
          令和２年度事業報告 

          令和２年７月１日～令和３年６月３０日まで 

 

 緑の募金活動については、市町、関係団体等への募金チラシの配布、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、森林ボランティア団体等の植樹・森林整備活動、幼稚園等環境緑化事業、緑の

少年団活動への支援を行った。 

さらに、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、長崎県及び（公社）国土緑化推進機構の助成事業や補助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。 

   

【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(書面決議) 

   令和３年５月２５日付で、書面決議による協議会が開催され審議の結果、令和３年 

  度の緑の募金の目標額は４，０００万円とし、予算額は３，５００万円とすることで 

  下記の提案事項について書面表決にて承認された。 

 (１)提案事項 

   第１号議案 緑の募金に係る令和３年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

 

２ 理 事 会          

   第１回理事会       

     令和２年８月２０日、ホテルセントヒル長崎において開催、理事１１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 

・令和元年度事業報告、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 令和２年度時総会の招集及び付議すべき事項について 

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) 

  令和２年９月１１日、理事長綾香 直芳が下記事項について、理事全員に提案を行

い、９月２３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 綾香 直芳を理事長への選定について 



  第２号議案 理事 向井 逸平を副理事長への選定について 

        理事 佐々木 雅仁を副理事長への選定について 

  第３号議案 理事内田 陽二を常任理事への選定について 

第３回理事会(書面審議）        

     令和３年４月２日、理事長綾香 直芳が下記事項について、理事全員に提案を行い、

４月１６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 

      第２号議案 令和２年度臨時総会(書面決議)開催の件 

   第４回理事会(書面決議) 

     令和３年５月１４日、理事長綾香 直芳が下記事項について、理事全員に提案を行

い、５月２５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 黒岩 慶有を副理事長に選定すること。 

      第２号議案 理事 永田 明広を常任理事に選定すること。 

      第３号議案 理事の辞任に伴う理事選任予定の件 

      第４号議案 令和２年度臨時総会(書面決議)開催の件 

   第５回理事会(書面決議) 

     令和３年５月２７日、理事長綾香 直芳が下記事項について、理事全員に提案を行い 

、６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 令和３年度事業計画(案)及び収支予算書(案)について 

      第２号議案 理事長への委任について。 

      報告事項 

       ・正会員数の変更について 

       ・役員の職務執行状況 

 

 ３ 総会 

    定時総会(書面決議)                             

令和２年８月２１日に理事長綾香 直芳が下記事項について、提案を行い９月８ 

     日までに会員から書面により同意の意思表示を得たため、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。 

 （１）議 事 



   第１号議案  

    ・令和元年度貸借対照表、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 理事の改選に伴う理事選任について 

   第３号議案 理事長への委任について 

（２）報告事項 

   ① 令和元年度事業報告について 

   ② 令和２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(書面決議）        

 令和３年４月２０日、理事長綾香 直芳が下記事項について、提案を行い５月１

０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 

    臨時総会(書面決議) 

      令和３年５月２７日、理事長綾香 直芳が下記事項について、提案を行い６月１

５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 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 公益事業 １（一般事業）             ４，７８０，４５８円 

   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、県、市町及び関係

団体と連携を図りながら、県及び(公社)国土緑化推進機構の助成金や基本財産の運用収益

を財源として、各種イベント等による県民への緑化に関する普及啓発、緑の少年団の活動

促進など、県民の緑化思想についての意識の醸成を図った。 

 

□事業費(支払助成金)                      ４，５０６，２０６円 

 １緑化推進事業                       (１,２８０,１４３円) 

  （１）「森林のつどい」への助成               

    ①森林とのふれあいの場を通して、森林と緑の重要性について認識を深めてもらうた

め、新型コロナウイルス感染対策を講じて、関係企業・団体との共催で「ふるさと

の森フェスタ」を県民の森で開催。           (８２１，１０４円) 

 ・令和２年１０月２５日             

       参加者 約３２０名       

       内 容 森林ウォーキング、ネイチャーゲーム、箸作りや鉛筆作り等を実施 

    ②国立諫早青少年自然の家において、小学校高学年を対象に、木や森林について学び

触れ合う「木育キャンプ」(森林のつどい)に対して助成を行った。 

     ・令和２年１０月３１日～１１月１日          (４５９，０３９円) 

      参加者 １７名           

      内 容 森林探検、間伐体験、製材工場見学、木の置時計作り 

   

（２）桜苗木等の配布 

       日本桜の会、日本花の会からのさくら苗木の寄贈事業で、苗木配布の募集、申込み

を行った。 

・日本桜の会さくら苗木配布事業  

       配 布 先     場 所  本数 

長崎市長 野母崎総合運動公園   60本 

長崎市畝刈小学校区青少年育成協議会 さくらの里公園 100本 

平戸市長 平戸城周辺  100本 

平戸市大野地区 旧焼却場跡地   50本 

平戸市木ヶ津おらかぶ会 水岳神社   50本 

平戸市野子自治会 福良パーク外 50本 

       ２市６団体  410本 

     

    ・日本花の会さくら苗木配布事業 

       配 布 先     場 所  本数 

対馬市森林環境整備緑化隊 目保呂ダム馬事公苑   30本 

小値賀町 黒島園地 15本 

くろんたふるさと会 諫早市高来町黒新田   30本 

      ３市町３団体  75本 



 ２  緑の少年団育成事業                  (２，２２６，１６３円) 

    県下２３団（４６５名）の緑の少年団活動を支援育成するため、公共施設等への花苗

   植栽活動に助成を行った。また、緑の少年団交流集会が新型コロナウイルス感染症予防

   対策のため中止となったため、各学校や家庭で出来る木工工作体験として、本立ての木

   製キットを配布した。 

       （１）緑の少年団活動助成                  (６４０,６０７円) 

       県下２３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           (１，５８５，５５６円) 

      ①秋期花苗植栽活動 

       秋期に花苗を公共施設等へ植栽 

       (参加団) 川内緑の少年団ほか １⒈団   (花苗本数) ２，６８２本 

      ②木製キットの配布 

       県下の少年団(２３団)へ配布   配布数 ２４８個 

      ③６月環境月間花苗植栽活動 

       環境月間(６月１日～６月３０日)に花苗を公共施設等に植栽 

(参加団) 松原緑の少年団ほか １７団    (花苗本数) ８，０１８本 

       

 ３ 森林整備等事業                                       

      （１）森とのふれあい積立財産事業                (９９９，９００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。 

      ・佐世保市烏帽子岳散策の森に指導標、樹木ラベル等の設置  

     

（２） 森林のめぐみいきいき活用促進事業           

         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の支援のた

      め「森のめぐみ展示会」を３月６日に開催予定で進めていたいたが中止となった。

       

 □事業推進事務費                      ２７４，２５２円 

  (１)全国育樹祭・全国植樹祭 

・令和２年１０月４日北海道札幌市立総合体育センターで第４４回全国育樹祭が開

催予定。          令和３年度への延期が決定 

   大会テーマ 「つなごう未来へ この木 この森 この緑」 

・令和３年５月３０日島根県太田市三瓶山北の原で第７１回全国植樹祭の開催。 

   大会テーマ 「木でつなごう 人と森との 縁(えにし)の輪 

   

(２)事務諸経費                      (２７４，２５２円) 



Ⅱ 公益事業 ２（緑の募金事業）                 ３３，１６７，３１８円 

     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、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、森林整備、幼稚園等の緑化及び緑の少年団等による活動が県下で展開さ 

れた。 

 

 □事業費(支払助成金)                 １３，８８８，２７８円  

１．主な県協会による支援事業             

    ①県民参加の森林づくり事業             （１,０９６,９８０円） 

      各種団体等の植樹活動を支援した。 

実施団体     事業内容 実施日 

風頭公園景観振興会 

   (長崎市) 

風頭緑のゾーン「令和の森づくり事業」 

 参加者 80名  紅葉 54本 

 

11月29日 

温泉四季の岳 

   (雲仙市) 

清水古道整備記念植樹事業 

 参加者 7名  ヤマモミジ 55本 

 

 3月 6日 

雲仙百年の森づくり会 

   (島原市) 

第２３回島原半島高校生卒業記念植樹 

 参加者 約80名 クヌギ等 500本 

 

 3月 7日 

櫨道楽会 

   (島原市) 

北千本木砂防指定地景観整備事業 

 参加者 17名  昭和櫨 100本 

 

 3月14日 

３市４団体  参加者 約184名  植栽本数 709本  

 

②森林整備事業                                     (１９，７４５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。 

     助成団体 森いくぞう会          

     

 ③幼稚園等環境緑化整備事業               （５,１０６,２５０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。 

    助成先 助成件数    助成内容 助成市町 

佐世保市潮見幼稚園外    53  花苗配布    11,784本   13市町 

長崎市ひよこ保育園    1 緑化樹配布     13本   1市 

長崎市三重保育園外    7 園庭の芝生化 2,246m2    6市町 

          計   61   15市町 

  

     



    ④緑化推進事業                                      (１２４，４６０円) 

     緑化思想の普及啓発のための広報、花苗・苗木等の配布。 

      ⑤緑の少年団活動助成事業                (１６５，２４０円) 

       緑の少年団による公共施設等花壇の花苗植栽等への助成。  

   ⑥募金活動推進事業                 (７，３７５，６０３円) 

       緑の募金活動のため、募金チラシの作成や啓発用ポスター等を配布する経費、家庭

募金・職場募金等で使用するグッズ等（緑の羽根、募金資材）の購入経費。 

                

 □事業費(支払交付金)                      １２,７７７，０００円  

① 市町等交付金事業                               (１１,９４９，０００円) 

     市町緑化推進協議会等へ交付して市町が実施する事業    

     

 〇令和２年度の募金の決算額は以下のとおり 

     (期間：令和２年７月１日～６月３０日)                      (単位：円) 

 

  種 別 

 

  募 金 決 算 額 

 

  交 付 金 

 

   備  考 

 
 家庭募金 

 
１８，０５９，６２２ 

 
 
市町 
 １１，９４９，０００ 
 

 

 
市町緑化事業交付
金 
 
 (募金総額－資材
費)×６０％ 

 

 
 職場募金 

 
１０，９４５，１５９ 

 

 街頭募金 

 

         ０ 

 

 学校募金 

 

             ０ 

 

            

 

募金額の９０％ 

 

 企業募金 

 

    ２０５，２５５ 

 

 

 

 

 

 その他募金 

 

      ４７，１６０ 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

２９，２５７，１９６ 

 

 

  １１，９４９，０００ 

 

 

 

 

 

② （公社）国土緑化推進機構への交付金              (８２８，０００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（28,908,000円）×2％＋ 

        250,000円） 

 

 □事業推進事務費                  ６，５０２，０４０円 

      


