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NPO ＮＰＯ法人　エコサポートＴＧＡＬ
理事長
久留　正成

・環境視点での中小企業と地域の活性化・まちづくり
・KES、エコアクション21、環境管理事業所等の導入
・省エネ、カーボンマネジメントシステムの支援

久留　正成 892-0854　
長田町18-36
長野ハイツ１Ｆ

099-223-6425 099-805-1681 ecotgal@ark.ocn.ne.jp

市民団体 かごしまおもちゃ病院
院長
米重　忠好

・「おもちゃ」の修理活動を通じたリサイクルの創出
　及びエコ活動への協力推進

黒木　克宣 890-0054 鹿児島市荒田1丁目52番8号 090-5724-0131 tadayone@key.ocn.ne.jp

NPO ＮＰＯ法人　鹿児島県有機農業協会
理事長
岩元　泉

・有機JAS認証業務及び認証講習会の開催
・オーガニックフェスタ及びオーガニック映画祭の開催

専務理事
大和田　明江

890-0046
西田二丁目11-8
明日ビル２Ｆ

099-258-3374 099-258-2204 koaa@koaa.or.jp

市民団体 ASOBBAはらっぱの芸術学校
代表
福迫　智子

・農業体験・自然体験を通し子どもたちの環境への関心
　を高める活動　ほか

柿木　淑江 891-1105 郡山町2933 099-245-6171 099-245-6239 asobba@forest.ocn.ne.jp

市民団体 鹿児島市松元土地改良区
理事長
宇田　隆光

・松元ダム（鹿児島市直木町）の外来魚駆除活動
　（捕獲及び捕獲魚の賞味や肥料加工）

吉村　清美 899-2703 上谷口町2883 099-278-0148 099-278-0148 ckqhq179@lilac.ocn.ne.jp

NPO ＮＰＯ法人　かごしま市民環境会議
理事長
村山　雅子

・ダンボールコンポスト講習会、環境出前講座
・市民共同発電所設置　ほか

理事長
村山　雅子

890-0002 西伊敷三丁目42-1 099-228-8989 099-228-8989

市民団体 鹿児島友の会 片野田　優子 ・CO2削減への寄与を目指した鍋帽子の普及推進活動 松田　有伽 891-0144 下福元町6941-1 099-261-8406 099-261-8406

市民団体 環境保全型自然体験農場よしだ自遊の森
代表
大薗　邦宏

・自然体験活動、有機農業体験・森林環境授業、など
代表
大薗　邦宏

891-1304 本名町3286-2 099-294-3994 099-294-3994 jiyunomori@tulip.ocn.ne.jp

NPO ＮＰＯ法人　かごしま福祉研究会 ・地域でのイベント(海岸清掃など)参加等による地域の活性化
理事
宮脇　克文

891-0205 喜入前之浜町7853-7 099-343-1117 099-345-3938 soudan@po.minc.ne.jp

市民団体 郡山マグニチュード２１
会長
吉崎　和穂

・甲突川源流域、市街地近郊の農山村地域という地域の
　特性をいかし、水と緑の重要性の認識を広める活動

事務局長
久保山　宏

891-1104 油須木町225 099-298-3966 099-298-3966

NPO ＮＰＯ法人　桜島ミュージアム
理事長
福島　大輔

・火山ガイドウォーク、カヤック体験などのインストラクター、各種プロ
　グラムのコーディネート

理事長
福島　大輔

891-1419 桜島横山町1722-61 099-245-2550 099-245-0101 info@sakurajima.gr.jp

NPO ＮＰＯ法人　ＣＳＳ九州
理事長
向井　亮一

・甲突川を活用したイベントの開催など
理事長
向井　亮一

891-0116 上福元町6380-9 099-298-1511 099-298-1512 pco@css-kyushu.jp

NPO ＮＰＯ法人　四季の会
理事長
塩川　英彬

・植樹・育樹などの森林整備活動や、循環型の資源を
　学び利活用した森林環境教育活動

事務局長
森山　健二

890-0012 玉里町20-16 099-222-0083 099-222-0083 info@shikinokai.com

市民団体 ニッセイギャラリー稲音館 新森　和江
・田園風景が楽しめる下田町において、四季を通して
　グリーンツーリズムの企画

新森　和江 892-0873 下田町1879 099-243-6277 099-243-6307 tohonkan@sat.bbiq.jp

市民団体 日本野鳥の会鹿児島
代表
手塚　理一郎

・探鳥会、自然観察会の実施、観察指導
・野鳥観察・調査・記録

事務局長
本田　洋

890-0073 宇宿一丁目34-19 099-257-2750 099-257-2790 hrshonda@nifty.com

NPO ＮＰＯ法人　メダカの学校かごしま
理事長
久本　勝紘

・メダカ等の保護、増殖及び生息地の保全、整備
・自然保護の広報啓発活動

事務局長
池田　博幸

890-0023 永吉二丁目32-5 099-257-8143 099-257-8143 dgd720595@aqr.bbiq.jp

NPO ＮＰＯ法人　みどりの風かんかん
理事長
神野　環

・自然体験活動の推進
・農村での交流イベント活動

理事長
神野　環

890-0014 草牟田一丁目1-2 099-227-2722 099-227-2722 cancan@rice.ocn.ne.jp

市民団体 さつまグリーンヘルパーの会
会長
野口　謙作

・森林整備、炭焼き、植林 野口　謙作 890-0026 原良4丁目26-3 099-285-2704 099-285-2704

NPO ＮＰＯ法人　まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会
代表理事
東川　隆太郎

・生涯学習活動、委託調査研究活動
・鹿児島の歴史・地理を学び、まちづくりに活かす

代表理事
東川　隆太郎

892-0821 名山町3-9 099-227-5343 099-295-3133 info@tankennokai.com

市民団体 カエルＰＲＯＪＥＣＴ 山下　啓
・生き物観察会や調査などの生物多様性普及活動及び出前講座
・伝統文化保存に関わる新たな取り組みと提案

山下　啓 891-0143 和田三丁目1-29 090-9595-1730 099-262-1505 kaeruproject@yahoo.co.jp

市民団体 鹿児島大学SustainableCampusProject(SCP) 大前　慶和 ・食品残さのアップサイクルとしてのエコスイーツの展開 大前　慶和

NPO ＮＰＯ法人　ＰandＡ
理事長
早川　由美子

・アート企画や体験活動を通した社会教育やまちづくりなど
理事長
早川　由美子

899-2701 石谷町2155-27 099-295-3115 099-295-3101 pandainfo@npo-panda.jp

NPO ＮＰＯ法人　DANKA DANKA
理事長
西村　宏子

・途上国の環境問題の取り組みと日本での啓発普及活動
理事長
西村　宏子

890-0064 鴨池新町28-1-1301 099-256-6214

市民団体 夢中人村
代表
古財　忠

・米づくり、エシカルワークショップ
代表
古財　忠

NPO ＮＰＯ法人　全循環地球農業協会
代表
窪　雅孝

・ミネラル、酵素、微生物資材による新農作物の開発・研究に関する活動
・新農作物による健康増進・環境教育に関する活動

事務局長
大山　純一郎

891-1205 犬迫町5748-10 090-9101-1437 wing168@nifty.com

NPO ＮＰＯ法人　環境と健康を次世代へ紡ぐ会　「Steｐ Forward21」
理事長
川畑　正夫

・環境及び健康に関する講演、教室等の企画運営事業・予防医学の普及、啓発事
業、健康管理に関する助言、相談事業・高齢者、障がい者の生きがいづくり事業・
環境教育や健康増進体験活動など、青少年健全育成事業

理事長
川畑　正夫

891-0104 山田町255-2 090-9567-2076 099-265-6376 npo_step_forward_21@yahoo.co.jp

市民団体 ひびきっず
・創作活動（クレイアート、工作、料理）
・学習会（リサイクル）

事業者 株式会社　オートパーツ伊地知
代表取締役
伊地知　志郎

・子どもたちを対象にした環境学習
・事業所としての取組み：自動車修理部品にリサイクル
　部品を活用した独自の生産システムの提案

891-0116 上福元町7316 099-267-0468 099-267-5866

事業者 株式会社　桂造園
代表取締役
間世田　吉宣

・地域緑化活動や、植林・森林維持活動の実施
・事業所としての取組み：ISO14001を取得し、環境に
　配慮した企業運営を実施

代表取締役
間世田　吉宣

891-0150 坂之上七丁目15-5 099-261-3828 099-261-3827 info@kkatsura.jp

事業者 日本ガス株式会社
代表取締役社長
津曲　貞利

・地球に優しい工場を目指した天然ガス工場の見学
・事業所としての取組み：ISO14001取得。環境委員会の
　設置。

迫　浩一 890-8501 中央町8-2 099-255-1181 099-254-7040

事業者 有限会社　丸徳産業
代表取締役
木下　徳雄

・ごみ、リサイクルなどの環境学習やワークショップ
・事業所としての取組み：KES環境マネジメントシステム
　STEP1取得

取締役
木下　慎吾

890-0008 伊敷四丁目3-21 099-220-0101 099-220-7218 marutoku@btvm.ne.jp

事業者 株式会社　山形屋
代表取締役社長
岩元　修士

・節電対策や屋上緑化、スマートラッピングの提案
・環境に配慮した安心、快適な暮らしの提案

総務部　庶務環境課
船元　麻美

892-8601 金生町3-1 099-227-6476 099-227-6988 shomu@yamakataya.co.jp

事業者 自然食のＭＯＡかごしま店
店長
立川　健司

・自然農法、自然食の流通業務など
・地元の自然農法実施農家による「健康やさい市」の開催
・自然農法・自然食を利用した「健康増進料理教室」の開催

店長
立川　健司

891-0115 東開町5-2 099-268-7578 099-260-5267 ktatsuka@moanet.co.jp

事業者 かごしまカヤックス 野元　尚巳 ・シーカヤック体験、登山などの自然体験 野元　尚巳 891-1104 油須木町888 090-4583-6920 099-298-4259 nomoto@k-kayaks.com
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事業者 株式会社　下堂園
代表取締役
下堂薗　豊

・有機栽培によるお茶の製造加工及び販売
・有機栽培など、環境負荷の少ない農業活動

鳥越　裕也 891-0123 卸本町5-18 099-268-7281 099-267-1503 tea@shimo.co.jp

事業者 工房てたか 樋高　悦子
・珈琲販売（オクラコーヒーなど）
・まちづくりイベント　など

樋高　悦子 891-0202 喜入中名町719 099-345-0506 099-345-0506 yachamire@yahoo.co.jp

事業者 りんく　ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ＆ｴｺﾛｼﾞｰ 松尾　浩章 ・フェアトレードの広報と商品販売 松尾　浩章 892-0842 東千石町20-16 りんくビル3F 099-225-1330 099-225-1330 info@link-k.com

事業者 株式会社　丸屋本社
代表取締役社長
柳田　洋

・商業施設の屋上及び外壁の緑化
・屋上での養蜂（天文館みつばちプロジェクト）

中島　恵 892-0826 呉服町6-5 099-813-8108 099-813-8088

事業者 グリーンコープかごしま生活協同組合
理事長
下本地　紀子

・環境にやさしいせっけんの利用促進活動
・４Ｒ運動

組合員事務局長
八田　のし子

890-0008 伊敷5丁目25-40 099-218-8383 099-218-8484 m0kmjv0@greencoop.or.jp

市民団体 鹿児島西☆スマイル子ども劇場 益山　佳子
・野外活動を含む自主活動及び文化活動
・地域でのリサイクル活動及びキャンプ自然体験、環境保全活動

床次　留美 nishismile.kogeki2011@gmail.com

市民団体 鹿児島西☆風子ども劇場
・観劇、自然体験活動による環境理解活動
・公園、公共施設の清掃

099-285-5321 nishikaze@gmail.com

市民団体 鹿児島県体験的環境学習研究会
会長
岩切　敏彦

・緑のカーテン＆ビオトープ普及啓発活動
・環境行動に結びつく学習会の実施及び支援

会長
岩切　敏彦

891-0103 皇徳寺台三丁目75-14 099-275-0867 099-275-0867 rockcutpaku-2417281427@nils.ne.jp

NPO ＮＰＯ法人　かごしま食の家族
理事長
小川　美沙子

・無農薬野菜の普及啓発
・消費者の食の安全を図る活動（料理教室、田植えなどのイベント）

小川　彰 891-0101 五ヶ別府町3638 099-283-0010 kagoshima_genkiyasai@yahoo.co.jp

その他団体 鹿児島市衛生組織連合会
会長
赤崎　昭夫

・各衛生組織の連絡協調を図り、地域で自主的に環境美化の推進に努める。
・ごみ出しマナー、犬猫フン害帽子、ポイ捨て等不法投棄防止の啓発活動を行う。

事務局担当 892-8677
易居町1-2
鹿児島市役所みなと大通り別館３Ｆ

099-216-1467 099-216-1460

市民団体 健康な「人・まち・心」をつくる会
会長
林　陽郎

・環境保全の意識の高揚を図るため、
　地産地消の環境保全型農産物を基本に食育活動の推進を図る。

守山　かよ 891-0141 谷山中央2-702-34-201 099-267-4703

市民団体 鹿児島県子ども劇場協議会
会長
深瀬　好子

・子どもたちの体験活動
・文化環境づくり

事務局長
柿木　とも子

890-0054 荒田1-16-6 eテラス302 099-256-4007 099-256-4199 gekijo-kago@ae.auone-net.jp

市民団体 B＆G錦江湾海洋・鹿児島カヌー研究会 重信　洋一 ・カヌーを活用した河川の清掃活動 重信　洋一 891-1204 花野光ヶ丘１丁目40-1 099-228-1643 shigenobu@cap.bbiq.jp

その他団体 一般社団法人鹿児島県次世代自動車普及振興協会 川辺　基樹
・次世代のゼロ・エミッション自動車とそのインフラ整備の普及促進のための広
報・宣伝活動

川辺　基樹 890-0056 下荒田4-17-4　第５上船ビル401号 099-221-9000 099-250-8609 info@apzev.com

NPO NPO法人　どんぐり自然学校 永綱　ユミ子
・自然体験を重視したシュタイナー教育に基づく児童育成
・自然農法や合鴨農法などの体験活動や環境保全活動

梅澤　洋子 892-0871 吉野町9468 099-244-5759 099-243-2087 dongurinoie2525@yahoo.co.jp

NPO NPO法人　かごしま自然学校 吉岡　敦之 ・自然体験、調理体験、アクセサリー作り体験活動など 吉岡　敦之 899-2512 日置市伊集院町上神殿1705-1 090-3609-8329 npokns21@gmail.com

市民団体 もりはやし倶楽部 木之下　勇一 森林整備、自然体験、環境教育 木之下　勇一 891-0133 平川町474 yuu-ki@h5.dion.ne.jp

市民団体 鹿児島昆虫同好会 熊谷　信晴 昆虫の多様性の保全、生態の調査 熊谷　信晴 891-0103 皇徳寺台5丁目32番2号 099-265-0723 099-265-0723 mikadoageha@gmail.com

NPO NPO法人　こいやま八重の会 末吉　勇
里山、里地、古民家の管理・活用
中山間地域の環境保全

石谷　洋一 891-1101 花尾町1571-4 099-298-3201 099-298-3379

NPO NPO法人　わらべ詩 野田　味家子 食育の推進 野田　味家子 891-0150 坂之上3丁目18-19 099-261-7570 099-261-7570 info@warabeuta.net

市民団体 平田の里山 池田　和吉 自然に関する体験活動、自然保護活動 池田　和吉 899-2704 春山町110-5 090-5488-4508 099-278-1444 ｔｋｗ1219@xc5.so-net.ne.jp

市民団体 色響 芳田　聡子 アートを介して環境問題を考える活動 芳田　聡子 satocomusic113@gmail.com

事業者 手織り工房わくわく本舗 谷口　豊治 自然素材や不用品を使った織物作り 谷口　豊治 890-0041 城西2丁目2-9 090-1973-1477 toyoharu-tani0712@angel.ocn.ne.jp

市民団体 かごしま環境たくみの会 川畑　義廣 環境に関するイベントでのブース出展やボランティア活動 川畑　義廣 890-0011 玉里団地1丁目61-7 099-229-8706 099-229-8706 y.kawabata@sat.bbiq.jp

市民団体 グリーンカーテン西陵 野田　洋一郎 緑のカーテン普及などの緑に親しむ活動 野田　洋一郎 890-0032 西陵7丁目28-15 090-7440-0510 mouitteki@gmail.com

事業者 やさい村 角屋敷　まり子
・無農薬野菜、オーガニック食品の販売
・マクロビオテック料理教室や食育講演会等の開催
・無添加石鹸の販売、勉強会や布ナプキンの販売お話し会の開催

角屋敷　浩太 892-0871 吉野町3095-252 099-244-8061 ysim@mxy.mesh.ne.jp

その他団体 鹿児島地区漁業士会 川畑　友和
・漁業士のPR活動及び水産物の販売による魚食普及活動
・アマモ場の再生及び海藻類の増養殖による富栄養化対策や海岸清掃活動

山口　東洋一 kagoshimachiku.gyogyoushikai@gmail.com

市民団体 城西地域まちづくりワークショップ 東　照美
・ホタルの生育、飼育環境を学ぶ活動
・「紙すき」の学びと遊びより自然環境を考え、「かるた」等による
　ふるさとづくりへの貢献

末野　照幸 890-0013 城山1丁目4-1 099-223-5869

NPO 特定非営利活動法人フードバンクかごしま 原田　一世
・フードバンク活動
・食品ロス削減等の推進

原田　一世 892-0831 船津町1-11 099-226-9298 050-3383-1066 foodbank@ksnk.org

事業者 ファームランド櫻島 室屋　智美
・桜島にて自然循環型農業を実施
・グリーンツーリズムなど畑での体験や勉強会・イベントを開催

室屋　智美 891-1411 桜島白浜町1267 farmland.sakurajima@gmail.com

市民団体 橋口農園 橋口　創也
・田んぼの生き物調査、野草の調査
・有機野菜作り教室を開催

橋口　創也 892-0875 川上町3334-1 090-3198-9103 notefarm.kagoshima@gmail.com

市民団体 森林の学校一歩会 児玉　時和
・森林ボランティアに関する知識・技能の習得と実践
・公の機関・地域等の緑化に関するイベントへの積極的参加

児玉　時和 890-0031 武岡1丁目39番2号 099-281-6614 bgcfb944@ybb.ne.jp

市民団体 needs＆seeds・21世紀の社会資源をつくる会
・毎月の里山歩き参加・下見による水源区域の保全
・もったいないプロジェクトによる学用品リユースによるごみ削減の促進
・不定期な環境問題学習会の企画及び出前講座の講師受任
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