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NPO NPO法人　エコサポートTGAL
理事長
久留　正成

・中小企業環境マネジメントシステムKES/EA21/鹿児島市環境管理事務所の審査・
　コンサルティング
・環境・エネルギーに関する情報の発信、講座の開催、講師派遣

久留　千佳 892-0854　
長田町18-36
長野ハイツ１Ｆ

099-223-6425 099-805-1681

市民団体 かごしまおもちゃ病院 荒井　啓
・「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
・募金・清掃活動などの参加

大口　昭一 891-0104 星ヶ峯5丁目34-5 090-2085-4813 araikei-20181121@ab.auone-net.jp

NPO NPO法人　鹿児島県有機農業協会
理事長
田代　正一

・有機JAS認証業務及び認証講習会の開催
・オーガニックフォーラム・フェスタ及び国際オーガニック映画祭の開催

末満　柾志 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

・農業体験や自然体験を通し子どもたちの環境への関を高める活動
・おもちゃのかえっこバザール　ほか

北村　由子 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・勉強会・水質管理 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42-1 080-3500-3246 099-228-8989

市民団体 鹿児島友の会 鶴田　久美子
・CO2削減への寄与を目指した鍋帽子の普及推進活動
・家計簿からCO2調べ　など

市民団体 よしだ自遊の森
代表
大薗　邦宏

・自然体験活動、森林環境授業、野外調理体験など 大薗　了子 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 891-0205 喜入前之浜町7853-7 099-343-1117 miyawaki@kiire.jp

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、
　各種体験プログラムのコーディネート
・桜島産つばき油の販売、PR

理事長
福島　大輔

891-1419 桜島横山町1722-61 099-245-2550 099-245-2551 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 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 藤田　達郎 890-0012 玉里町20-16 099-222-0083 099-222-0083 shikinokai@watch.ocn.ne.jp

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・保護活動

事務局長
本田　洋

890-0073 宇宿一丁目34-19 099-257-2750 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
弓指　純二

・森林整備、植樹、芝の養成
・竹細工等の製作教室実施
・森林ボランティア団体での活動

弓指　純二

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

・まち歩きで地形の成り立ちや周辺環境について学習
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PROJRCT 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
・生ごみのアップサイクルビジネスの要素に活用
・企業と連携してエコスイーツの販売やダンボールコンポスターなど様々な
　活動を行っている。

890-0065 郡元1-21-30 099-285-3583

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 panda@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 camp@dankadanka.org

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 古財　裕子 892-0835 城南町7-32 090-7463-9364

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 099-245-4731 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

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 099-267-2185

事業者 株式会社　桂造園
代表取締役
間世田　吉宣

・樹木の生産・販売、緑の空間普及活動
・屋上・壁面緑化などの温暖化軽減活動
・自然公園の森の整備

松元　浩仁 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。

890-8501 中央町8-2 099-250-5126 099-254-7040

事業者 有限会社　丸徳産業
代表取締役
木下　徳雄

・環境教育、廃棄物、リサイクル関連を中心とした講座
・出前講座等の講師派遣
・KES環境マネジメントシステムSTEP1環境配慮目標に即した活動

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 099-223-7173 shomu@yamakataya.co.jp
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事業者 自然食のＭＯＡかごしま店 伊藤　宗晴
・「環境保全型農業の普及」と「心とからだの健康づくり」を掲げ、自然農法農産物や
　加工食品を販売
・ＭＯＡブランド・国産オーガニック食品の販売

伊藤　宗晴 891-0115 東開町5-28 099-266-3331 099-266-3337 m-ito@moa-inter.or.jp

事業者 かごしまカヤックス 野元　尚巳
・カヤックによるビーチクリーン、海上でのごみ回収
・グリーンツーリズム、エコツアー等の講演、ワークショップ
・大学等で自然環境やライフスタイルなどの講演

野元　尚巳 891-1104 油須木町888 090-4583-6920 nomoto@k-kayaks.com

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　フェアトレード＆エコロジー 松尾　浩章
・フェアトレードの商品販売
・フェアトレードの普及、講座の開催

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　マルヤガーデンズ事業部
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）

広報
松見　千種

892-0826 呉服町6-5 099-813-8108 099-813-8088 c-matsumi@maruya.co.jp

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（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）への取り組み

平川　由美子 890-0008 伊敷5丁目25-40 099-218-8356 099-218-8484 m0kmjv0@greencoop.or.jp

市民団体 鹿児島西☆スマイル子ども劇場 床次　留美
・自主活動のキャンプを通じてごみ対策や環境を考えるきっかけとして、
　環境講座を開いて学んで実践する。

益山　佳子

市民団体 鹿児島西☆風子ども劇場 下御領　明美
・自然体験活動による環境理解活動
・不用品を交換するバザーの開催

下御領　明美 080-1760-7738 nishikaze5@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 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
米倉　賢蔵

・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。

事務局長
四谷　晃一

892-8677
易居町1-2
鹿児島市役所みなと大通り別館２Ｆ

099-216-1467

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。

事務局
迫田　直子

891-0115 東開町5-2　MOA会館内 099-266-3335 n-sakoda@moa-inter.or.jp

市民団体 鹿児島県子ども劇場協議会
会長
深瀬　好子

・子どもの創造性と豊かな感性育成のための舞台鑑賞活動や環境野外活動
・環境に関する学習会

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 099-228-1643 shigenobu@cap.bbiq.jp

NPO NPO法人　どんぐり自然学校 永綱　ユミ子
・合鴨農法による田んぼの取り組み、屋久島キャンプなどの野外活動
・発達に応じた自然に関する授業を行い、自然と自分とのつながりを学ぶ

神田　悟 892-0871 吉野町9468 099-244-5759 099-244-5759 donguri_steiner@yahoo.co.jp

NPO NPO法人　かごしま自然学校 吉岡　敦之
・自然観察、自然体験活動
・使われなくなった建物の活用
・森林整備、耕作放棄地の利用

吉岡　敦之 899-2512 日置市伊集院町上神殿1705 090-3609-8329 npokns21@gmail.com

市民団体 もりはやし倶楽部 木之下　勇一
・春山町の森の公園を拠点に森林・竹林整備
・環境教育、自然体験の実施

木之下　勇一 891-0133 平川町474 090-3665-8718 099-261-2453 ninaite@ae.auone-net.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
・アザミの植栽などの環境保全活動

熊谷　信晴 891-0103 皇徳寺台5丁目32番2号 070-5819-2507 mikadoageha@gmail.com

NPO NPO法人　こいやま八重の会 末吉　勇
・イベント時の会場周辺駐車場等の環境整備
・木工教室、森林の整備及び環境整備

石谷　洋一 891-1101 花尾町1571-4 099-298-3201

NPO NPO法人　わらべ詩 野田　味家子
・発酵についてや食育などのセミナー、料理講習会
・食育に関する指導普及　など

野田　味家子 891-0150 坂之上3丁目18-19 099-261-7570 099-261-7570 into@warabeuta.net

市民団体 平田の里山 池田　和吉 ・森林体験学習、拠点づくり及び整備 池田　和吉 899-2704 春山町110-5 099-278-1444 099-278-1444 Tkw1219@crv.bbiq.jp

市民団体 色響(IROHIBIKI) 芳田　聡子
・アートワークショップのデザイン及び社会との関わりを探求
・既存のものから新しい価値や表現を生み出す活動

芳田　聡子 090-5943-6638 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 891-0103 皇徳寺1丁目24-22 090-1973-1477 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 will62y@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、無添加石鹸の販売
・マクロビオテック料理教室や食育講演会等の開催
・布ナプキンの販売、講座の開催

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

その他団体 鹿児島地区漁業士会
会長
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
・鹿児島市内の海、“里海”の環境保全活動、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.c
om

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 NPO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
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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 099-245-2822 099-245-2823 farmland.sakurajima@gmail.com

市民団体 橋口農園 橋口　創也
・一年を通してお米作りを体験する食農教育の実施
・畑の寺子屋を運営し、農薬や肥料を必要としない畑づくりの普及活動

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
・自然環境の維持保全、森林整備活動
・炭焼き体験などの体験教室の実施

児玉　時和 890-0031 武岡1丁目39番2号 099-281-6614 099-281-6614

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・自然環境保護のための現地観察
・子供がいる世帯の貧困や社会的に孤立しがちな方々を対象とした
　フードドライブや学用品のリユース活動

099-806-0565

事業者 農業生産法人そのやま農園株式会社 園山　宗光
・有機農産物の生産、加工、販売
・有機農業の普及啓発

園山　宗光 890-0033 西別府町2794-181 099-802-6100 099-802-6100 sonoyamanouen@outlook.jp

NPO NPO法人　ふるさと再生プロジェクトの会 東　道也
・桜島の北東にある無人島　新島（燃島）の道路整備、森林整備活動
・イベント等による子どもだちへの自然体験活動

東　ひろ子 891-0051 高麗町26-3-406 090-2581-3501 099-257-5363

市民団体 ひまわり会 弓場　ミチル
・リサイクル工作や環境啓発活動の実施
・親や祖父母と子どものコミュニケーションの促進を図る活動
・親子のふれあいの場を提供し、子育て支援や情報発信活動を行う

弓場　ミチル 890-0001 千年1丁目4番12号 090-4513-3495

市民団体 鹿児島西部そら子ども劇場 渡邊　淳子 ・自然体験・野外活動及び舞台鑑賞を通して、環境について考える活動 渡邊　淳子 099-220-2822 j.lucky@ruby.plala.or.jp

市民団体 鹿児島県生活科・総合的学習教育研究協議会 袛園下　隆 ・総合的学習をしていく中でダンボールコーンポストや植物の栽培観察を行う 木塲　幸乃 890-0034 田上五丁目12-1 099-255-6105 099-255-6106

市民団体 桜島ジオサルク 旨田　裕美
・桜島・錦江湾ジオパークに関する事業、活動
・防災や災害支援等に関する事業、活動

旨田　裕美 891-1419
桜島横山町1722-61
(桜島ミュージアム内）

080-4873-7574 sakurajima.geo369@gmail.com

市民団体 foreard to 1985 energy life 九州山口ネットワーク 桑木　喜康
・省エネルギー社会構築の為に必要な調査・研究
・消費者・住宅建設業界への1985アクションの推進
・消費者・住宅建設業界への省エネルギー手法の提供

村田　義弘 890-0023
永吉一丁目34番20号
（丸久建設内）

099-294-9985 099-294-9985 jyutaku@marukyu-kou.co.jp
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