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平成２９年度事業報告 
 

平成２９年度は，平成２５年１２月開催の「国連気候変動枠組条約第１９回締約国会議」に

おいて合意された，二酸化炭素などの温室効果ガス削減目標を示す「京都議定書」の第２約束

期間〔平成２５（２０１３）年～平成３２（２０２０）年〕８年間の５年目であることや，異常気象により豪

雨災害が発生したことから，県民の環境保全・緑づくりへの関心が一層高まっていると考えら

れる。 

このような県民の意識を背景とし，支部との連携による緑の募金活動を展開するとともに，

広島県が実施している「ひろしまの森づくり事業」や緑の募金事業を含めた各事業を効果的・

効率的に実施することで，多くの県民に「緑づくり活動支援」「緑とのふれあい支援」「緑の体

験・学習などの機会や場の提供」「青少年が行う緑化活動等の支援」など，県民参加のみどりづ

くりを一層推進した。 

また，公益社団法人として７年目の事業年度をむかえ，「森林整備」「環境緑化」「普及啓発」

等の公益目的事業の推進に努めた。 

 平成２９年度事業の概要については，以下のとおりである。 

 

 

Ⅰ 緑化推進事業 

事業１ みどり推進事業 

１ 人材育成事業 

（１）中核指導者研修事業 

森林整備に関する知識や指導方法等を学ぶ全国研修会に，森林ボランティアグループの

指導者を派遣する計画であったが，国土緑化推進機構の都合により【中止】となった。 

 

２ 青少年緑化活動推進事業 

（１）みどりの学習推進事業 

小学校・中学校・高等学校・大学等を対象に，自然体験学習を計画していたが，諸事情 

により【中止】となった。 

 

（２）学園緑化推進事業 

①緑化活動推進校の指定（指定校） 

緑化活動推進校として，次の９校を指定し，活動費の助成を行った。 

教育事務所等 学  校  名 教育事務所等 学  校  名 

西  部 呉市立波多見小学校 福山市教育委員会 福山市立大成館中学校 

〃 廿日市市立宮内小学校 県立学校 御調高等学校（尾道市） 

西部芸北支所 北広島町立新庄小学校 〃 賀茂北高等学校（東広島市） 

東   部 尾道市立美木原小学校 〃 府中東高等学校（府中市） 

北   部 三次市立吉舎中学校   
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②緑化活動推進協議会の開催（広島県学校園協会） 

県内の小学校･中学校･高等学校･特別支援学校の担当職員を対象に，人間性豊かな児童・

生徒の育成を目指す学校緑化活動についての研修会を，広島県教育委員会，広島県学校園

協会との共催により県内４箇所で実施した。 

 

３ 普及啓発事業 

（１）緑化ポスター原画コンクール等の開催 

①緑化ポスター原画コンクール 

広島県及び広島県教育委員会との共催で，緑化ポスター原画コンクールを開催した。 

県内の小学校･中学校･高等学校・特別支援学校１２５校から９０９点の応募があり，入

賞作品４１点を表彰した。 

また，優秀作品のうち１２点を国土緑化推進機構主催の平成３０年用国土緑化運動・育

樹運動ポスター原画コンクールへ出品した。このうち２点が，準特選と入選となった。 

 

区 分 小 学 校 中 学 校 高等学校 特別支援学校 計 

応募作品数 ５３０ ３３７ ４０ ２ ９０９ 

入賞作品数  ２４  １２  ４ １  ４１ 

 

【特 選】（広島県知事賞）   ３点 

 小 学 校 の 部  原 山     豪（はらやま ごう）（広島市立五日市東小学校５年） 

 中 学 校 の 部  岡 田  莉 紗（おかだ りさ）（広島市立井口中学校２年） 

 高 等 学 校 の 部  原 田  青 空（はらだ そら）（県立尾道東高等学校１年） 

  ※高等学校の部 準特選 林野庁長官賞 を受賞した。 

【入 選】（広島県教育委員会賞）   １０点 

（小学校の部６点 中学校の部３点 高等学校の部１点） 

 うち中学校の部  髙 田 瞳（たかだ ひとみ）  （福山市立神辺西中学校２年） 

入選 国土緑化推進機構理事長賞 を受賞した。 

【佳 作】（公益社団法人広島県みどり推進機構理事長賞） ２８点 

（小学校の部１７点 中学校の部８点 高等学校の部２点 特別支援学校の部１点） 

 

②国土緑化運動・育樹運動標語コンクール 

公益社団法人国土緑化推進機構が募集する平成３０年用国土緑化運動・育樹運動標語コ

ンクールを公募し，審査を行い，１０点を候補作品として全国コンクールに応募した。 

 

③平成２９年度全日本学校関係緑化コンクール 

公益社団法人国土緑化推進機構が募集する平成２９年度全日本学校関係緑化コンクー

ルへの参加校（小学校･中学校･高等学校）を公募し，広島県とともに審査を行い，１校を

国土緑化推進機構に推薦した。 

【学校環境緑化の部】 推薦校 東広島市立高美が丘中学校 
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④林業・環境緑化写真コンクール 

広島県林業改良普及協会，一般社団法人広島県森林協会との共催で参加作品を募集し，

平成２９年２月２１日（火）に審査会を開催した。 

１９８点の応募があり，審査の結果，特選２点，入選１０点，佳作３点，計１５点を選

出し表彰した。 

 

（２）広報活動の実施 

緑化推進運動に対する県民の理解と協力を得るため，緑化運動ポスター，広報誌の配布

等により広報活動を実施した。 

① 国土緑化運動ポスター  ３００枚 

② 育樹運動ポスター    ３００枚 

③ 公益社団法人 国土緑化推進機構広報誌「ぐりーん・もあ」２００部×４回 

 

（３）緑化運動推進 

①「森の名手・名人」の選定 

 森に関わる生業等に優れた技を極め，他の技術・技能者等の模範となっている達人を

「森の名手・名人」の候補者として選定し，公益社団法人 国土緑化推進機構へ推薦した

結果，次の１名が認定され，広島県の「森の名手・名人」は２０名となった。 

 

生 業 等 氏   名 住  所 

林業（森づくり） 板 橋 正 人 世 羅 町 

 

 

事業２ 助成事業 

１ 緑と水の森林ファンド事業 

公益社団法人 国土緑化推進機構から助成を受け，次の事業を実施する団体を支援した。 

（１）緑と水の森林ファンド（都道府県枠）事業 

①「みどりの集い」開催事業 

多くの県民に森林をはじめとした緑の果たす役割を啓発するとともに，緑づくりの参加

意識の醸成を目的として開催した。 

・開 催 日 平成２９年４月２９日（土・祝日） 

・開催場所 広島市東区福田町「ひろしま遊学の森 広島県緑化センター」 

・内  容 寄せ植え教室，森の工作室，カブトムシ幼虫探し等 

・参 加 者 一般県民 約３,８００名 

・実施主体 みどりの集い実行委員会 
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②緑の少年団交流集会開催事業 

野外活動を通じて相互の交流と親睦を図るとともに，自然に親しみながら，心身を鍛練

し，自律・友愛・協同・奉仕の心を養うことを目的に，第３７回緑の少年団交流集会を開

催した。 

・開 催 日  平成２９年７月２７日（木）～７月２８日（金） 

・場  所  廿日市市吉和「県立もみのき森林公園」 

・内  容  野外学習，名札づくり，テント設営，キャンプ，野外活動等 

・参 加 者  ５少年団，団員７７名を含む 全１０３名 

・実施主体  広島県緑の少年団連盟 

 

 

（２）学校環境緑化モデル事業 

学校の緑化を通じて，青少年の環境緑化意識の高揚を図るため，学校敷地内の植栽や樹

木の手入れ等を行う計画であったが，応募がなく【中止】となった。 

 

（３）学校林を活用した森林環境教育促進事業 

学校林を活用して，小中学校の森林環境教育（林業体験活動を含む）を促進するため，

実施対象校を選定し，森林環境教育活動を行うボランティア団体（事業実施者）等と連携

して事業を実施した。 

・事業完了日  平成３０年３月末日に完了予定 

・場   所  安芸高田市立郷野小学校 学校林 

・内   容  森の学習，森の手入，巣箱づくり・設置，子ども樹木博士， 

どんぐり教室，クリスマス・リースづくり，記念植樹等 

・参 加 者  児童５９名，教職員１２名，保護者・地域振興会２０名 

        森林インストラクター２５名  計１１６名が参加予定 

・実 施 主 体  全国森林インストラクター会広島県支部 

 

２ 中国・四国地区森づくり活動コーディネーターブロック養成研修の開催 

森づくり活動を推進するため，森林ボランティアを対象にコーディネーター養成研修を計

画していたが，国土緑化推進機構の都合により【中止】となった。 

 

３ 環境緑化推進事業 

 緑化活動及び環境整備等を推進する団体・企業から助成を受け，公共施設等の緑化や森林

の整備を実施する計画であったが，団体・企業からの使途限定の助成がなかったため【中止】

となった。 
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事業３ 緑の募金事業 

【緑の募金活動の展開】 

  平成２９年度の募金目標額を３５,０００千円と設定し，県内２３支部を中心に募金活動

を展開した。 

（１） 募金総額 ２６,００９,３８０円（対前年度比 98.1％ 対目標比 74.3%） 

募金方法別募金額 

区 分 募金額（円） ％ 区 分 募金額（円） ％ 

家庭募金 10,966,073 42.2 企業募金 5,976,310 23.0 

街頭募金 103,512 0.4 学校募金 2,578,642 9.9 

職場募金 5,546,035 21.3 その他 838,808 3.2 

計 26,009,380 100 

   

  支部別募金額 

支部名 募金額（円） 支部名 募金額（円） 

広 島 市 2,899,147 安芸高田市 300,000 

呉  市 1,334,783 江田島市 882,100 

竹 原 市 596,676 府 中 町 30,417 

三 原 市 2,350,787 海 田 町 96,000 

尾 道 市 3,728,500 熊 野 町 143,000 

福 山 市 2,523,057 坂    町 132,700 

府 中 市 54,475 安芸太田町 77,320 

三 次 市 124,733 北広島町 18,637 

庄 原 市 301,650 大崎上島町 194,700 

大 竹 市 36,900 世 羅 町 72,398 

東広島市 3,521,157 神石高原町 206,058 

廿日市市 252,852 本  部 6,131,333 

計 26,009,380 

 

（２）緑の募金活動の実施期間 

春期 平成２９年 ３ 月 １ 日～ ５ 月３１日 

秋期 平成２９年 ９ 月 １ 日～１０月３１日 

 

（３）広報活動の展開 

①街頭募金の実施 

 緑の募金の普及啓発を図るため「街頭募金」及び「イベントを活用した募金活動」を実

施した。 

○広島市内での街頭募金 

・実施月日 平成２９年４月１６日（日） 

・実施場所 広島市中区八丁堀 福屋前，中区紙屋町 広島そごう本店前 

・主  催 広島県，広島市，公益社団法人広島県みどり推進機構， 

公益社団法人広島県みどり推進機構 広島市支部 

・協  力 広島市みどりの少年団 

ひろしま緑づくりインフォメーションセンター（ＧＩＣ） 
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○イベントを活用した募金活動 

・名  称 「みどりの集い」 

・開 催 日 平成２９年４月２９日（土・祝日） 

・開催場所 広島市東区福田町 ひろしま遊学の森広島県緑化センター 

・協  力 広島県緑化センター，可部南グリーンズ緑の少年団 

 

②緑の羽根の着胸等 

みどりの月間（平成２９年４月１５日～５月１４日）期間中に積極的な活動の展開を図

るため，次の報道機関・関係団体へ「緑の羽根の着胸」及び「緑の募金への協力」を要請

した。 

・日本放送協会広島放送局  ・中国放送 

・テレビ新広島       ・広島テレビ 

・広島ホームテレビ     ・広島県森林協会ほか林業関係団体等９団体 

 

 

１ みどりづくり活動支援事業 

詳細については，別表「みどりづくり活動支援事業」を参照。 

（１）森林整備 

 地域のシンボル的な森林及び学校林の整備など，森林づくりの模範となる事業を公募し，

森林整備事業を実施する森林ボランティア団体や地域住民を支援した。 

 

（２）環境緑化 

地域の身近な生活環境の緑化を通じ，環境緑化活動の重要性を理解することに資する事

業，地域の緑づくりの模範となる事業を公募し，森林ボランティア団体や地域住民を支援

した。 

 

（３）普及啓発 

地域住民の緑化意識の高揚を図るため，環境緑化活動の実施及び緑化に関するイベン

ト・研修会等を実施する事業を公募し，森林ボランティア団体や地域住民を支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

区分 番号 実　施　主　体 事　　業　　名 実　施　場　所 助成額

1 吉川長寿会 多様な森林の造成（生きがい対策森林づくり） 東広島市八本松町　吉川財産区内（借上げ地） 130,000    

2 吉川の里山を育てる会 吉川みんなの森整備推進事業 東広島市八本松町吉川　吉川財産区有林 90,000      

3 刈又池周辺森林整備研究会 刈又池周辺森林整備事業 東広島市八本松町　西ケ谷国有林 80,000      

4 年輪クラブ 羽高湖周辺山林整備事業 府中市諸毛町　羽高湖周辺 90,000      

5 ふる里の自然と緑を守る会 大佐山憩いの森整備事業 福山市新市町　大佐山憩いの森 50,000      

6 深水憩いの広場つくりの会 深水憩いの広場整備事業 福山市神辺町　中条財産区有林，深水共有林 150,000    

7 君田自治区連合会 高幡観音周辺整備事業 三次市君田町　高幡山 33,960      

8 野登呂山森保全の会 野登呂山森林整備 江田島市能美町　沖美町　野登呂山 160,000    

9 もみのき森林公園友の会 桜の手入れ林間栽培事業 廿日市市吉和　県立もみのき森林公園 40,000      

10 上御領下組自然と森林を守る会 上御領下組森林整備事業 福山市神辺町　上御領下組生産森林組合所有林 80,000      

11 ふれあい湧（ワーク） 広島県緑化センター森林整備事業 広島市東区福田町　広島県緑化センター内の森林 76,000      

12 NPO法人ひろしま人と樹の会 竹林整備事業 安芸高田市八千代町土師 100,000    

13 みやじま未来ミーティング
桧山地区森林整備による地域活性化・里山交流促
進事業

安佐北区白木町市川　聖ケ滝 155,000    

14 かんきょう会議　浮城 三原市深町　医王山　田屋城址　里山整備事業 三原市深町　医王山 60,000      

小計 14 1,294,960   

15 高屋堀団地花壇作り同好会 高屋堀団地周辺環境緑化事業 東広島市高屋町　高屋堀団地周辺 60,000      

16 土師ダム桜守プロジェクト 土師ダム桜守プロジェクト事業 安芸高田市八千代町土師　土師ダム湖畔 80,000      

17 三次市立十日市中学校生徒会 十日市中学校区緑化事業 十日市中学校グラウンド 70,000      

18 脱温暖化プロジェクトせら エコの花咲くせらのまち事業 世羅町内自治センター・保育所・小学校等 67,000      

19 高須小学校緑化推進協議会 高須小学校及び周辺緑化事業 高須小学校及び周辺市有地（道路法面） 70,000      

20 温友会 雑草の下刈り・施肥・剪定・雑木伐採事業 山県郡北広島町川小田　大仙神社周辺 70,000      

21 下御領自然と歴史を守る同好会 里山整備事業 福山市神辺町　下御領生産森林組合所有地 60,000      

22
ＮＰＯ法人宮島ネットワーク
宮島さくら・もみじの会

宮島のさくら・もみじの再生 廿日市市宮島町　宮島公園 200,000    

23 花咲ジイバアの会 自生桜の保護育成事業 庄原市東城町三坂野呂 90,000      

24 花ネットワーク・ＢＩＮＧＯ 環境美化活動事業 福山市御幸町中津原　芦田川河川敷「草花公園」 160,000    

25 Ｗ．Ｔ．Ｃ会 焼山公園環境緑化事業 焼山公園　テニスコート周辺 80,000      

26 江田島市水産物等販売協議会 ゆたかな海を育てる森づくり事業 江田島市能美町鹿川　鹿川水源地公園 40,000      

27 毘沙門台学区社会福祉協議会 学区団地内花いっぱい運動 安佐南区　毘沙門台団地内 180,000    

28 呉市仁方町まちづくり推進協議会 「春が楽しみ！チューリップ」事業
仁方町内の教育施設・公共施設・公園・自治会施設
等 170,000    

29 本山町里山倶楽部 七ツ池周辺の環境緑化事業 府中市本山町　七ツ池周辺 170,000    

30 廿日市造園緑化建設業協会及び廿日市市 はつかいちみどりまつり事業 廿日市市　新宮中央公園 100,000    

小計 16 1,667,000   

31 公益財団法人オイスカ広島県支部 山・林・ＳＵＮ活動事業 廿日市市吉和　県立もみのき森林公園 40,000      

32 サポート・トレッキング・グループ 里山登山路等整備ボラティア事業 野呂山，休山の登山道 50,000      

33 芸北自然保護レンジャー 子供対象体験型環境学習事業 山県郡北広島町芸北の山地森林 50,000      

34 エヒメアヤメの里天神原同好会 エヒメアヤメの里づくり 東広島市豊栄町吉原 167,000    

35 可部南グリーンズ緑の少年団 緑の少年団自然体験思い出づくり事業 三次市布野町・君田町及び三原市本郷町 100,000    

36 プロジェクト千里の森 千里の森の手入れ 尾道市山波町僧都東側263 私有林 160,000    

37 湯の山こどもの森プロジェクト カブトムシの森づくり事業 広島市佐伯区湯来町和田　私有林 120,000    

38 広島木材青年経営者協議会 はし作り事業
広島市中区基町　こども文化科学館（ハノーバー庭
園） 160,000    

39 森のフェスティバル実行委員会 森のフェスティバル事業 廿日市市吉和　県立もみのき森林公園 160,000    

小計 9 1,007,000   

39 3,968,960   

平成２９年度「みどりづくり活動支援事業」一覧表

森
林
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２ 支部実施事業 

（１）緑化推進事業 

各支部では，公共施設等において緑化活動を行う地域住民・児童・生徒・ボランティア

団体等の支援及び緑の少年団の育成支援を行った。          （単位：千円） 

支部名 

（事業数） 

事業費 

（助成金） 
主な活動内容 

広島市 (5) 
605   

(605)  

森林公園・青少年野外活動センター・小学校等において，小学生を対象とし

た自然体験活動，市民参加の森林づくりによる緑化活動，植樹活動，緑の少

年団の野外活動，森林教室等を実施 

呉 市 (27) 
436   

(436)  

自治会館・市民センター・保育所・小中学校・集会所・公園・県市道の沿

線等において，自治会・任意団体・小中学生等が，桜等の植樹・緑のカー

テン・花壇づくり・花木の植付け等を実施 

竹原市 (9) 
369   

(217)  

公民館・小学校・公園・国道沿線等において，自治会・小学校・地域住民

が，花の植付け・清掃等を実施 

三原市  (10) 
1,503   

(619)  

公共施設・小学校・公園・お寺等とその周辺等において，自治会・ボラン

ティア団体・緑の少年団等が，自然体験学習・桜やモミジ等の植樹・花の

植付け・植栽木の管理等を実施 

尾道市  (3) 
2,789   

(2,789)  

小中高等学校・保育園・幼稚園・町内施設等において，地域住民・小学生・

中学生・高校生・保育園児・幼稚園児が，桜等の植樹，花の植付けを行う

ほか，木製ベンチの配置等を実施 

福山市 (14) 
713   

(713)  

小中学校等において，小中学生等が，野鳥の観察会・樹木の観察・花の植

付け・花壇の整備等を実施するとともに，公園等において，市民を対象に

自然観察会等を実施 

庄原市 (1) 
35   

(30)  

比和中学校において，花いっぱい運動・校内緑化運動を展開し，花の植付

けを実施 

東広島市 (1) 
2,524   

(2,524)  

市民環境緑化植樹祭，森林ボランティア育成，地域の緑化活動助成等，幅

広く事業を実施 

廿日市市 (3) 
108   

(90)  

公園・除雪倉庫周辺等において，児童・地域住民等が，花の植付け・プラ

ンター設置等を実施 

江田島市 (6) 
924   

(525)  

小学校・中学校・保育園・公民館・銀行前・国道沿線・公園等において，

小中学生・緑の少年団・地域住民等が，桜の植樹・花壇づくり・プランタ

ーの設置等を実施 

海田町 (1) 
17   

(17)  
公園において，梅の植樹を実施 

熊野町 (3) 
68   

(68)  

公民館における農業祭の場において花苗の配布，図書館・公園において花

の植付けを実施 

坂 町 (1) 
65   

(32)  
町内で開催した祭の場において，梅苗木の配布を実施 

大崎上島町(3) 
174   

(86)  

大崎小学校・大串公園・大串海岸等において，苗木の配布・クロガネモチ

等の植樹を実施 

神石高原町(1) 
100   

(100)  
町内において，緑の少年団育成が緑化活動，清掃活動等を実施 

計 (88) 
10,430   

(8,851)  
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（２）森林整備事業 

 各支部では，地域のみどり環境の改善を図るため，森林整備等を実施する地域住民・ボラ

ンティア団体等の支援を行った。                  （単位：千円） 

支部名 

（事業数） 

事業費 

（助成金） 
主な活動内容 

呉 市 (2) 
180   

(180)  

灰ケ峰・野呂山・休山において，ボランティア団体による登山路

等の補修・整備を実施等 

三原市 (4) 
313   

(246)  

大畑町・小泉町・鷺浦町・大和町において，桜の植樹・除間伐・

下刈り等を実施 

福山市 (4) 
200   

(200)  

森林公園など４地域において，市民，地域住民等が森林整備を実

施 

江田島市 (1) 
324   

(100)   

野登呂山山頂周辺において，ボランティア団体が，下刈り，除伐

を実施 

計 (11) 
1,017   

(726) 
 

 

 

３ 緑の少年団育成事業 

（１）緑の少年団育成支援事業 

    緑とのふれあいを通して，緑を愛し，緑を育てる豊かな心を養うことを目的として，野

外活動・奉仕活動等を行う緑の少年団を育成するため，広島県緑の少年団連盟を通じて 

３２少年団を対象に装備費，活動費を支援した。 

 

 

 

 

緑の少年団名簿 

所在地 団       名 団員数(人） 所在地 団       名 団員数(人） 

広島市 広島市みどりの少年団 ４７ 福山市 常石みどりの少年団 ９１ 

〃 湯来西小みどりの少年団 ９ 〃 野々浜小学校緑の少年団 １３８ 

〃 可部南グリーンズ緑の少年団 ４３ 府中市 鵜飼町みどりの少年団 ６５ 

〃 東山みどりの少年団 １７ 庄原市 東城みどりの少年団 ４３ 

〃 YAGA グリーンピース緑の少年団 ３５ 〃 和南原緑の少年団 ４１ 

竹原市 荘野緑の少年団 ７６ 〃 グリーンクラブ総領 ５８ 

〃 大乗小緑の少年団 ８１ 大竹市 栗谷みどりの少年団 ４ 

三原市 沼田西町みどりの少年団 ７６ 東広島市 東広島みどりの少年団 ７５ 

〃 須波みどりの少年団 ９９ 〃 東志和小学校みどりの少年団 ８７ 

〃 西小みどりの少年団 ４８９ 安芸高田市 八千代みどりの少年団 ５７ 

〃 本郷西小緑の少年団 ２１９ 〃 来原小学校緑の少年団 ５５ 

〃 大和みどりの少年団 ２００ 〃 船佐小学校緑の少年団 ５１ 

尾道市 吉和鳴滝みどりの少年団 ８５ 江田島市 切串緑の少年団 ７１ 

福山市 高島小学校緑の少年団 １２６ 熊野町 熊野第四小学校みどりの少年団 ３９０ 

〃 中条緑の少年団 ２６ 安芸太田町 筒賀小学校緑の少年団 ３５ 

〃 内海小学校グリーン少年団 ３５ 神石高原町 豊松緑の少年団 ３２ 

合   計  （３２団） ２,９５６ 
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（２）緑の少年団交流集会の開催（事業２ 緑と水の森林ファンド事業の再掲） 

第３６回緑の少年団交流集会を，広島県・広島県教育委員会・広島県みどりの少年団連盟

の支援を受け開催した。 

・開 催 日  平成２９年７月２７日（木）～７月２８日（金） 

・場  所  廿日市市吉和 県立もみのき森林公園 

・内  容  野外学習，名札づくり，テント設営，キャンプ，野外活動等 

・参 加 者  ５少年団，団員７７名を含む 全１０３名 

・実施主体  広島県緑の少年団連盟 

 

４ 普及啓発事業 

（１）植樹祭等開催事業 

①「ひろしま『山の日』県民の集い」の開催 

６月４日（日）〔一部の会場は別日程〕には，大崎上島町の「大崎上島文化センター周辺及

び神峰山」をメイン会場として，県内の１３市町・１４会場において，第１６回「ひろし

ま『山の日』県民の集い」を開催した。 

身近な森林や山とかかわるきっかけづくりを目的に「山に親しむ，山を楽しむ，山に学

ぶ」をテーマとし，様々な活動プログラムを実施した。 

・開 催 日  平成２９年６月４日（日）〔一部の会場は別日程〕 

・総参加者  １０,８６２名（内 山の手入れ参加者：６８６名） 

・実施団体  ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会 

  

  ○メイン会場 

会場名 開催場所 所在地 行事内容 

大崎上島町会場 

6/4 

大崎上島町文化セ

ンター周辺及び 

神峰山 

豊田郡大崎上島町 

開会式，記念植樹，神峰山ウォー

ク，木工教室，竹細工，映画上映，

特産品展示・販売等 

   

○サテライト会場 

会場名 開催場所 所在地 行事内容 

東広島市会場 

6/4 
憩いの森公園 東広島市西条町 

山の手入れ，初心者の登山教室,森

のネイチャーゲーム，野鳥観察会，

森の木工教室等 

廿日市市会場 

6/4 
もみのき森林公園 廿日市市吉和 

森林整備，森のネイチャーゲーム，

森のクラフト教室，薪割体験，森の

恵み等 

広島市会場 

6/4 

ひろしま遊学の森 

広島市森林公園 
広島市東区福田町 

森のネイチャーゲーム，グリーン

アドベンチャー，スタンプラリー

等 

ひろしま遊学の森 

広島県緑化センター 
広島市東区福田町 

間伐して森を守ろう，森の手入れ，，紙

ヒコーキとばし，丸太切り体験，スタ

ンプラリー等 

三原市会場 

6/4 
中央森林公園 三原市本郷町 

里山の手入れ，木工・クラフト体験

コーナー，丸太切り大会，森のコン

サート等 

福山市会場 

6/4 

 

ふくやま 

ふれ愛ランド 
福山市赤坂町 

山のグランドワーク，植樹活動等 
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会場名 開催場所 所在地 行事内容 

三次市会場 

6/4 
酒屋地区憩いの森 三次市東酒屋町 

みんなで森の手入れ，木登り体験，

木工クラフト，カブトムシ幼虫さ

がし等 

呉市会場 

6/4 
野呂山 呉市川尻町 

山のグランドワーク，森のネイチ

ャーゲーム，桧の丸太切り体験等 

北広島町会場 

6/3・/4 
八幡地域 山県郡北広島町 

湿原の整備，登山道の整備，ツリー

クライミング体験等 

安芸高田市会場 

6/3 
鷹ノ巣山 安芸高田市向原町 里山林整備体験 

安芸太田町会場 

6/4 
恐羅漢エコロジー 

キャンプ場 
安芸太田町 

森林セラピー体験，木工体験，クラ

フト教室，森のアロマ，森ヨガ等 

大竹市会場 

6/4 
マロンの里交流館 大竹市栗谷町 

山の手入，植栽体験，三倉岳登山，

木工クラフト体験，手すき和紙体

験，いきもの観察等 

世羅町会場 

6/4 
せら夢公園 世羅町黒渕 

山の手入れ，木製マガジンラック

づくり，薪づくり体験，しいたけ体

験等 

 

（２）企業緑化推進事業 

  企業からの使途限定の募金により，緑づくりについて県民の関心を深めることを目的と

した森林整備・展示等を計画していたが，使途限定募金がなかったため【中止】となった。 

 

（３）ホームページ運営事業 

  本機構の概要や，緑の募金の主旨・寄付の状況・使途等の情報を公開するとともに，森

林整備・緑化の推進に関する情報の提供及び森林ボランティア活動等を紹介するため，ホ

ームページを運営し，県民参加の緑づくりを推進した。 

○ホームページアドレス http://www.green-hiroshima.or.jp 

 

（４）サポートセンター運営事業等 

①会報の作成 

 会報「ひろしまの緑」第７１号（１月）・第７２号（４月）・第７３号（７月）・第７４

号（１０月）を発行し，県民の緑づくりを支援するとともに，情報の収集と提供に努めた。 

・名  称 「ひろしまの緑」 

・規  格 Ａ４版 ８ページ 

・発行部数 ３,０００部×４回 

正会員，賛助会員，支部，関係団体，公共機関等へ配付した。 
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②サポートセンター活動支援 

森林ボランティア活動を推進するため，３０団体で組織する「ひろしま緑づくりインフ

ォメーションセンター（ＧＩＣ）」の活動を支援した。 

 

ひろしま緑づくりインフォメーションセンター（略称 ＧＩＣ）加入団体 

団        体        名 

ひろしま人と樹の会 芸北町自然保護レンジャー サポート・トレッキング・グループ 

愛する熱帯多雨林のために再生紙で名刺を作る会 広島県グリーンサポート連絡会 阿品の森サポータークラブ 

もりメイト倶楽部 Hiroshima さるかに共和国 草刈り十字軍 ＮＰＯ法人 ネットワーク竹原 

やのみー探検隊 （公財）オイスカ広島支局 ＮＰＯ法人 森のバイオマス研究会 

黒滝山を愛する会 太田川 Clean Club プロジェクト武田山 

ちびっ子クラブ 西条・山と水の環境機構 賀茂川の源流を守るネットワークにか 

広島県林業研究グループ連絡協議会 里山あーと村運営協議会 年輪クラブ 

市民参加の森林づくり実行委員会 ＮＰＯ法人フォレストサポートクラブ 自然学びとクラブ 

森と水と土を考える会 ＮＰＯ法人ゆあーず「食」未来研究所 エコロジー研究会ひろしま 

みどり情報局－広島 森のようちえんネイチャー楽校 ＮＰＯ法人 板橋さとやま倶楽部 

 

５ 募金活動推進事業 

（１）募金資材 

緑の募金活動を広く周知し募金活動を補助するための募金資材（緑の羽根・花のタネ・

バッジ等）を購入し，各支部へ配布した。 

 

（２）広報活動 

ポスター・広告等の多様な手段により，広報活動及び募金活動を展開した。 

① 緑の募金ポスター配布   Ｂ２：４００枚，Ｂ３：２６０枚 

② 緑の募金カレンダー配布  ２００枚 

③ ひろしまの林業へ広告掲載 １回／月（広島県林業普及協会発行） 

④ 広島バス市内線車体広告（県庁～広島駅～高陽町）１年間 

 

（３）会 議 

 定時総会（１回），理事会（３回），運営協議会（３回），支部担当者会議（１回）を開

催した。 
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Ⅱ 各種会議（平成２９年１月～１２月） 

日  時 会 議 名 場  所 主  な  内  容 

１月２６日

（木） 

１月２７日

（金） 

会計監査 
世羅町役場 

広島県商工会連合会 

平成２８年度（平成２８年１月１日～平成２８年１２月３１

日）事業の監査 

１月３１日

（火） 

１３：３０～ 

平成２９年度 

第１回運営協議会 

県庁本館 

海区漁業調整委員会室 

・緑の募金に関する平成２８年度事業報告及び収

支決算について 

・緑の募金の推移について 

２月１日（水） 

１３：３０～ 

平成２９年度 

第１回理事会 

県庁北館 

第４委員会室 

・平成２８年度事業報告（附属明細書を含む）の承認につ

いて 

・平成２８年度貸借対照表（附属明細書を含む），損益計算

書（附属明細書を含む）及び財産目録の承認について 

・平成２９年度定時総会の招集及び総会に付議すべき事

項等について 

２月９日（木） 

１３：３０～ 

平成２９年度 

定時総会 

広島市中区 

「メルパルク広島」 

・平成２８年度貸借対照表（附属明細書を含む），損

益計算書（附属明細書を含む）及び財産目録の承認

について 

・議事録署名人の選任について 

２月９日（木） 

１４：００～ 

平成２９年度 

第２回理事会 

広島市中区 

「メルパルク広島」 

・理事長，副理事長の選任について 

５月２４日

（水） 

１０：３０～ 

平成２９年度 

第２回運営協議会 

県庁本館 

海区漁業調整委員会室 

・平成２９年度「みどりづくり活動支援事業」 

の採択について 

・平成２８年度「みどりづくり活動支援事業」 

の報告について 

・平成２９年度「緑の募金の目標額」について 

６月２７日

（火） 

１３：３０～ 

広島県「森の名手・名

人」選定委員会 

広島市中区 

「県民文化ｾﾝﾀｰ」 

・平成２９年度広島県「森の名手・名人」候補者に

ついて（１名を選定した。） 

７月２５日

（火） 

１３：３０～ 

支部担当者会議 
県庁税務庁舎３０６

会議室 

・緑の募金について 

・支部関係の募金・事業執行について 

・平成２９年度緑の募金の春期実績の報告について 

・平成２９年度公募事業「みどりづくり活動支援事業」 

について 他 

８月２９日

（火） 

１３：３０～ 

全国緑化推進委員

会連絡協議会総会 東京都千代田区 

「アルカディア市ヶ

谷」 

・平成２８年度事業報告及び収支決算について 

・平成２９年度事業計画及び収支予算について 

８月３０日

（水） 

１０：３０～ 

公益社団法人 

国土緑化推進機構 

定時総会 

・平成２８年度貸借対照表，損益計算書及び財産目 

録（これらの関連附属明細書を含む）について 

・役員改選について 

１０月２６日

（木） 

１０月２７日

（金） 

第６６回中国･四

国地区緑化推進協

議会総会 

２６日 徳島市 

「ﾊﾟｰｸｳｴｽﾄﾝ」 

２７日 現地研修会 

「鳴門市」 

・中四国地区緑化功労者表彰（３団体，６名） 

・「緑の募金」活動の取組について 

・国土緑化推進機構に対する質疑・要望事項について 

・各県緑化推進委員会に対する質疑・要望事項について 

・鳴門公園の緑化事業について 

１１月１４日

（水） 

１０：００～ 

平成２９年度 

第３回運営協議会 

県庁本館 

海区漁業調整委員会室 

・平成３０年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ひろしまみどりファンドの運用について 

・平成３０年度公募事業「みどりづくり活動支援事業」 

について 

１１月２８日

（火） 

１３：３０～ 

平成２９年度 

第３回理事会 

県庁北館 

第６委員会室 

・平成３０年度事業計画及び収支予算の決定について 

・ひろしまみどりファンドの運用について 

・財務規程の改正について 

・正会員の入会について 
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１２月６日

（水） 

１２月７日

（木） 

全国緑化推進委員

会連絡協議会全体

会議 

東京都千代田区 

「アルカディア市ヶ

谷」 

・平成２９年度緑化推進活動状況等について 

・「緑の募金」「緑と水の森林ファンド」について 

・「美しい森林づくり推進国民運動等」について 

 

Ⅲ その他 

（１）第６８回全国植樹祭 

  平成２９年５月２８日（日）富山県魚津市「魚津桃山運動公園」において，「かがやい

て 水・空・緑のハーモニー」を大会テーマに開催された。 

広島県から９名が参加した。 

この植樹祭において，下記のコンクールについて，本県から１名と２校が表彰された。 

○ 平成２９年用緑化ポスター原画コンクール 

特選（農林水産大臣賞） 高等学校の部 （全国５１名表彰・内特選６名） 

福田 優香さん （尾道東高等学校２年） 

○ 平成２８年度全日本学校関係緑化コンクール 学校環境緑化の部（全国２２校表彰） 

    準特選（国土緑化推進機構会長賞） 東広島市立豊栄中学校 

入選（国土緑化推進機構理事長賞） 広島市立中野東小学校 

 

（２）第４１回全国育樹祭 

  平成２９年１１月１９日（日）香川県仲多度郡まんのう町「香川県満濃池森林公園」に

おいて，「森を育てる豊かな暮らし 森が育む確かな未来」を大会テーマに開催された。 

広島県から６名が参加した。 

 

（３）功労者の表彰 

区  分 団 体 名 所在地 備   考 

中国・四国地区 

緑化功労者 
みやま愛桜会 大崎上島町 

１０月 第６６回中国・四国地区緑化推

進協議会総会にて表彰 

広島県 

緑化功労者 
みやま愛桜会 大崎上島町 

６月 第１６回ひろしま「山の日」県民

の集い会場にて表彰 

募金功労者 

広島県ゴルフクラブ連盟 広島市 
１月 ゴルフクラブ連盟にて 

感謝状贈呈 

広島県信用農業協同組合連合会 広島市 
２月，１２月 県庁内にて感謝状

贈呈 

兼松エレクトロニクス（株） 広島市 ３月 県庁内にて感謝状贈呈 

富士ゼロックス広島（株） 
富士ゼロックス広島エコセーブシステム 

広島市 ３月 県庁内にて感謝状贈呈 

ＮＴＴ西日本広島支社 

グループ 
広島市 ４月 県庁内にて感謝状贈呈 

中国ＧＳユアサ会 広島市 
５月 中国ＧＳユアサ総会にて

感謝状贈呈 

マックスバリュ西日本（株） 広島市 ９月 県庁内にて感謝状贈呈 

（株）イズミ 広島市 １１月 イズミにて感謝状贈呈 

（株）フ ジ 松山市 １１月 フジにて感謝状贈呈 

ジュンセイ（株） 呉 市 
１２月 ジュンセイにて感謝状

贈呈 

 


