
 

         平成２８年度事業報告 

          平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日まで 

 

 森林の整備や緑化の推進等、当協会の定款に定める目的を達成するために必要な事業につ 

いて、公益社団法人国土緑化推進機構及び長崎県の補助事業や委託事業等緑の募金以外の資

金を原資として､県をはじめとする関係機関や団体と連携をとりながら緑化の推進に関する事 

業について積極的に取り組んだ。 

  さらに、緑の募金事業については、市町連携のもとに、県民をはじめ緑の少年団､企業、学

校等の協力を得ながら多様な募金活動を行うとともに､テレビでのスポット広報により「緑の

募金」への理解と協力の発信を行った。また、緑の募金を活用した事業において、幼稚園等環

境緑化事業、緑の少年団活動、森林ボランティア団体等の植樹・森林整備活動への支援を行っ

た。 

 

会議等          

 １ 緑の募金運営協議会 

   第１回緑の募金運営協議会 

    平成２９年６月５日、コンフォートホテル長崎において開催、委員９名出席のもと下

記議案について審議の結果、平成２９年度は緑の募金の目標額は４,０００万円とする

が、家庭募金の増収が見込めない場合は、来年度以降は予算額と目標額を同程度になる

よう計画することで、原案のとおり承認との答申があった。 

(１) 審議事項 

① 平成２９年度 公益事業２(緑の募金事業)の事業計画(案)及び収支予算(案) 

について 

② 平成２９年度春期緑の募金目標額について 

 

 ２ 理 事 会          

    第１回理事会       

     平成２８年８月２６日、長崎西彼農業協同組合５０１会議室において開催、理事１

０名出席のもと下記議案について審議の結果、原案のとおり承認された。 

       第１号議案 

・平成２７年度事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録  

（これらの関連付属明細書を含む。）について 

第２号議案 理事の改選について 

第３号議案 理事長への委任について 

第４号議案 平成２８年度時総会の招集及び付議すべき事項の決定について 

報告事項 

・役員の職務執行状況について 

     



第２回理事会(書面決議) 

     平成２８年９月２８日、理事長加籐兼仁が下記事項について、理事全員に提案を

行い、１０月１１日までに、理事全員から同意書及び監事から確認書をもって、

異議なしの意思表示がなされ、下記提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなされた。 

     提案の内容 

      １号議案 理事 加藤 兼仁を理事長に選定すること。 

      ２号議案 理事 原田 泰光を副理事長に選定すること。 

           理事 西村 圭司を副理事長に選定すること。  

      ３号議案 理事 佐藤 義高を常任理事に選定すること。 

第３回理事会（書面審議）        

     平成２９年４月３日、理事長加藤 兼仁が下記事項について、理事全員に提案を行

い、４月１１日までに、理事全員から同意書及び監事から確認書をもって、異議な

しの意思表示がなされ、下記提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな

された。  

提案の内容  

     第１号議案 理事の辞任に伴う理事選任予定者の件 

〃 の１ 佐藤 義高の理事辞任に伴う内田 陽二の理事選任予定について 

〃 の２  原田 泰光の理事辞任に伴う髙山 雄彦の理事選任予定について 

〃 の３  野中 博行の理事辞任に伴う浜田 祝高の理事選任予定について 

〃 の４ 川上 健一郎の理事辞任に伴う田端 正之の理事選任予定について 

   第４回理事会（書面審議） 

      平成２９年５月２日、理事長加藤 兼仁が下記事項について、理事全員に提案を

行い、５月１５日までに、理事全員から同意書及び監事から確認書をもって、異

議なしの意思表示がなされ、下記提案を可決する旨の決議があったものとみなさ

れた。 

     提案の内容 

     第１号議案 理事 髙山 雄彦の副理事長への選定について 

      第２号議案 理事 内田 陽二の常任理事長への選定について 

   第５回理事会 

平成２９年６月３０日、ホテルセントヒル長崎において開催、理事８名出席のもと

下記議案について審議の結果、原案のとおり承認された。 

     第１号議案 平成２９年度事業計画及び収支予算について 

     第２号議案 理事長への委任について 

     報告事項 

     ・役員の職務執行状況について  

 

３ 総会 

    定時総会                                  



平成２８年９月２６日、セントヒル長崎において開催、下記議案について、審議 

の結果、原案のとおりに議決された。 

 （１）議 事 

   第１号議案  

    ・平成２７年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録（これらの関

連付属明細書を含む。）について 

   第２号議案 理事の選任について 

    ・加藤兼仁(農林部長)の理事選任について 

    ・原田康光(長崎市水産農林部長)の理事選任について 

    ・西村圭司(対馬市農林水産部長)の理事選任について 

    ・佐藤義高(長崎県農林部林政課長)の理事選任について 

    ・野中博行(佐世保市農林水産部長)の理事選任について 

    ・毎熊正美(諫早市農林水産部長)の理事選任について 

・染川勝英(平戸市産業振興部長)の理事選任について 

・井戸川由明(壱岐市農林水産部長)の理事選任について 

・川上健一郎(五島市農林整備課長)の理事選任について 

・秋山勝也(雲仙市産業部長)の理事選任について 

・岡田半二郎(東彼杵町農林水産課長)の理事選任について 

・末吉成仁(長崎県町村会事務局長)の理事選任について 

・吉田建規(長崎県森林組合連合会専務理事)の理事選任について 

・山口龍虎(特定営利活動法人 地域循環研究所理事長)の理事選任について 

   第３号議案 理事長への委任について 

（２）報告事項 

   ① 平成２７年度事業報告（付属明細書を含む）について 

   ② 平成２８年度事業計画及び収支予算（正味財産増減計算書）について 

   

臨時総会（書面審議）        

 平成２９年４月１２日、理事長 加藤 兼仁が下記事項について、提案を行い５

月２日までに会員全員から書面により同意の意思表示を得たので、下記事項を可

決する旨の総会決議があったものとみなされた。 

     提案の内容 

      第１号議案 理事の辞任に伴う理事選任について 

〃 の１ 佐藤 義高の理事辞任に伴う内田 陽二の理事選任について 

〃 の２  原田 泰光の理事辞任に伴う髙山 雄彦の理事選任について   

〃 の３  野中 博行の理事辞任に伴う浜田 祝高の理事選任について 

      〃 の４ 川上 健一郎の理事辞任に伴う田端 正之の理事選任について 

                                          

Ⅰ 公益事業 １（一般事業） 

   緑とのふれあいの多い健康で豊かな県民生活の創出に寄与するため、森林の働きや恵 



  みなどその重要性を普及啓発すると共に、県民の愛林思想の高揚を図るため県・市町及 

  び関係団体等の協力を得て、緑化の推進・育樹活動を全県的に展開した。 

   主な活動内容は、次のとおり。 

 

 １ 緑化推進事業                   １，８１０，４６５円 

  （１）緑化思想の普及と高揚               ６８９，９５１円 

    ① 緑化思想の普及高揚を図るため、緑の募金活動期間（３月１日～５月３１日）及

     びみどりの月間（４月１５日～５月１４日全国統一）を緑の募金推進運動強調期間

     とし、各種のメデｲアを活用し緑化思想の普及啓発に努めた。 

    ② 青少年の緑化運動に対する理解と関心をはかるために、県下の小・中・高等学校

     の児童生徒を対象として､緑化推進運動のポスターを募集し、優秀な作品について

     は全国コンクールに推薦。 

      （応募校） 小学校  ５８校  ２０９点 

            中学校  ２６校  ３５７点 

                      高等学校   ９校   ３２点  合計 ９３校 ５９８点 

      ・ポスター展示会 

        佐世保会場  玉屋百貨店    １０月 ６日～         １１日 

        長崎会場   浜屋百貨店    １０月１２日～        １７日 

        県民の森会場 県民の森森林館   １０月２３日 ～ １１月２７日 

      ・「平成２９年用国土緑化・育樹運動ポスター原画」全国コンクールに入賞作品 

       １４点を推薦 

  （２）全国育樹祭への参加 

      平成２８年１０月９日京都府南丹市府民の森ひよしで開催された第４０回全国

育樹祭へ参加。 

     全国植樹祭への参加 

       平成２９年５月２８日富山県魚津市魚津桃山運動公園で開催された第６８回全

国植樹祭へ参加。 

    （３）「森林のつどい」の開催            １，１２０，５１４円 

     長﨑県民の森等と連携し、秋、春に一般参加者の募集参加を得て実施  

      平成２８年１０月２日           平成２９年６月１８日 

      長崎県民の森 参加者１３０名      長崎県民の森 参加者７４名 

      森林学習、「森の癒し」体験会      森林ガイドウォーキング  

(林内ウォーキング、森林セラピー体験)  山里ふれあいフォーキング 

  （４）桜苗木等の配布 

     日本花の会さくら苗木配布事業 

       （配布先） 長崎市琴海村松町 風明自治会 西山緑樹園内   １００本 

            壱岐市芦辺町 中原グループ 壱岐ソーラーパーク １２０本 

                                   ２市２団体 ２２０本 

  

 ２  緑の少年団育成事業                            ２，２９１，２５２円 

      県下２７団（５８９名）の緑の少年団活動を支援育成するため、地域交流集会（４ 

    ヶ所）・全県交流集会を開催すると共に、指導者の研修、活動費等への助成等を行っ

    た。 



       （１）緑の少年団活動助成             １，０２５，２２４円 

      ①県下２７団の緑の少年団活動費助成            

      ②田平緑の少年団結成費助成 

       （２）緑の少年団活動活性化対策事業         ８４６，３６７円 

      ① 指導者の研修等              １４８，４６５円 

         全県緑の少年団交流集会時において研修会実施。 

②  緑の少年団交流集会            ６９７，９０２円 

         活動状況の発表し、少年団間の相互研鑽と活動の活性化を図ることを目的

        に実施。 

           地域交流集会 ４地区において実施 ４１９名参加 

                  （県央・県北、島原、五島、壱岐）             

                    全県交流集会  川内少年団ほか１１団 団員ほか１１５名参加 

    (３)環境月間活動                ４１９，６６１円 

      環境月間中(６月１日～６月３０日)に花苗を公共施設等に植栽。 

      (参 加 団) 長崎市松原緑の少年団外  ２３団 

      (花苗本数) 花苗 ポーチェラカほか  １１，３１０本 

 

 ３ 森林整備等事業                                 １，６５０，１９４円 

      （１）森とのふれあい積立財産事業           １，１３６，８３２円  

           森とのふれあい積立財産の運用益を活用し、自然とのふれあう場として森林の

利用を推進し、緑化思想の大切さを引き継ぐために、身近な森林の整備、案内板、

道標の設置及び休憩場所の整備等を行う。 

     

 森とのふれあい積立財産          

       平成 ５年度から基金積立金        １０３，７００，０００円 

         平成２８年度寄付金からの繰入金                         ０円 

                   計                           １０３，７００，０００円 

 

（２）「もりのくに・にっぽん運動」森の名手名人発掘事業 

              森を護り、育て、その恵みを活かしての森づくりへの参画を促す運動で森に優

      れた技を極め、他の模範となる技術・技能者を発掘する事業で１名が国に登録さ

      れた。 

         加工部門(竹細工) 佐世保市 野田利治  

    （３）  森林のめぐみいきいき活用促進事業      ５１３，３６２円 

         地球温暖化防止対策に伴う森林の整備を促進し、山村地域の活性化を図るため、

      県下の林業研究グループによる森林資源の有効活用や地域づくり活動を支援のた

      め「森のめぐみ展示会」を長崎市浜の町アーケード街で開催した。 

         



Ⅱ 公益事業 ２（緑の募金事業） 

     緑の募金活動期間を３月１日～５月３１日とし、みどりの月間（全国一斉４月１５日  

    ～５月１４日）を緑の募金強調期間と定め「緑の募金法」の基本理念である「現在及び  

    将来にわたって人間が緑と水に恵まれた生活を維持できるよう積極的に緑化の促進を図  

    ること」をねらいとし、募金目標額を４０，０００千円と定め、市町等の協力のもと、  

    各種広報誌及びテレビ等による緑の募金ＰＲ活動を積極的に推進し、東日本大震災被災地 

  森林整備・緑化等事業へ支援するため緑の募金の協力を依頼した。また、緑の募金を用い

て各種団体による植樹活動及び森林整備・緑の少年団等によるボランティア活動が県下で

展開された。 

 

 １．主な県協会による支援事業           １２，１８２，６４５円 

   ①県民参加の森林づくり事業             １，１２３，６７２円 

      各種団体・自治会等の植栽活動を支援した。 

    ・ダイヤランド第２自治会 ふるさと桜の森林づくり事業    

参加者 ３０名 （桜、イチョウ他 ８６本） 

    ・力尾森林保全会     山林、原野への椿植栽事業 

                   参加者 ２０名 (ヤブツバキ ２５０本) 

・温泉四季の岳 森林整備記念植樹 

                   参加者  ８名  (ヤマモミジ ５６本） 

    ・高城台森づくり会    高城台森づくり事業 

                   参加者 ３０名 (ヤマモミジ３５本、他１５本) 

  

    ・国見町神代緑の少年団 未来へつなぐ松林整備事業 

                  参加者 １６名 (抵抗性クロマツ １００本) 

    ３市５団体   参加者 １０４名  ５４２本    

②  森林整備事業                     ６８，７７６円 

    ・森林ボランティア等による広域的な森林整備作業等を支援。 

     森いくぞう会          

③幼稚園等環境緑化整備事業             ３，３３２，３５２円 

      園児の緑化意識を芽生えさせるため県内の幼稚園・保育所等へ下記のとおり助成。 

      （１）花苗     南島原市 深江保育園ほか４１カ所        １０，４９４本  

      （２）緑化樹   佐世保市  江迎青い実幼稚園ほか１カ所       ５１本 

         （３）芝生    諫早市  深山保育園ほか３カ所           ５５２㎡ 

   ④緑化推進事業                     ２５５，３００円   

     緑化思想の普及啓発のための広報、苗木等配布。 

⑤緑の少年団活動助成事業                   １３８，０００円 

       県内２４団体の環境月間中（６月１日～３０日）における公共施設等花壇の花苗植

栽への助成。 



⑥募金活動推進事業                   ７，２６４，５４５円 

       緑の募金の活動のため、啓発用ポスター及びチラシ等を作成配布する経費、家庭募

    金・職場募金等で使用するグッズ（長﨑県産の間伐材利用製品）の購入経費。 

           

 

 ２ 国土緑化推進機構・市・町等による事業      １４,６１９，０００円  

①市町等交付金事業                           １３,１６６，０００円 

     市町緑化推進協議会等へ交付して行う事業   １３,１６６,０００円 

     学校へ交付して行う事業                       ０円     

       募金の結果は以下のとおり 

      期間：平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日 

                                                                 (単位：円) 

 

 種   別 

 

  募 金 実 績 額 

 

  交  付  金 

 

   備  考 

 
 家 庭 募 金 

 
１９，７７５，５３５ 

 
 
市町 
 １３，１６６，０００ 
 

 

 
市町緑化事業交付金 
 
 (募金総額－資材費)
×６０％ 

 

 
 職 場 募 金 

 
９，３４９，１７０ 

 

 街 頭 募 金 

 

   ３００，４６３ 

 

 学 校 募 金 

 

             ０ 

 

          ０ 

 

募金額の９０％ 

 

 企 業 募 金 

 

    １,０１４，３２９ 

 

 

 

 

 

 その他募金 

 

      １００，８７１ 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

３０，５４０，３６８ 

 

 

  １３，１６６，０００ 

 

 

 

 

 

② （公社）国土緑化推進機構への交付金          １，４５３，０００円 

     緑の募金法第18条の規定により､(公社)国土緑化推進機構に対して､当機構が行う 

    広域的な森林整備や国内・国際的な緑化事業への協力及び東日本大震災の被災地に対

    し防災林等の整備、地域の拠り所となる居住地周辺、学校周辺の緑化事業等の復興支

    援 に活用する経費として交付金を交付。（緑の募金実績額（31,777,000円×3％＋50

    0,000円） 

 

          

 

 

 

 

 


