
          令和３年度事業報告 

          令和３年７月１日から令和４年６月３０日まで 

 

緑の募金事業については、事業への理解と協力を得るため市町、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る啓発活動を行った。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補助事業や助成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 

    令和４年５月２４日、長崎県農協会館において開催し、委員７名出席のもと下記

議案について審議の結果、令和４年度の緑の募金の目標額は４０，０００千円とし、

予算額は３５，０００千円とすることで原案のとおり承認された。 

 〈提案の内容〉 

  第１号議案 緑の募金に係る令和４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(書面決議)       

      令和３年８月２３日、書面決議によって開催し、下記の議案について原案どおり

承認された。 

   〈提案の内容〉 

第１号議案 令和２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３年度定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(書面審議）        

      令和４年４月２２日、書面決議によって開催し、下記の議案について原案どおり

承認された。  

〈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 吉田 敏之の理事辞任に伴う髙増 剛の理事選任予定について 

〃 の２  諸藤 秀法の理事辞任に伴う下川 隆利の理事選任予定について 

〃 の３  井川 吉幸の理事辞任に伴う角野 隆の理事選任予定について 



〃 の４  髙月 淳一郎の理事辞任に伴う楠本 信宏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者の件 

      〃 の１  川内 佳代子の監事辞任に伴う荒木 隆の監事選任予定について 

第３号議案 令和３年度臨時総会(書面決議)開催の件 

   第３回理事会 

     令和４年６月２日、出島メッセ長崎において開催、理事１１名出席のもと下記議案

について審議の結果、原案どおり議決された。  

〈提案の内容〉  

第１号議案 令和４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(書面決議)                            

令和３年９月８日、書面決議によって開催し、下記の議案について原案どおり 

承認された。 

 （１）議 案 

   第１号議案 令和２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 監事の選任について 

   第３号議案 理事長への委任について 

（２）報告事項 

   ①令和２年度事業報告について 

   ②令和３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）        

  令和４年５月１３日、書面決議によって開催し、下記の議案について原案どお

り承認された。  

〈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 吉田 敏之の理事辞任に伴う髙増 剛の理事選任について 

〃 の２  諸藤 秀法の理事辞任に伴う下川 隆利の理事選任について 

〃 の３  井川 吉幸の理事辞任に伴う角野 隆の理事選任について 

〃 の４  髙月 淳一郎の理事辞任に伴う楠本 信宏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  川内 佳代子の監事辞任に伴う荒木 隆の監事選任について 

 

 

 

 



Ⅰ 公益事業 １（一般事業）                     4,940,846円 

   一般事業では、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入を財源と

して、以下のような事業を実施した。  

 

□事業費（支払助成金）                           4,535,033円  

 １ 緑化推進事業                             （1,360,597円） 

  （１）「森林のつどい」への助成                   (1,360,597円) 

    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、関係団体との共催で「ふるさとの森フェスタ」を県民の森で開催した。 

〇令和３年１１月３日                            (848,617円) 

       参加者 約２５０名       

       内 容 森林ウォーキング、木工キット組立、竹細工工作、丸太を切って工作、 

           ネイチャーゲーム等 

    ②小学校高学年及び中学１年生を対象に、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。            (511,980円) 

     〇令和３年１０月１６日～１０月１７日           

      場所 長崎市日吉自然の家 

参加者 ２７名           

      内 容 森林組合作業現場見学、森林体験館見学、木製時計作り、薪割り体験・

火おこし体験 

     〇令和３年１１月６日～７日 

      場所 西海市西彼青年の家 

      参加者 １７名 

      内 容 森林学習(人工林と天然林)、木材伐倒作業現場見学、製材所見学、丸太

切り体験、木工クラフト(焼板絵付け) 

   

（２）桜苗木等の配布 

       日本桜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 

平戸市木ヶ津あらかぶ会 水岳神社   60本 

   

（３）学校環境緑化モデル事業 

     (公社)国土緑化推進機構が、学校環境の緑化の推進を目的とした事業の募集、推薦

等を行った。 

     実施校 ・諫早市立小長井小学校 樹木の剪定、植樹２本 

           ・西海市立大瀬戸小学校  ビオトープの補修、植栽 ツツジ５本 

  



２  緑の少年団育成事業                         （2,138,236円） 

      県下２２団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。なお、緑の少年団交流集会が新型コロナウイルス感染症防止により中止

となったため、身近な植物や樹木について興味や関心を深めてもらうよう植物図鑑を各

少年団へ配布した。また、少年団活動の活性化を図るため、新入団員へスカーフセット

を配布した。 

       （１）緑の少年団活動助成                       (610,311円) 

       県下２２団の日頃の活動に助成     

       （２）緑の少年団活動活性化対策事業                  （1,527,925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 １２団   (花苗本数) ３，５６８本 

      ②植物図鑑、スカーフセットの配布 

       植物図鑑配布      配布数  ６２８冊 

       スカーフセット配布   配布数  ３０セット 

      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) 佐世保市祇園緑の少年団ほか１８団  (花苗本数)７，５７３本 

       

 ３ 森林整備等事業                                  

     （１）森とのふれあい積立財産事業                     （1,036,200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。 

      ・長崎市日吉自然の家に総合案内板、誘導案内板(５基)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１２日に開催予定で進めていたが中止となった。 

  

□事業推進事務費                            405,813円  

 （１）全国育樹祭・植樹祭                       （41,980円） 

   ・令和３年１０月１０日 北海道札幌市道立総合体育センターで第４４回全国育樹祭 

の開催。  大会テーマ 「つなごう未来へ この木 この森 この緑」 

・令和４年６月５日   滋賀県甲賀市鹿
か

深
ふか

夢の森で第７２回全国植樹祭の開催。 

          大会テーマ 「木を植えよう 琵琶湖も緑のしずくから」 

 （２）事務諸経費                          （363,833円） 



Ⅱ 公益事業 ２（緑の募金事業）                31,757,318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、募金目標額を４０，０００千円とし、緑の募

  金の周知徹底を図るため、ポスターや募金チラシの作成、配布等の普及啓発活動やテレビ

  等による広報活動を実施した。募金活動については市町等の協力のもと家庭募金、職場募

  金、街頭募金等により広く募金の協力依頼を行った。 

また、緑の募金を活用して、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について助成を行った。 

 

 □事業費（支払助成金）                      12,103,903円 

 １．協会による主な支援事業              

   ①県民参加の森林づくり事業                   （1,197,420円） 

      ・各種団体等の植樹活動を支援。 

  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 約100名 紅葉 54本 

 

12月5日 

温泉四季の岳 

   (雲仙市) 

雲仙奥岳散策道植樹事業 

 参加者 18名  ヤマモミジ等 56本 

 

 3月21日 

雲仙百年の森づくり会 

   (島原市) 

第２４回島原半島高校生卒業記念植樹 

 参加者 約70名 クヌギ等 500本 

 

 3月13日 

ながさき楽しみの森づく

り会    (長崎市) 

長崎市民の森烏帽子岩樹木園整備事業 

 参加者 約50名 ツクシシャクナゲ57本 

 

 4月9日 

３市４団体  参加者 約238名  植栽本数 667本  

②森林整備事業                                        （155,890円） 

    ・森林ボランティア団体等による森林整備活動を支援。 

実施団体      活動内容 

森いくぞう会 

  (長崎市) 

場所:長崎市現川町  活動日数:7 日 

作業内容:間伐 0.3ha  参加者:延べ 56 人 

高城台森づくり会 

  (長崎市) 

場所:長崎市高城台 2 丁目   活動日数:4 日 

作業内容:徐間伐 1.2ha、植栽 6 本  参加者:延べ 63 人 

③幼稚園等環境緑化整備事業                    （3,132,740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 

長崎市西山台保育園外    54  花苗配布    11,541本   14市町 

長与町あやめ幼稚園外    2 緑化樹配布    228本   2市町 

平戸市小鳩こども園外    2 園庭の芝生化  310m2    2市 

          計   58   15市町 

   



 ④緑化推進事業                                           （106,600円） 

     街頭募金やイベント等での緑化思想の普及啓発への花苗・苗木等の配布。 

      ⑤緑の少年団活動助成事業                     （473,340円） 

       緑の少年団活動による公共施設等の花苗植栽への助成やスカーフセットを配布。  

   ⑥募金活動推進事業                        （7,037,913円） 

       緑の募金の周知を図るため、募金チラシの作成、配布等や家庭募金・職場募金等で 

行う募金活動に必要な資材(緑の羽根、募金資材)の購入経費。 

                

 □事業費（支払交付金）                         12,875,000円  

① 市町交付金事業 .                                   (12,036,000円) 

     募金実績に応じて県内２１市町へ交付し、各市町で緑化推進事業が実施された。 

     

〇令和３年度の募金の決算額は以下のとおり 

    期間：令和３年７月１日～令和４年６月３０日             (単位：円) 

 

 種   別 

 

  募 金 実 績 額 

 

  交  付  金 

 

   備  考 

 
 家 庭 募 金 

 
18,097,569 

 
 
市町 
 
 12,036,000円 
 

 
市町緑化事業交付金 
 
 (募金総額－資材費)
×６０％ 

 

 
 職 場 募 金 

 
10,746,577 

 

 街 頭 募 金 

 

          0 
 

 学 校 募 金 

 

              0 
 

            

 

募金額の９０％ 

 

 企 業 募 金 

 

        259,717 
 

 

 

 

 

 その他募金 

 

         96,310 
 

 

 

 

 

     計 

 

 
 

29,200,173 

 
 

12,036,000 

 

 

 

 

② （公社）国土緑化推進機構への交付金                 (839,000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、募金額に応じて交付した。 

（緑の募金実績額 29,454,000円×2％＋250,000円） 

         

  □事業推進事務費                         6,778,415円 

 

 


