
表紙の写真：アジロ自然の森での「森のようちえん」
５月１８日（日）、高知市のアジロ自然の森で「森のようちえん」を開催しました。常連さんも初めて参加する子も
一緒になって、新緑の中元気いっぱいに遊びました。今後も「森のようちえん」は月に１度のペースで開催予定です。

平成２６年度定時総会開催報告

平成２５年度  苗木の支援実績

緑の募金公募事業、こうち山の日推進事業のお知らせ

平成２５年度森林・山村多面的機能
発揮対策交付金事業

緑の募金バッジ・手拭いのお知らせ



　平成２６年５月２９日（木）、平成２６年度定時総会を高知ぢばさんセンターで開催しました。
　初めに、当会の結城理事長が挨拶し、来賓からの祝辞として四国森林管理局浅川局長と、高知県知事代理の
林業振興・環境部春山副部長にお言葉をいただきました。   つづいて、「緑の募金感謝状」の贈呈式を行い、受
賞者の中からご出席いただいた７団体に感謝状を贈呈したあと、受賞者を代表し、医療法人速水会たにむら産
婦人科の谷村様から謝辞をいただきました。つづいて総会に移り、平成２６年度事業報告及び収支決算報告を
行ないました。緑の募金実績は１１，６1４，４２９円で、対前年比９８．８％とわずかに減少し、まだまだ
厳しい状況が続いていることから、これまで以上に県民の皆さまに緑の募金の趣旨を理解・浸透を図っていく
ことを説明しました。事業については、新しく加わった国の助成事業を含む、９つの公益目的事業についてそ
れぞれ説明をしました。
　また、役員については、高知県の平成２
６年度人事異動により転出された高橋隆氏
の後任として転入された上岡啓二氏を理事
に選任し、理事 13 名、監事 2名の役員体
制となりました。さらに、役員報酬の総
額に関することなど、3つの議案全てにつ
いて承認をいただきました。
　その後、報告事項として平成２６年度事
業計画及び収支予算書について説明し、定
時総会を終了しました。

平成２６年度定時総会 開催報告

平成２５年度緑の募金感謝状贈呈者（敬称略／※印は贈呈式出席者）
高知県知事感謝状
・ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社
・ダイドードリンコ株式会社 ※
・医療法人速水会たにむら産婦人科 ※
高知県森と緑の会理事長感謝状
・株式会社土佐山田ショッピングセンター
・株式会社日産サティオ高知 ※
・株式会社サニーマート
・株式会社四国銀行「店頭」 ※
・株式会社スリー・エフ中四国 ※
・野市小学校４年３組（校内での募金活動への特別表彰）

・株式会社西森建設
・こうち生活協同組合
・株式会社エヌ・シー・ビー※
・津野町森林組合 ※

・贈呈基準は公益社団法人高知県森と緑の会緑の募金顕彰要綱による。
・「店頭」とは、団体と当該団体の店舗で個人から頂いた（設置募金箱等への）寄付金

（平成２6年５月２９日現在）

結城理事長と医療法人速水会たにむら産婦人科の谷村様

公益社団法人高知県森と緑の会　役員名簿

理  事  長　 結城 健輔  　 財団法人土佐育英協会　理事長

副理事長　 池田 洋光　   中土佐町　町長

副理事長　 松岡 良昭　    一般社団法人高知県木材協会　専務理事

専務理事　 三好日出雄    公益社団法人高知県森と緑の会　事務局長

理　　事　 清藤 真司　　香南市　市長

理　　事　 熊瀬 幸助  　  一般社団法人高知県山林協会常務理事

理　　事　 平野 幸延　   一般社団法人高知林業土木協会　専務理事

理　　事　 小松 律男　   物部森林組合　代表理事組合長

理　　事　 沖本 英城　　四万十町森林組合　代表理事組合長

理　　事　 田中 正澄　   高知県町村会　常務理事

理　　事　 西澤 窈子　   高知桜ライオンズクラブ　会員

理　　事　 市栄 智明　   高知大学農学部　准教授

理　　事　 上岡 啓二　   高知県林業振興・環境部林業環境政策課　課長

監　　事　 廣光 良昭　   廣光良昭税理士事務所　所長

監　　事　 山﨑 行雄　   高知県森林組合連合会　参事



「緑の募金」による苗木の提供
　平成２５年度は、市町村などを通して

希望のあった県内２２ケ所の地域や学校、

団体の植樹活動に対して、合計１,０１３本

の苗木をお届けしました。
（※イラスト上の数字は苗木の本数）

緑の広がりで
地域を元気に

土佐清水市
市場町町内会

平成２６年度も１０月中旬からの募集を予定しております。ご希望の方は、お住まいの
市町村を通じてお申込み下さい。詳しくは当会ホームページでもご覧いただけます。

第４２回高知市みどりの週間
４月１９日（土）・２０日（日）・２１日（月）の３日間、高
知市中央公園にて開催されました。今年も「子ども樹木
博士になろう」「竹のマイ箸・竹トンボづくり」を開催す
るとともに、緑化関係事業の実施団体の皆さんなど関係
者のご協力のもと、街頭募金活動をおこないました。
　また、南国市からは「ゴメンジャー」の皆さんも駆け
付けてくださり、緑を守る事の大切さをテーマにしたシ
ョーを見せていただきました。

　３月９日（日）、高知市土佐山の運動広場の裏山で、こうち森
林救援隊を講師に迎えておこないました。小学生から６０歳代
の方まで、１４名の参加者が、初めて持つチェーンソーに少し
緊張しつつ作業されていました。その後、間伐による森の変化
についての説明や間伐されていない森の見学などを通して、人
工林の手入れの大変さと大切さを学ぶ一日となりました。

いの町川内自治会
いの町
天王連合町内会

いの町
上八川津賀ノ谷地区

須崎地区森林組合

土佐市ふれあいフェスタ 奈半利町
集落保全営農組織
平・花田

大豊町せせらぎ庵

大豊町穴内地区
本山町地域おこし協力隊

高知市鏡吉原公民館運営委員会

芸西保育所
佐川町
やすらぎの里二ツ野れんぎょうの会

津野町貝ノ川棚田保存会
津野町新田地区

津野町北川地区
須崎市南地区をよくする会

中土佐町みなみのつどい

四万十町米奥小学校

四万十町台地まつり
四万十市本村小学校

間伐体験ツアー in 土佐山



平成２６年度「緑の募金公募事業」

交付決定事業のご紹介
〇森林の整備（３件）

１     黒森山植樹事業【初】　　　　　　　　　 　       仁淀川漁業協同組合　　                                                                   越知町黒森山

２     四十寺山へ桜やつつじの植樹　　　　　 　 　　四十寺山・桜美人の会           　　　                                               室戸市室津寅ヶ谷

３　 松林再生事業 　　　　　　　　　  　           　    脇地常会（２５年度実施）　　                                                         室戸市元脇地 国道 55 線沿い北側

平成２６年２月の運営協議会と理事会での審査を経て、実施事業が次の
とおり決まりました。緑の募金はこのように県内各地の団体の活動に活
かされています。各行事への参加や募金へのご協力をお願いします。

〇森林の整備（７件）

両栄川花街道維持事業【初】

汗見川河畔林活用事業

『山を学ぼう、遊ぼう』in 羽尾【初】

山の子森林環境学習 in 物部２０１４

大野見希少山野草保全事業【初】

森の写真絵本づくり

桜並木保全事業【初】

あけぼの会

汗見川の自然を守る会

羽尾わくワク村【初】

大栃中学校 ＰＴＡ

大野見山野草を守る会【初】

高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会

土居町町内会【初】

1

2

3

4

5

6

7

中土佐町上ノ加江両栄川周辺堤防

本山町汗見川沿いの河畔林

香南市夜須町　羽尾大釜荘

大栃中学校、物部町内各地

中土佐町大野見下ル川地区

高知県中部及び東部

高知市土居町　鏡川沿い桜並木

平成２５年度緑の募金公募事業
　平成２５年度緑の募金公募事業は、森林の整備が４件、緑化の推進が８
件で、合計１２件の事業が実施されました。遊歩道の整備や植樹、シカ食
害の防止対策といったフィールドワークをはじめ、子どもを対象とした学
習や、シンポジウムなど、多岐にわたる事業が行なわれました。
　写真は、四銀森林サークルが実施した高知市の筆山文化会館前の公園で
の整備事業で、こうち森林救援隊や高知市職員等、のべ１１３人が参加。
　公園内の傷んだ桜の老木を伐採・剪定し、新たに桜の苗木を植樹すると
ともに、ベンチの補修・移設や公園周辺の支障木の除去もおこなった。

左：竹の有効活用と里山整備を目的に、適切な森林整備の
　　講習と竹ドーム作りを行いました。お昼には竹でマイ
　　箸、皿をみんなで作り森でごはんを頂きました。沢山
　　の森の恵みに感謝して楽しい一日と成りました。

こうち山の日推進事業 平成２５年度は、３４事業に１０，１１８名が参加して「こうち山の日」
推進・普及啓発事業が県内各地域で実施されました。

上：野市東保育園にて植物を使った万華鏡作りと森の学
　　習を行いました。夢中で自分の好きな草花を選び、
　　幻想的な万華鏡の世界に引き込まれていました。



平成２５年度
森林山村多面的機能
発揮対策交付金事業

　平成２５年度から新しく始まった林野庁の国庫金事業です。初年度は
４２団体から申請があり、里山林の整備や侵入竹の除去、山の資源を利
用した活動やイベントなど、地域の活性化を目指した様々な活動が県内
各地で行われました。「自分たちもやってみたい！」という方、詳しくは
高知県森と緑の会事務局までお問い合わせください。



「緑の募金事業」平成２５年度結果報告

収入　平成２５年緑の募金種別内訳

１　緑の募金による寄付金の総額
　　　１１，６１４，４２９円（平成２５年１月１日～１２月３１日実績）

  5,227,124        401,301       1,538,014      3,281,843         77,908　   1,088,239

１ 森林の整備                      　          838,106               0           838,106

２ 緑化の推進                                 2,212,106              0        2,212,106

３ 国際協力                                                    0                0                      0

４ 募金資材購入費                            915,330               0          915,330

５ 募金活動推進費                        6,233,804                0      6,233,804

６ 推進事務費      　　　　  　　2,322,885              0        2,322,885                  

７ 交付金（国土緑化推進機構）             1,080,000                0      1,080,000

　　　　合　　計　　　　　　    13,602,231                   0         13,602,231　　

※前年度繰越金 1,674,132 円を含み、翌年度繰越金 230,936 円を除く

２　緑の募金による寄付金の使途

（募金方法別　内訳）　　　　　　　　　　　　　　               　（単位：円）

公　　告
公益社団法人高知県森と緑の会

理事長　結城　健輔

　平成２５年度の緑の募金について、下記のとおり寄付金の総額、
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。

平成２５年度緑の募金の結果について

平成２６年６月１８日

記

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

 100,000

300,000

150,000

350,000

200,000

180,000

267,000

340,000

200,000

230,000

320,000

163,000

2,800,000

横倉山自然の森博物館友の会

物部川２１世紀の森と水の会

遠山を守る会

仁淀川漁業協同組合

三嶺の森をまもるみんなの会

有限会社山中工業

大栃中学校 PTA

四銀森林サークル

四十寺山・桜美人の会

高知県緑サポーター会

高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会

脇地常会

 　　　　　　合　　　　　計

※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

　平成２５年度も緑の募金へのご協力ありがとうご
ざいました。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。

支出　平成２５年度緑の募金事業支出内訳

街頭
401,301 円
3.5%

森林の整備
838,106 円
6.2%

交付金（国土緑推）
1,080,000 円
7.9%

募金資材購入費
915,330 円
6.7%

学校
77,908 円
0.7%

（平成２５年１月１日～平成２５年１２月３１日） （平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

公   告

家庭
5,227,124 円
45.0%

職場
1,538,014 円
13.2%

企業
3,281,843 円
28.3%

その他
1,088,239 円
9.4%

家庭
5,227,124 円
45.0%

職場
1,538,014 円
13.2%

企業
3,281,843 円
28.3%

その他
1,088,239 円
9.4%

推進事業費
2,322,885 円
17.1%

募金活動推進費
6,233,804 円
45.8%

緑化の推進
2,212,106 円
16.3%

推進事業費
2,322,885 円
17.1%

募金活動推進費
6,233,804 円
45.8%

緑化の推進
2,212,106 円
16.3%



 
 



公式 Facebook ページを始めました。
◇イベント開催や参加者募集のお知らせに、フェイ

スブックページを活用しております。未登録の方で

も閲覧可能なので、是非ご覧ください。アドレスは

右のQRコードからもご覧いただけます。

生活の中で緑を増やす
緑の募金にご協力ください
□NCB 緑の募金カードで
　お買い物するだけで利用額の一部が
　NC B から募金される環境貢献型カード。

□緑の募金自動販売機で
　同じ飲むなら「緑の募金」自動販売機をご利用く
　ださい。対象の販売器には、緑の募金の表示がさ
　れています。協力企業は次の３社。対象自動販売
　器を設置してくださるオーナーも募集中です。
　・ダイドードリンコ
　・四国キヤンテイーン（コカ・コーラ系列）

　・岸田サービス（サントリー・アサヒ・ポッカ・大塚製薬・ネスレ）

□ハーティーカードで
　たまったポイントで気軽にご寄付を。サニーマー
　ト全店舗に設置されているハーティーポイント交
　換機で、「緑の募金」のボタンを押すだけで募金
　ができます。

公益社団法人
高知県森と緑の会

〒780-0870　高知市本町 5丁目 1番 50 号中沢ビル４階
ＴＥＬ：088-855-3905　　ＦＡＸ：088-855-3906
e-mail   info@moritomidori.com
http://www.moritomidori.com/

当会は特定公益増進
法人に該当します。
『緑の募金』にご協力いただき

ますと特定寄付金として税制上

の優遇措置が受けられます。

当会はコチラ!緑の看板が目印です!!

緑
の
募
金
マ
ー
ク
や

ど
ん
ぐ
り
君
が
目
印
で
す
。

高知県森と緑の会では会員を随時募集しています
賛助会員の年会費は１口１千円で、団体は１０口から、個人は３口から
を標準としています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

　緑の募金に一定額以上ご協力
下さった方に、高知県産の桧の
間伐材で出来たバッジや、高知
の山歩きをテーマにしたデザイ
ンの手拭いといったグッズをプ
レゼントしています。詳しくは
当会ＨＰをご覧下さい。

www.moritomidori.com

【正会員】（７１団体）

【賛助会員】（５９団体・４９個人）

高知県
３４市町村
２３森林組合
高知県森林組合連合会
安芸建設協会
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
（一社）高知県木材協会
（一社）高知県山林協会

（一社）高知林業土木協会
農林中央金庫高松支店
高知県種苗緑化協同組合
物部川漁業協同組合

※敬称略・順不同（平成２６年６月１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
高知県建設業協会室戸支部
香美猟友会
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
(一社)高知県建設業協会南国支部
高知県建設業協会嶺北支部
大豊町猟友会
嶺北猟友会
株式会社とされいほく
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
協同組合木星会
仁淀流域素材生産業協同組合
高知県建設業協会伊野支部
高吾北建設業協会
いの猟友会
高吾地区猟友会
佐川中央猟友会
仁淀川漁業協同組合
高幡地区建設協会
（協）西部木材センター
高知県建設業協会中村支部
宿毛地区建設協会
土佐清水地区猟友会
高知県林業改良普及協会
（一社）高知県特用林産協会

竹内 寛興
大原 儀郎
川田 勲
鍋島 浩 
宮地 辰彦 
村岡 盛志
千葉 健
臼井 裕昭
土居 稔
坂本 彰
依光 隆夫
坂本 千代
受田 浩之
川合 研兒
鶴岡 義人
川上 博正
大野 靖紀
安藤 徹
國沢 一之
山下 俊次
田村 壮児
杉本 明
岩村 俊夫
松下 和清
久保 誠
野口 朗子
宮地 健三
今西 恵子
門田 数子
谷口 喜美

江渕 郁子
西内 章子
西内 健
溝渕 健夫
三石 文隆
加藤 漠
弘田 兼一
土森 正典
浜田 英宏
中西 哲
西森 潮三
金子 繁昌
依光 晃一郎
川井 喜久博
桑名 龍吾
高橋 隆
井澤 三男
福田 誠
吉田 日和
松本 美香

有限会社エスエス
丸和林業株式会社
有限会社高知事務機
( 一社 ) 高知県森林整備公社
馬路村農業協同組合
有限会社太平洋マリン 
川村モータース 
はりまやハーバークラブ
株式会社一柳商店 
有限会社福井フラワーガーデン
医療法人恕泉会内田脳神経外科
（一社）高知県森林土木協会
有限会社海昌
生活協同組合コープ自然派しこく
株式会社エヌ・シー・ビー
入交石油・東洋電化工業協働企業体
( 一社 ) 高知県建設業協会
中土佐ライオンズクラブ
こうち生活協同組合
有限会社　香北観光
株式会社　濱長
鈴木建設株式会社
ガーデン＆エクステリア

シュウハウス工業株式会社
( 株）林釣漁具製作所
( 株 ) 島田屋
( 株 ) リーブル
ユーログラス工芸 ( 株 )

en

www.facebook.com/moritomidori


