
登録No. 団体名 代表者 申請年月日 登録年月日 登録の区分 活動名 活動内容 住所 電話番号 FAX E-mail HP(URL) 担当者名

1 NPO法人エコハウス御殿場 理事長　勝又さつき H29.12.18 H29.12.19 団体
ごみ減量・リサイク
ル・環境保全・環境
教育

個人・団体・賛助会員募集（年会費有）
出前講座・先進地視察・不用品バンク・古着回収・エ
コアクション・ecoまつり

御殿場市川島田1446-10 88-3337 88-3337 ecogoten@isis.ocn.ne.jp https://ecogotenba.jindo.com -

2 鈴木設計株式会社
御殿場サテライトオフィス

所長　吉田　政司 H30.10.5 H30.11.2 事業者 清掃活動 地域の清掃活動 御殿場市新橋1626-1 81-3450 81-3451 yoshida@suzukisekkei.co.jp https://www.suzukisekkei.co.jp 吉田　政司

3 GO×3
（ゴースリー）

三輪　洋之 H30.12.25 H31.1.8 市民 清掃活動 地域の清掃活動 - - - - 無し 三輪　洋之

4
特定非営利活動法人
富士山の森を守るホシガラ
スの会

横山　澄夫 H31.1.24 H31.2.6 団体
富士山の生物多様性
保全・復元と環境教
育

・富士山の自然環境調査
・御殿場口の外来・侵入植物対策
・富士山の人工林の混交林化
・ニホンジカの食圧から森林を守る対策
・富士山の自然を活用した環境教育の推進
・富士山の自然環境を守るための啓発活動…など

御殿場市中畑1691-14 89-6905 73-0434 info@hosigarasu.org http://hosigarasu.org 勝又　幸宣

5 特定非営利活動法人
土に還る木　森づくりの会

小松　豊 H31.1.28 H31.2.6 団体
環境保全活動
（植樹・林地残材の
活用など）

・樹種転換等の森づくり活動
・子どもたちを中心とした木工教室と自然観察の開催
・木工製品の制作・販売（間伐材・林地残材の活用）
・各地域への出展　※御殿場市、裾野市、長泉町、小
山町、東京都、神奈川県、山梨県

御殿場市中山524-18 87-2865 87-2865 aiko-n717@krb.biglobe.ne.jp http://www.tsutinikaeruki.org 永井　英弘

6 日本野鳥の会　東富士 菅　常雄 H31.2.3 H31.2.15 団体
野鳥観察を通じた自
然愛護活動並びに自
然愛護思想啓発

・富士山をホームグラウンドとした野鳥愛護活動
・子どもが野鳥を通して自然や生態系を学ぶ「東富士
キッズ隊」の募集、野鳥の会会員との観察実習
・富士山のごみを無くす、登山者・観光客への呼びか
け運動
・御殿場市富士山豆博士事業への協力
・御殿場市内及び小山町内の学校における自然愛護活
動、野鳥愛護活動への協力（観察実習講師、資料提供
など）

御殿場市川島田1158-91 89-6368 89-6368 rsk53301@nifty.com 無し 勝又　立雄

7
御殿場市一般廃棄物処理事
業協同組合

高森　茂生 H31.2.4 H31.2.13 事業者
生ごみ処理により、
堆肥を作り、土に還
元

・生ごみの堆肥化をバイオ処理することで二酸化炭素
発生量の削減
・循環型社会の形成（未活用資源である生ごみから堆
肥をつくり、土壌改良剤として土に還元する。）
・可燃ごみ処理施設の負担軽減（焼却センターごみ発
電の更なる熱回収・効率化に貢献）

御殿場市竈307-7 78-7853 70-9153 yumekamado@coast.ocn.ne.jp www43.tok2.com/home/yumekamado/index2.html
事務局長
杉山　賢吾

8
NPO富士山御殿場ガイド　御
厨の風

御宿　和実 H31.2.18 H31.2.26 団体
富士山・御殿場ガイ
ド

富士山のガイド 御殿場市神山1660-78 87-5476 87-5476 - - 御宿　和実

10 一般社団法人　生活福祉環
境相談センター

矢地　信行 H31.4.2 団体
ビオトープやトンボ
池の造成・管理

・市内にビオトープやトンボ池を造成し、維持・管理
していく。
・富士山トンボ池の会との協働

御殿場市二枚橋255－18
090-1782-
8138

82-1427 yn28051406@rx.tnc.ne.jp 無し 矢地　信行

11 特定非営利活動法人
のぞみ作業所

芹澤　邦夫 Ｒ.6.26 R1.7.29 事業者
清掃活動等の奉仕活
動

・月１回、当事業所周辺の側溝清掃や道路清掃、玉穂
東グラウンドや公民館周辺のゴミ拾いを「のぞみ作業
所の仲間たち」と職員で実施

御殿場市茱萸沢890-7 89-6884 89-6884 daiichi-n@ai.tnc.ne.jp 無し -

12 有限会社　伊沢建設備・
モッソファーム

伊澤　和弘 R1.9.23 R1.10.24 事業者
清掃活動・緑化推進
運動

・地域の清掃活動・河川清掃・都市緑化推進運動・各
地域への緑化教育とワークショップの開催・災害救援
ベンダー設置推進活動
（省エネ・環境に優しいヒートポンプ自販機、募金活
動）

御殿場市神山1211-9 70-5355 70-5385 izako-g@rx.tnc.ne.jp 無し 伊澤　和弘
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13 御殿場ワイズメンズクラブ 高橋　啓子 R1.9.27 R1.10.23 団体 福祉施設の環境整備
市内の福祉施設（公立保育園２カ所、障碍者施設１箇
所、特別養護老人ホーム１カ所の環境整備
牛乳パックの処理・空き缶の処理等のリサイクル活動

御殿場市東山1052　東山荘 88-1133 83-1138 tozanso@ymcajapan.org http://ymsajapan.org/tozanso/
東山荘所長
堀口　廣司

14 セブンイレブン御殿場駅前
店

湯山　諭 R1.11.13 事業者
清掃活動・クールビ
ズ・ウオームビズ・
３Ｒ

年２回御殿場駅清掃活動、クールビズ、ウォームビ
ズ、リサイクル促進

御殿場市二枚橋1859-1 82-4277 湯山　諭

15
（株）Ｓ.Ｋ.Ｔ
セブンイレンブン御殿場神
山店

ー R1.11.16 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 - - - - - -

16 セブンイレンブン御殿場か
まど店

長田　健 R1.11.29 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 御殿場市竈840-1 82-7539

17 セブンイレンブン御殿場ぐ
み沢店

府川　茂樹 R1.11.29 事業者 清掃活動 年１回以上継続的に清掃活動を実施 御殿場市茱萸沢176-9 89-8011 府川　茂樹

18 セブンイレンブン御殿場ぐ
み沢南店

府川　茂樹 R1.11.29 事業者 清掃活動 年１回以上継続的に清掃活動を実施 茱萸沢1347-9 82-2762 府川　茂樹

19 セブンイレンブン富士見原
店

長田　健 R1.11.29 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 神山1803-77 87-7116 長田　健

20 セブンイレンブン御殿場湯
沢店

野宮　佳三 R1.11.29 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 二枚橋17-1 84-6777 - - 野宮　文子

21 セブンイレブン御殿場滝ケ
原店

野宮　佳三 R1.11.29 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 中畑2092-38 88-5515 - - -

22 セブンイレブン御殿場板妻
北店

池谷　勇司 R2.1.8 事業者 フードロス活動 食品ロスの削減活動 板妻585-1 88-5461 池谷　勇司

23 セブンイレブン御殿場大坂
店

勝又　俊一 R2.1.8 事業者 フードロス活動 お店に出る不良品（食品）の削減 大坂481 87-0069 - - - 勝又　俊一

24 セブンイレブン御殿場塚原
店

大森　昭 R2.1.8 事業者 清掃活動 年１回以上継続的に清掃活動を実施 塚原95-1 89-2809 大森　昭

25 セブンイレブン御殿場駒門
店

斉藤　稔 R2.1.9 事業者 フードロス活動 食品廃棄の削減 駒門263-1 87-1110 斉藤　稔

26 セブンイレブン杉名沢北店 三好　誠 R2.1.9 事業者 フードロス活動 食品廃棄の削減 杉名沢449 88-5775 三好　誠

27 セブンイレブン御殿場イン
タ―店

松本　光昭 R2.1.10 事業者 フードロス活動 商品のフードロスゼロを目標に取り組む 新橋766-5 83-8488 松本　光昭

28
セブンイレブン御殿場野中
店

松本　光昭 R2.1.10 事業者 フードロス活動 商品のフードロスゼロを目標に取り組む 新橋1323-1 82-3235 松本　光昭

29 セブンイレブン萩原南店 ー R2.1.10 事業者
３Ｒの推進・フード
ロス活動

・マイバック運動・簡易包装を実践している。
・３Ｒに向けた取組
・食品残さ、フードロス削減に向けた取組

- - - - - -

30 セブンイレブン御殿場杉名
沢店

髙田　國義 R2.1.15 事業者 省エネ活動 クールビズ・ウォームビスの推奨 杉名沢650-6 82-3788 髙田　國義

31 セブンイレブン御殿場玉穂
店

瀬戸　正光 R2.1.16 事業者 省エネ活動 クールビズ・ウォームビスの推奨 萩原997-1 88-3775 瀬戸　正光

32 セブンイレブン御殿場原里
店

大森　昭 R2.1.17 事業者ｓ 清掃活動 店周辺の清掃活動 川島田1334-10 89-5930 大森　昭


