
 

          平成２９年度事業報告 

         平成２９年７月１日～平成３０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」の事業の内容や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、森林ボランティア団体等の植樹・森林整備活動、緑の少年団活動への

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３０年５月２９日、セントヒ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３０年度は緑の募金の目標額は４,０００万円とし、募金額

の予算額は３,５００万円とすることで原案のとおり承認された。 

(１) 審議事項 

① 平成３０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 理 事 会          

   第１回理事会       

     平成２９年８月２２日、セントヒル長崎において開催、理事９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２８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 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 

第３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 

   第２回理事会(書面決議) 

     平成２９年１２月１３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、１２月２２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  

       ・主たる事務所の移転の件 

        平成３０年１月４日より長崎市尾上町３番１号 

第３回理事会（書面審議）        

     平成３０年４月３日、常任理事 内田 陽二が下記事項について、理事全員に提案

を行い、４月１０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 加藤 兼仁の理事辞任に伴う中村 功の理事選任予定について 

〃 の２  秋山 勝也の理事辞任に伴う江口 秀司の理事選任予定について 

〃 の３  岡田 半二郎の理事辞任に伴う髙月 淳一郎の理事選任予定について 

〃 の４ 吉田 健規の理事辞任に伴う佐藤 義高の理事選任予定について 

     第２号議案 監事の辞任に伴う監事選任予定の件 

      〃 の１ 久田 浩の監事辞任に伴う岡 広志の監事選任予定について 

   第４回理事会（書面審議） 

      平成３０年５月７日、常任理事 内田 陽二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 中村 功の理事長への選定について 

   第５回理事会 

     平成３０年６月５日、県庁会議室において開催、理事１０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３０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 

     ・役員の執行状況について 

  

３ 総会 

    定時総会                                  

平成２９年９月６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２８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 理事長への委任について 

（２）報告事項 

   ① 平成２８年度事業報告（付属明細書を含む）について 

   ② 平成２９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３０年４月１１日、常任理事 内田 陽二が下記事項について、提案を行い

４月２６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の件 

〃 の１ 加藤 兼仁の理事辞任に伴う中村 功の理事選任について 

〃 の２  秋山 勝也の理事辞任に伴う江口 秀司の理事選任について 

〃 の３  岡田 半二郎の理事辞任に伴う髙月 淳一郎の理事選任について 

〃 の４ 吉田 健規の理事辞任に伴う佐藤 義高の理事選任について 

      第２号議案 監事の辞任に伴う監事選任の件 

      〃 の１ 久田 浩の監事辞任に伴う岡 広志の監事選任について     

                                          

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                       (１,９４３,５３５円) 

  （１）緑化思想の普及と高揚                （６７８,３２６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  ５４校  １８５点 

            中学校  ３０校  ３２８点 

                      高等学校   ３校   ２０点  合計 ８７校 ５３３点 

      ・ポスター展示会 

        佐世保会場  玉屋百貨店    １０月 ５日～         １０日 

        長崎会場   浜屋百貨店    １０月１１日～        １６日 

        県民の森会場 県民の森森林館   １０月２２日 ～ １１月２６日 

      ・「平成３０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点を推薦した結果、下記のとおり入選（国土緑化推進機構理事長賞） 



       ・小学校の部 宮田 晴輝   （大村市立富の原小学校２年） 

       ・中学校の部 永田 ななみ  （新上五島町立新上五島中学校２年） 

  （２）全国育樹祭・植樹祭への参加              (１２８,２３６円) 

     ・平成２９年１１月１９日香川県まんのう町満濃池森林公園で開催された第４１

回全国育樹祭へ参加。 

     ・平成３０年６月１０日福島県南相馬市雫地内の海岸防災林整備地で開催された第

６９回全国植樹祭へ参加。 

    （３）「森林のつどい」の開催               (１,０４０,３６１円) 

     長﨑県民の森等と連携し、秋に一般参加者の募集参加を得て実施  

     ・ 平成２９年１１月１１日             

       長崎県民の森 参加者 ８５名       

       天皇陛下御下賜金記念植樹と山里ウォーキング(森林学習)を実施 

     ・平成３０年６月２日 

       長崎県民の森 参加者 ９５名 

       森の案内人と歩く森林探索を実施 

  （４）桜苗木等の配布 

    ・日本桜の会さくら苗木配布事業  

      （配布先） 社会福祉法人三省会  やまずみ荘敷地内     ５０本 

            壱岐市社会福祉協議会 勝本町ふれあいセンター  ６０本 

            関東西海市会     大島大橋公園       ５０本 

・日本花の会さくら苗木配布事業 

       （配布先） 東彼杵町坂本自治会  農地法面         ２０本 

            東彼杵町法音寺自治会 農道法面          ６本 

                                   ４市町５団体 １８６本 

  

 ２  緑の少年団育成事業                  （２,０９３,４１５円）  

      県下２５団（６４２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                 (９３５,５８８円) 

       県下２５団の緑の少年団活動費助成     

       （２）緑の少年団活動活性化対策事業             (７１５,４９８円) 

      ① 指導者の研修等                     (１７３,５４４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               (５４１,９５４円) 

         活動状況を発表し、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 ３７３名参加 

                  （県央・県北、島原、五島、壱岐）             

                    全県交流集会  長与北少年団ほか１１団 団員ほか１１２名参加 

 



   （３）環境月間活動                              (４４２,３２９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ほか １８団   

      （花苗本数）花苗 ９，３０８本  

 

 ３ 森林整備等事業                                   (１,５１０,９４２円) 

      （１）森とのふれあい積立財産事業              (１,０１０,１６０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。 

      ・長崎県民の森に総合案内板１基設置  

    

      （２）森林のめぐみいきいき活用促進事業        （５００,７８２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３月１０日に長崎市浜の町アーケード街で開催した。 

        ・参加団体 ７グループ 



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             (１０,３４０,４６５円) 

   ①県民参加の森林づくり事業                （９０５,０２４円） 

      各種団体・自治会等の植栽活動を支援した。 

    ・盈科小緑の少年団  ２分の１成人(１０才)記念事業    

参加者 ５８名 （桜 40本） 

    ・芦辺小緑の少年団  壱岐やまざくら100年の森づくり事業 

                 参加者 ５１名 (桜 20本) 

・温泉四季の岳    木漏れ日の森公園整備事業 

                 参加者  ７名  (やまぼうし40本 他30本） 

    ・高城台森づくり会    高城台森づくり事業 

                 参加者 ９名 (シャクナゲ35本、他15本)   

    ・雲仙百年の森づくり会 第２０回島原半島高校生卒業記念植樹 

                参加者 約６００名 (やまもみじ200本 他800本) 

    ４市５団体      参加者 約７２５名  １，１８０本 

➁森林整備事業                                     (３９,２９４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          

➂幼稚園等環境緑化整備事業               （２,３２７,５５２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     諫早市山美幼稚園ほか ３８カ所       ８，８１９本  

      （２）緑化樹   平戸市花園保育園ほか １カ所           ２７本 

         （３）芝生    長崎市キンダーフィールド保育園ほか １カ所    ２２５㎡ 

   ④緑化推進事業                                       (１６８,１５６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                  (７０,０００円) 

       県内２５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                   (６,８３０,４３９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      １３,９４２,０００円  

① 市町等交付金事業                          １２,５２６,０００円 

     市町緑化推進協議会等へ交付して行う事業   １２,５２６,０００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２９年７月１日～平成３０年６月３０日 

                                                                 (単位：円) 

 

 種   別 

 

  募 金 実 績 額 

 

  交  付  金 

 

   備  考 

 
 家 庭 募 金 

 
１８,７６７,７３６ 

 
 
市町 
  １２,５２６,０００ 
 

 

 
市町緑化事業交付金 
 
 (募金総額－資材費)
×６０％ 

 

 
 職 場 募 金 

 
１０,４９１,３８３ 

 

 街 頭 募 金 

 

   ５０４,６３２ 

 

 学 校 募 金 

 

             ０ 

 

          ０ 

 

募金額の９０％ 

 

 企 業 募 金 

 

     ３９６,２８３ 

 

 

 

 

 

 その他募金 

 

      ４１,０２３ 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

３０,２０１,０５７ 

 

 

   １２,５２６,０００ 

 

 

 

 

 

② （公社）国土緑化推進機構への交付金          １，４１６，０００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（30,561,000円×3％＋50

    0,000円） 

 

          

 

 

 

 

 


