
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月３０日、三翠園にて、平成１８年度通常総会を開催しました。中森専務理事の開会宣言、川合理事長の挨拶に

続き、来賓の山根四国森林管理局長に祝辞をいただきました。総会に先立ち、平成１７年度緑の募金感謝状の贈呈

社団法人 高知県森と緑の会 発行 2006 年(平成 18 年)6 月 20 日 

式を行いました（２ページ目に掲載）。 

総会では、平成１７年度事業及び収支決算を報告しま

した。１８年度事業及び収支予算については３月２２日の

臨時総会において承認されているので、その内容にそっ

て行う事を確認しました。 

市町村募金の実績にばらつきがあるとの意見がありまし

たので、取り組み強化に向けて市町村には直接出向き、

理事のお力添えをいただきながら実績向上に努めます。 

役員体制も通常総会の場で改めて承認いただきました

のでよろしくお 願いします。 

▲川合
か わ い

通子
み ち こ

理事長 

平成 18 年６月１日から、事務局が

右の図のとおり引っ越しましたので、

ご来訪の際は新しい事務所へお越しく

ださい。 

住所は番地までは変わりませんが、

県立森林総合センター内でお願いしま

す。電話番号、FAX 番号はこれまでと

同じです。 

※最後のページに掲載しているとお

りですのでよろしくお願いします。 

新しい事務所はコチラ 

 当会は、社団法人として、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に基

づき、緑の募金運動を高知県内で展開し、この会の趣旨に賛同してくださいます

皆様からのご支援で成り立っております。 

また、募金運動でお預かりしました浄財は県下の様々な団体やグループに有効

に利用していただいております。そしてこれらの活動はさまざまな形で都市部と山

間部の橋渡しにつながる成果をあげていると思っております。本年度の基本方針

の中にも謳われておりますが、ボランティアリーダー養成等でたくさんの方々による

応募を受けるようになれば、当会の存在がより明確化されるものと思っております。 

当会は新たな執行部で船出し、これからも会の発展に努めて参ります。緑の募

金にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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平 成 １７年 度 募 金 種 別 内 訳  

募金総額 １７，９４５，３０７円 
（平成１７年１月１日～平成１７年１２月３１日） 

平 成 １７年 度 募 金 支 出内 訳  

支出総額 １８，９６９，１０５円 
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

平 成 １７年 度 募 金 額内訳 と支 出 内 訳  

●平成 17 年度緑の募金感謝状贈呈者 

募金へのご協力ありがとうございました。 

●国土緑化推進機構理事長 感謝状 

・株式会社サニーマート (団体) 

・株式会社山田商事 (団体) 

●高知県知事 感謝状 

・ダイドードリンコ株式会社 (団体)  

・ダイドー･タケナカビバレッジ株式会社 (団体) 

・株式会社四国銀行 (団体) 

・株式会社土佐山田ショッピングセンター (団体) 

・株式会社エヌ・シー・ビー (団体) 

・社団法人高知県建設業協会幡多支部 (団体) 

・大月町建設協会 (団体) 

・奥宮 加代 (個人) 

●高知県森と緑の会理事長 感謝状 

・人の和花の輪押花花と遊ぼう会 (団体)  

・株式会社スリーエフ中四国 (団体)  

・株式会社ウィル (団体)  

・株式会社サンプラザ (団体) 

・物部森林組合 (団体) 

・土佐清水市森林組合 (団体) 

・宿毛市森林組合 (団体)  

※(社)高知県森と緑の会緑の募金顕彰要綱による 
 

▲昨年に引き続いて、(社)国土緑化推進機構理事長賞を
贈呈した(株)サニーマート様 

５月３０日(火)、通常総会に先立ち、緑の募金感謝

状の贈呈式を行いました。８団体のご出席を賜り、３部

門の賞をそれぞれ贈呈いたしました。 

 (社)国土緑化推進機構理事長感謝状は川合理事

長が、高知県知事賞は、氏原高知県森林局長が贈呈

しました。 

贈呈者を代表して、株式会社エヌ･シー･ビー代表

取締役社長丸岡様からお礼の言葉をいただきました。 

皆様からご寄付いただいた「緑の募金」は、さまざまな事業に活かされています。特に、中心となる公募事業で
は、｢森林整備｣、｢緑化の推進｣、｢緑の国際協力｣等の事業に対して公募を行い、助成をしています。 

また、 (社)高知県森と緑の会が主体となって行う「直営事業」があり、平成 17 年度は「緑の少年団全国大会高
知大会」や「レジ袋を削減して森づくり事業」、｢木のおもちゃにふれあう事業｣等の事業を行いました。 
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緑の募金へのご協力ありがとうございます。事業年度の終了につき、緑の募金の結果を公告いたします。同じ

く、平成１８年度緑の募金計画についても次のとおりですので、あわせて公告いたします。 

平成１８年６月２日 

公  告 
社団法人高知県森と緑の会 

理 事 長    川合 通子 

平成１８年度緑の募金計画について 

 平成１７年度の緑の募金について、下記のとおり、緑の募金の目
標額及び緑の募金による寄附金の使途別予定額についての計画
を定めたので、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法
律」第１９条の規定により公告します。 

記 

１ 緑の募金目標額 
      金 １７，０００，０００円 
 
２ 緑の募金による寄附金の使途別予定額         （単位：円） 

科   目 金   額 備   考 

１ 森林の整備 2,459,000  

２ 緑化の推進 2,416,000  

３ 国際協力 430,000  
４ 直営事業推進費 900,000  

５ 緑の少年団育成推進事業 300,000  

６ 地区支部実施事業推進費 2,127,000  

７ 募金資材購入費 800,000  

８ 募金活動推進費 3,200,000  

９ 人件費 2,565,000 非常勤 1 名･アルバイト等 

10 管理費 300,000  

11 負担金(国土緑化推進機構) 1,200,000  

12 その他(事業変動準備金) 0  

13 その他(次期繰越金) 1,513,000  

合   計 18,210,000  

（注）前年度からの繰越金 1,200,000 円を含む。 

平成１８年６月２日 

公  告 
社団法人高知県森と緑の会 

理 事 長    川合 通子 

平成１７年度緑の募金の結果について 

 平成１７年度の緑の募金について、下記のとおり寄附金の総額、使途等
について「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第２１条の規
定により公告します。 

記 

１ 緑の募金による寄附金の総額 
         １７，９４５，３０７円（平成１７年実績） 
 
 （募金方法別 内訳）                          （単位：円） 

家 庭 街 頭 職 場 企 業 学 校 その他 
5,742,372 913,585 2,531,350  7,994,778 80,212 683,010 

 
２ 緑の募金による寄附金の使途                  （単位：円） 

事 業 区 分 県区域内 県区域外 合 計 備 考 
１ 森林の整備 1,613,040 0 1,613,040  

２ 緑化の推進 3,605,800 0 3,605,800  

３ 国際協力 375,315 0 375,315  

４ 直営事業推進費 3,610,615 0 3,610,615  

５ 緑の少年団育成推進事業費 493,862 0 493,862  

６ 支部実施事業推進費 1,369,465 0 1,369,465  

７ 負担金 1,209,260 0 1,209,260  

８ 募金活動推進費 3,825,216 0 3,825,216  

９ 募金資材購入費 1,088,982 0 1,088,982  

10 人件費 1,777,550 0 1,777,550 事務局長 

11 事業変動準備金 0 0 0  

     合   計 18,969,105 0 18,969,105  

（注）前年度繰越金 3,690,340 円を含み、翌年度繰越金 2,663,474 円を除く 

３ 森林整備等のために交付した寄附金の交付先等 
（法第６条第２号の交付金）                   （単位：円） 

交  付  先 交付金額 備考 
高知県緑の環境会議 
北浦土取若宮公園整備組合 
秦山の竹林と友達になろう会 
木ごころの会 
大豊町杉地区 
母なる大地四万十川の郷 水と森を考える会 
「レイチェル」の会 
横倉山自然の森博物館友の会フォレストクラブ 
楠目小子どもエコクラブ 
社団法人高知県労働者福祉協議会 
高知県緑サポーター 会 
高知林業改良普及協会 
ＮＣＢ緑の募金カード友の会 
高知県緑サポーター 会 
高知里山まつりin 秦 実行委員会 
山田堰井筋土地改良区 
青少年育成県民会議 
香美森林組合 
大川村ふるさと公社 
 

100,000 
14,000 

116,000 
118,000 
235,000 
168,000 
91,000 

269,000 
218,000 
99,000 
94,000 
33,000 
75,000 

342,000 
176,000 
220,000 
75,000 

119,000 
123,000 

 

 

 

 
三原つつじを育てる会 
2000 本桜の会 
高知市立朝倉中学校ＰＴＡ 
香美緑と水の会 
昆虫の森をつくろう会 
嶺北緑と水の会 
安芸緑と水の会 
朝霧森林倶楽部 
千本松原を守り育てる住民の会 
焼畑による山おこしの会 
檮原町森林づくり会議 
中央流域林業活性化センター 
おおなろ野外活動の森づくり実行委員会 
四万十樵塾 
県民の森工石山を楽しみながら良くする会 
ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊 
四銀森林サークル 
全日本運輸産業労働組合四国地方連合会 
中村ライオンズクラブ 
安徽省日中好の森づくりネットワーク 

99,000 
185,000 
179,000 
127,000 
126,000 
155,000 
40,000 

168,000 
224,000 
79,000 

135,000 
113,000 
62,000 

190,000 
52,000 

124,000 
81,000 

250,000 
130,000 
375,000 

 

合 計 5,579,000  

（注２）詳細については、高知県森と緑の会事務所で閲覧することが出来る 
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●正会員［88 団体］（高知県、35 市町村、27 森林組合、各種団体･企業に入会いただいています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賛助会員［52 団体･1 個人］ 

 

高知県 
東洋町 
室戸市 

奈半利町 
田野町 
北川村 

馬路村 
安田町 
安芸市 

芸西村 
香南市 
香美市 

高知市 
南国市 
大豊町 

本山町 
土佐町 
大川村 

土佐市 
いの町 
春野町 

仁淀川町 
佐川町 
越知町 

日高村 
須崎市 
中土佐町 

四万十町 
檮原町 
津野町 

四万十市 
宿毛市 
黒潮町 

大月町 
三原村 
土佐清水市 

芸東森林組合 
北川村森林組合 
馬路村森林組合 

安田町森林組合 
安芸市森林組合 
香美森林組合 

物部森林組合 
高知市森林組合 
大豊町森林組合 

本山町森林組合 
土佐町森林組合 
大川村森林組合 

高知中央森林組合 
仁淀川森林組合 
須崎地区森林組合 

窪川町森林組合 
檮原町森林組合 
津野町森林組合 

大正町森林組合 
幡東森林組合 
中村市森林組合 

四万十中央森林組合 
西土佐村森林組合 
宿毛市森林組合 

三原村森林組合 
大月町森林組合 
土佐清水市森林組合 

高知県森林組合連合会 
室戸地区建設協会 
安芸建設協会 

南国建設業協会 
嶺北地区建設業協会 
高陵地区建設協会 

（株）四国銀行 
（株）高知銀行 
（株）高知新聞社 

高知県農業協同組合中央会 
（財）林業土木コンサルタンツ高知支所 
（財）林野弘済会高知支部 

（社）高知県建設業協会 
（社）高知県木材協会 
（社）高知県山林協会 

（社）高知県森林土木協会 
（社）高知林業土木協会 
農林中央金庫高知支店 

四国電力株式会社高知支店 
高知県種苗緑化協同組合 
物部川漁業協同組合 

株式会社エヌ・シー・ビー 
住友共同電力株式会社 
有限会社香北観光 

企業組合高知県農林事業団 
※順不同 
※平成１８年５月３０日現在 

安芸猟友会 
中芸猟友会 
芸東猟友会 

安芸流域林産業協同組合 
物部地区猟友会 
香北猟友会 

高知県素材生産業（協）連合会 
高知県木材産業（協）連合会 
（協）高知県木材市場連盟 

大豊町猟友会 
嶺北猟友会 
いの北地区猟友会 

株式会社とされいほく 
嶺北木材協同組合 

嶺北林材協同組合 
（協）土長製材センター 
嶺北林業近代化協同組合 

土佐産商株式会社 
協同組合木星会 
仁淀流域素材生産業協同組合 

伊野管内建設業協会 
高吾北建設業協会 
伊野地区猟友会 

佐川連合猟友会 
佐川中央猟友会 
仁淀川漁業協同組合 

（協）高幡木材センター 
（協）須崎木材工業団地 

高幡地区建設協会 
（協）西部木材センター 
大成木材工業（株） 

中村地区建設協会 
宿毛地区建設協会 
中村地区猟友会 

土佐清水地区猟友会 
高知県林業改良普及協会 
（社）高知県特用林産協会 

西本興業株式会社 
株式会社杉本建設 
有限会社尾崎建設 

有限会社芸東建設 
株式会社徳増工業 

有限会社吉本建設 
有限会社川越建設 
有限会社吉良川建設 

有限会社エスエス 
有限会社野島正文堂 
丸和林業株式会社 

有限会社高知事務機 
有限会社高知工房 
大成式典社 

 (社）高知県森林整備公社 
竹内 寛興 

※順不同 

※平成１８年５月３０日現在 
 

年会費：１口１，０００円からですが、法人５口から、個人２口からお願いしています。 
※(社)高知県森と緑の会は、緑の募金及び緑の募金を活用した取り組みのほか、下記会員からの会費に

より当会の運営、各種活動を行っています。 

 

森と緑の会は、次の組織体制で県内全域にわたり、緑あふれる県土づくりを進めています。 

森と緑の会の中央組織。東京都に事務局を置く。各都道府県に緑化推進委員

会(都道府県の総称)がそれぞれあり、高知県では当会が緑化推進委員会にあ
たる。 

 

県林業事務所の管轄区域内の森と緑の会会員で組織。管内市町村の首長が会
長で、林業事務所長が事務局長。(須崎地区は須崎地区森林組合、伊野地区は
流域林業活性化センターによど川に事務局を置くよう会則を改正した) 

県内市町村単位で支部を設置。首長が支部長、森林担当課室が事務

局を担当。 

 

地区森と緑の会 

森と緑の会市町村支部 

(社)国土緑化推進機構 

(社)高知県森と緑の会 
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平成１７年度は、４６団体４８件の事業に対して助成を行いまし

た。事業者は３ページ目の公告にあるとおりです。 

事 務 局 紹 介  
平成 18 年度から事務局の担当をして

おります藤田(事務局長代理)、齋藤(会計)

です。現在のところ２名体制で、人数が
減った分ご不便をおかけすると思います

が、どうぞよろしくお願いします。 

この取り組みは今年５年目で、毎年全国で１００名の森の達人が選

ばれています。高知県からは今までに９名が選考されています。 

年度 部  門 氏  名 分  野 職  業 住  所 

森づくり部門 式地 幸市さん 機械集材 林業技術 長岡郡本山町 

森づくり部門 小笠原 義和さん そま師 森林組合作業員 安芸郡安田町 

森の恵み部門 芝 輝男さん 川漁師 写真店経営 幡多郡四万十市 

森の恵み部門 宮崎 弥太郎さん 川漁師 川漁師 高岡郡越知町 

14 年 

森の伝承・文化部門 尾崎 茂さん 手すき和紙 手すき和紙製造 吾川郡仁淀川町 

15 年 森の伝承・文化部門 中越 定一さん 神楽  高岡郡檮原町 

16 年 森の伝承・文化部門 山本 眞壽さん 染色 染織作家 吾川郡いの町 

加工部門 アウテンボーガルト･ロギールさん 紙漉き 紙すき職人 高岡郡檮原町 17 年 

森の伝承・文化部門 長山 行守さん 指物 一級建築大工技能士 室戸市 

森 の名 手･名 人を推 薦してください 

■レジ袋削減推進会議協定店 
買い物する際の「レジ袋いりませ

ん」の一言でセーブされたお金が寄付
されます。年に１回、市民参加で木を
植えています。協定店は、募金箱常設
の量販店です(６ページ目に掲載)。 

■ＮＣＢ緑の募金カード 
お買い物や車の給油等の支払いに使うと、

利用額の一部が NCBより募金されます。 
入会金等全て無料。入会時に、

便利なマイバッグもプレゼント。
森を元気にできるカードです。 

■ホッとひといき、森づくり 
～「緑の募金」自動販売機～ 

設置をされた方と販売ベンダ
ーが売り上げの一部を緑の募金
へ寄付してくれる仕組みです。 

同じ飲むなら、ダイドードリン
コと四国キヤンティーン(コカ･
コーラ)の対象自動販売機をご利
用いただくだけで森づくりへ貢
献できます。 

■森林の整備(12 件) 高知県内における水源林の保全 

■緑化の推進(26 件) 地域の緑化計画や緑化運動 

▲｢種崎地区千本松原再生事業｣ 
千本松原を育てる住民の会 

▲｢学びの森づくり事業｣ 
朝霧森林倶楽部 

■緑の国際協力(１件) 
高知県民が行う国際緑化事業 

■地区･支部実施(9 件) 
地区森と緑の会、支部が行う事業 

▲｢大杉公園整備事業｣ 
大豊町杉地区 

▲｢どんぐりの森林づくり運動事業｣ 
大川村ふるさと公社 

▲｢安徽省日中友好の森づくり植樹事
業参加助成事業｣ 安徽省日中友好

の森づくりネットワーク 

▲｢里山から学ぼう！自然のサイクル
事業｣ 越知町支部 
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●緑の募金は下記の口座でお受けし

ています。 
 ①四国銀行山田支店 

普通 ０４６９０３７ 
 ②高知銀行本町支店 

普通 ０６１１６３０ 
 ③高知県信用農業協同組合連合会本所 

普通 ５４８９０２６ 
 ④ 郵便局 １６４３０－７３１３６３１ 
【口座名義】 

①～③ （社）高知県森と緑の会 
理事長 川合通子 

④ （社）高知県森と緑の会 
 

●緑の募金箱を下記の場所に常設し
ていただいています。 

【量販店】 
・エースワン ・高知スーパー   
・こうち生協  ・高知大丸 
・サニーマート ・サンシャインチェーン 
・サンプラザ ・ジャスコ高知店 
・十津スーパー ・ナンコクスーパー 
・バリュー ・フジ 
・あさくらセンター   の県内全店舗 
【コンビニエンスストア、ホームセンター等】 
・スパー   ・スリーエフ   ・ＴＳＵＴＡＹＡ 
・ホームセンターマルニ 
・イエローハット    の県内全店舗 
【金融機関等】 
・四国銀行（県内全店） 
・高知銀行（県内全店） 
・高知トヨペット     ・ＮＣＢ 
・ＮＴＴドコモ高知支店 

・緑の募金に関するお問い合わせ 
・緑の募金事業に関するお問い合わせ 

社団法人 高知県森と緑の会 
〒782-0078 高知県香美市土佐山田町大平 80 

高知県森林総合センター内 
TEL：0887-52-0072 FAX：0887-52-4177 
E-mail forestandgreen@hotmail.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moritomidori.com/ 

４月下旬のある日、一本の電話がありました。 

寄付したいと電話の向こうで片言の日本語で説明してくれている

のですが分かりづらく、メールで連絡をいただけませんかとお願いし

たところ、英語のメールが届きました。「Green Day に、ヨガスクールで

募金活動をするので、集まったお金を、森林をつくることに役立てて

ほしい」とのことでした。「もちろん、喜んで！」と、今度はこちらがたど

たどしい英語で返事を出しました。 

５月中旬、またまた英語のメールが届きました。４５，０００円集まっ

たので、寄付したいがどうしたらよいかとのことです。早速、教室の開

かれている市民体育館に受け取りに行きました。 

募金を集めてくださったのは、TOSA YOGA のインストラクター達。

お会いしたのはアメリカ出身のStymie
スタイミィ

さん。高知市民体育館で週２

回、そのほか春野町などでもスクールを開いておられます。みどりの

日に開いた教室のレッスン料を緑の募金に寄付していただきました。

Stymie さんいわく、高知の森づくりに役立ててほしいとのこと。Thank 

you very much! 大切に使わせていただきます。 

春期緑の募金強化期間３月１日～５月３１日にご協力いただき、誠

にありがとうございました。皆様の寄付金は、高知の森を元気にする

ために、大切に活用させていただきます。 

大きなところでは、(株)サニーマートさんをご利用のお客様のレジ

袋を削減して集まったご寄付、(株)スリーエフさんなどからいただいて

おります。(株)ＮＣＢさんの緑の募金カードや、ダイドードリンコさんの

｢緑の募金｣自動販売機をご利用いただいた利益からご寄付いただ

いております。 

こういった緑の環境へのご理解をいただいていること改めて感謝

申し上げるとともに、引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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▲TOSA YOGA 提供 


