香港の小中学校3校
・滬江小学
・東華三院邱子田紀念中学
・東華三院呂潤財紀念中学

2010年
千葉県鴨川市立鴨川中学校（他4校）

寄贈先

第3回テーマ
「いま次世代と語りたい未来のこと－－自然の恵み－－」

イオン未来の地球
フォーラム エコプロ2018

太陽光
発電システム寄贈



イオンチアーズクラブのフィールドワークで
みなかみユネスコエコパーク緩衝地域の一ノ倉沢まで散策しました
イオンチアーズクラブのフィールドワークで
みなかみユネスコエコパーク緩衝地域の一ノ倉沢まで散策しました

市民ボランティア、各国政府や国際機関、自治体

学識研究者など多様なステークホルダーと連携し

さまざまな環境活動を行っています

パートナー
シップ
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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

アフリカ、アジア、中南米などの途上国における生物多様性の保全と
自然資源管理の強化に貢献。開発プログラムにおける生物多様性の
主流化、地域住民の持続可能な生計の確保にも注力しました。

アサド・セルハル氏
レバノン自然保護協会（SPNL）事務局長／レバノン

地域主体の伝統的な自然保護・保全システムであるHIMA（アラビア
語で「保護地域」）を復活させ、野生生物生息地や牧草地、水資源の
保護に貢献。HIMAの住民の持続可能な生計を支援しました。

アブドゥル・ハミド・ザクリ氏
前マレーシア首相付科学顧問／マレーシア

世界の生物多様性と生態系サービスの観測・分析・評価に、40年以上
にわたり貢献。自然環境の保護や修復を促進、環境の持続可能性の
確保に尽力。日本の里山・里海評価の推進にも貢献しました。

生物多様性日本アワード（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て、「生物多様性みどり賞（国際
賞）」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
境保全活動が認められる個人・団体を顕彰しています。

2018年度 第5回生物多様性みどり賞 顕彰内容
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「国際生物多様性年」であった2010年、イオン環境財団
が20周年を迎えたことを記念して「The MIDORI Prize 
for Biodiversity」（生物多様性みどり賞）を創設

共 催
後 援
対 象

顕彰内容

国連環境計画生物多様性条約事務局
環境省
実践、科学、政策、啓発分野において生物多様性の保全と持続可能な利用に
貢献するすべての人々
受賞者3名
副賞10万USドル

生物多様性みどり賞（国際賞）

後 援
対 象
顕彰内容

環境省、国連生物多様性の10年日本委員会
生物多様性の保全、持続可能な利用、普及・啓発に関する取り組み
グランプリ1件 副賞200万円
優秀賞4件 副賞100万円

「生物多様性日本アワード」は、2010年に日本で
開催された「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

第6回生物多様性日本アワード（国内賞） 実施概要
2019年2月20日（水）～5月20日（月）
2019年9月26日（木）
国連大学 ウ・タント国際会議場

公　 募　 期　 間：
授賞式・受賞者フォーラム：
会 　　　　　場：

授賞式・受賞者フォーラムTopics

10月31日、「第５回生物多様性みどり賞」の授賞式・
受賞者フォーラムが、東京 パレスホテルで開催され
ました。授賞式では、生物多様性条約事務局 パスカ・
パーマー事務局長からのビデオメッセージ、環境省 
森本事務次官からの祝辞をいただきました。続いて
受賞者フォーラムでは、受賞者３名による講演が行
われました。

生物多様性アワード



生物多様性みどり賞（国際賞）生物多様性日本アワード（国内賞）
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2009

2009年 第1回受賞者

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

グランプリ

2011年 第2回受賞者

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

グランプリ

2013年 第3回受賞者

特定非営利活動法人
田んぼ（宮城県）
津波に被災した水田の
生態系復元力による復興

グランプリ

2015年 第4回受賞者

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活用促進事業

グランプリ

2017年 第5回受賞者

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

グランプリ

2009

2010年 第1回受賞者

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012年 第2回受賞者

生物学者、探検家、映画製作者
（カナダ）

ジャン・ルミール氏
スタンフォード大学 教授（アメリカ）
グレッチェン・C・デイリー氏

インドネシア大統領諮問会議 議長
インドネシア元人口・環境大臣
（インドネシア）

エミル・サリム氏

特別賞

ドイツ連邦共和国 首相（ドイツ）
アンゲラ・メルケル氏

チリ カトリカ大学生態学部 教授（チリ）

フアン・カルロス・
カスティーリャ氏 コスタリカ生物多様性研究所

（インビオ）代表（コスタリカ）

ロドリゴ・ガメス=ロボ氏
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）

ボ・クイ氏

2014年 第3回受賞者

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）

カマル・バワ氏

ガーナ生物多様性委員会 議長
（ガーナ）

アルフレッド・オテング
＝イエボア氏 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）

ビビアナ・ヴィラ氏

2016年 第4回受賞者

世界自然保護基金ロシア 
アムール支所 所長（ロシア）

ユーリ・ダーマン氏
とうしょ
島嶼生態系保全グループ
事務局長（メキシコ）

アルフォンソ・アギーレ
＝ムーニョス氏 ナウダーニャ 

創設者・代表（インド）

ヴァンダナ・シヴァ氏

※所属はすべて受賞当時のものです

生物多様性アワード歴代受賞者



2018年度 活動内容
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イオン環境財団は、ユネスコエコパークが組織する日本ユネスコエコパークネットワー
クと、2017年に国内初となる連携協定を締結しました。両者は、次の連携事項について
協力して取り組んでいます。

日本のユネスコパーク

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

連携事項

只見（福島）
2014年登録

みなかみ
（群馬・新潟）
2017年登録

志賀高原
（長野・群馬）
1980年登録
〈2014年エリア拡張〉1980年登録

〈2016年エリア拡張〉

1980年登録
〈2016年エリア拡張〉

南アルプス
（山梨・長野・静岡）
2014年登録

白山
（石川・福井・富山・岐阜）
1980年登録
〈2016年エリア拡張〉

2017年登録

綾（宮崎）
2012年登録

屋久島・
口永良部島（鹿児島）

祖母・傾・大崩
（大分・宮崎）

大台ヶ原・大峯山・
大杉谷（奈良・三重）

資料提供：日本MAB計画委員会

3つの機能 3つの地域（ゾーニング）
核心地域
厳格に保護 長期的に保全保全機能

（生物多様性の保全）1

経済と社会の
発展2

学術的研究支援3

緩衝地域
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

移行地域
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

イオンチアーズクラブと連携し、子どもたちがユネスコエコパークについて学んだり、フィー
ルドワークを体験したりする環境教育を実施しました。

「ユネスコエコパーク」とは

ユネスコエコパークを利用した環境教育

ユネスコエコパークをより多くの方に知っていただくために、さまざまな機会でユネスコエコ
パークを紹介する取り組みを行っています。

ユネスコエコパークの価値と知見の啓蒙

Topics

ユネスコエコパーク（生物圏保存地域、BR：Biosphere Reserves※）は、1976年にユネスコが開
始しました。世界自然遺産が、手つかずの自然を守ることを原則とする一方、ユネスコエコパー
クは、“生態系の保全”と“持続可能な利活用”の調和（自然と人間社会の共生）に重点を置いて
います。登録件数は122カ国686件で、日本では９件です。（2018年7月時点）
※日本ではより親しみを深めるため、ユネスコエコパークと呼んでいます。

資料提供：日本ユネスコ国内委員会

みなかみユネスコエコパーク
利根川水源の森（ブナ原生林）視察

綾ユネスコエコパークセンター視察 南アルプスユネスコエコパークフェアでの
勉強会

志賀高原ユネスコエコパークフェア エコプロ2018 ワークショップ 全国植樹祭サテライト会場 展示ブース

出典：日本ユネスコ国内委員会（2018）
　　  「ユネスコエコパーク －－自然と人の調和と共生－－」

日本ユネスコエコパーク
ネットワークとの連携



イオン環境財団 あゆみ

1990　1991　1992　1993　1994　1995　1996　1997　1998　1999　2000　2001　2002　2003　2004　2005 2006　2007　2008　2009　2010　2011　2012　2013　2014　2015　2016　2017　2018　2019　2020

1990　1991　1992　1993　1994　1995　1996　1997　1998　1999　2000　2001　2002　2003　2004　2005 2006　2007　2008　2009　2010　2011　2012　2013　2014　2015　2016　2017　2018　2019　2020

設立 5周年 10周年 15周年 20周年 25周年 30周年

環境活動助成事業

● 　 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ●

●

第1回 第25回

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

公益財団法人認可

北海道知床

●

財団法人 イオン環境財団に
名称変更

●財団設立認可●

イオングループ環境財団設立発起人会開催

●

アジア太平洋環境会議の共催

国連環境開発会議（地球サミット）へ支援・理事長参加

● 　 ● 　 ● 　 　 ● 　 ● 　 ●生物多様性
日本アワード

　 ● 　 　 ● 　● 　 ● ●記念講演

日中環境国際
シンポジウム

太陽光発電
システム寄贈

第1回 第2回 第3回

第1回 第2回 第3回

設立5周年 設立10周年 設立15周年

第4回 第5回
● 　 　 ● 　 　 ● 　 　 ● 　 　 ●生物多様性

みどり賞

植樹事業

三重県四日市市

マレーシア

カンボジア プノンペン

ベトナム ハノイ 三重県松阪市

北京万里の長城
100万本記念植樹

北京
万里の長城

北京
万里の長城

北京
万里の長城

ケニア

故ワンガリ・マータイ氏講演
テーマ「環境と平和」

小宮山宏氏講演
テーマ「課題先進国日本」

イオンの累計植樹本数が1,000万本達成
イオンモール幕張新都心で記念植樹

マレーシア

● 　 　 ● 　 　 ●

第4回

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

●

アジア学生交流
環境フォーラム

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 　 ● 　 ● 　 ● ● 　 　 ● 　 ● 　 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ●
● 　 ● 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ●

● 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● ● 　 ● 　 ●

宮城県石巻市

長年助成した団体が日本アワードを受賞

設立20周年

樋口清司氏、向井千秋氏講演
テーマ「宇宙技術と環境」「宇宙技術と健康」

設立25周年

河合隼雄氏講演
テーマ「人間と自然について」

梅原猛氏講演
テーマ「人類文明を問い直す」

● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　

インドネシア ジャカルタ
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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）

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。

SDGsへの取り組み

パートナー
シップ助成 環境教育

役員・評議員 2019年4月1日現在

イオン株式会社 名誉会長相談役

前イオン株式会社 取締役会議長

東京大学 名誉教授
兵庫県立人と自然の博物館 名誉館長

元味の素株式会社 名誉会長

イオン株式会社 名誉相談役

元イオン株式会社 取締役会議長

公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問

三菱商事株式会社 相談役

イオン株式会社 取締役 
兼代表執行役社長 グループCEO

元中華人民共和国 駐箚特命全権大使
元伊藤忠商事株式会社 取締役会長

前国際宇宙航空連盟 会長
元宇宙航空研究開発機構 副理事長

弁護士
元大阪高等検察庁 検事長

元環境省 事務次官
日本環境衛生センター 理事長

株式会社ソシオネクスト代表取締役会長
兼CEO

速水林業 代表

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

元駐ケニア特命全権大使

イオン株式会社 代表執行役副社長

毎日新聞社 名誉顧問

島村楽器株式会社 代表取締役会長

弁護士法人北浜法律事務所 代表社員
元環境省 事務次官

公益財団法人安田教育振興会 理事長

国連環境計画・金融イニシアチブ 特別顧問
元イオン株式会社 取締役

弁護士 元検事総長
元イオン株式会社 取締役

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

鈴廣かまぼこグループ 代表取締役副社長
一般財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

理事長

岡田　卓也

専務理事

林　　直樹

理事

岩槻　邦男

歌田　勝弘

岡田　元也

小島　順彦

丹羽　宇一郎

樋口　清司

二木　英徳

南川　秀樹

監事

行天　豊雄

杉原　弘泰

常盤　敏時

評議員

岡田　康彦

北村　正任

肥塚　雅博

島村　元紹

末吉　竹二郎

鈴木　悌介

但木　敬一

塚本　隆史

速水　亨

松浦　晃一郎

宮村　智

森   　美樹

安田　敬一

（敬称略・五十音順）

財団の概要

イオン株式会社
時 価 評 価 額

21,657千株
501億6,844万500円
（2019年3月31日）

4月1日～翌年3月31日

（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

公益目的事業 基本財産

会計年度

イオンの
森づくり

33 34
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