
平成２８年度事業報告 

 

平成２８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４年目であることや，異常気象により豪

雨災害・土砂災害が多発したことから，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６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２８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１０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 呉市立港町小学校 福山市教育委員会 福山市立千年ちとせ中学校 

〃 呉市立昭和北小学校 県立学校 加計高等学校（安芸太田町） 

西部芸北支所 安芸高田市立吉田中学校 〃 加計高等学校芸北分校（北広島町） 

東   部 尾道市立向島中央小学校 〃 海田高等学校（海田町） 

北   部 庄原市立総領中学校 〃 大竹高等学校（大竹市） 

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１３６校から８２０点の応募があり，入

賞作品４４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２９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１点が，特選となった。 

 

区 分 小 学 校 中 学 校 高等学校 特別支援学校 計 

応募作品数 ５５５ ２３１ ３０ ４ ８２０ 

入賞作品数  ２４  １２  ４ ４  ４４ 

 

【特 選】（広島県知事賞）   ４点 

 小 学 校 の 部  福 田 幸 栞（ふくだ さおり）（東広島市立板城小学校３年） 

 中 学 校 の 部  野 村 珠 季（のむら しゅり）（呉市立広中央中学校３年） 

 高 等 学 校 の 部  福 田 優 香（ふくだ ゆうか）（県立尾道東高等学校２年） 

  ※高等学校の部 特選 農林水産大臣賞 を受賞した。 

 特別支援学校の部  藤 谷 直 斗（ふじたに なおと）（県立沼隈特別支援学校中学部３年） 

【入 選】（広島県教育委員会賞）   １１点 

（小学校の部６点 中学校の部３点 高等学校の部１点 特別支援学校の部１点） 

【佳 作】（公益社団法人広島県みどり推進機構理事長賞） ２９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２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２９年用国土緑化運動・育樹運動標語コ

ンクールに応募するため，公募・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２８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２８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，２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 広島市立中野東小学校 

推薦校 東広島市立豊栄中学校 

 

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２８年３月８日（火）に審査会を開催した。 

１３５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」８００部（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１９名となった。 

 

生 業 等 氏   名 住  所 

宮大工 徳
とく

 岡
おか

 秋
とき

 雄
お

 三 次 市 

 

 

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２８年４月２９日（金・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４,９００名 

・実施主体 みどりの集い実行委員会 

     

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３６回緑の少年団交流集会を開

催した。 

・開 催 日  平成２８年７月２８日（木）～７月２９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，登山等 

・参 加 者  少年団員６１名（７少年団）を含む 全９１名 

・実施主体  広島県緑の少年団連盟 

 



③ひろしま森づくり安全活動普及啓発事業 

森林ボランティア活動における安全な技術・技能の習得が重要な課題となっていること

から，「森づくり安全技術・技能全国推進協議会」と連携して，県内のボランティア団体

等の指導者を対象に，安全な森林作業に関する研修会を実施している。 

・開 催 日 平成２８年９月１０日～１１日実施済，平成２９年５月末完了予定 

・開催場所 廿日市市吉和 県立もみのき森林公園 

・内  容 安全サポーター・ランク３研修会（伐木・造材・機械整備等） 

・参 加 者 受講者７名・指導者５名・補助者等３名 計１５名 

・実施主体 ひろしま緑づくりインフォメーションセンター（ＧＩＣ） 

 

（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

の手入れ等を実施し，併せて完成式典を開催した。 

・式典開催日  平成２８年１０月３０日（日） 

・場   所  江田島市立切串小学校 校庭 

・内   容  ビオトープの改修・整備 

・式典参加者  児童６９名，教職員５名，ＰＴＡ１０名，ローソン関係者４名 

 広島県みどり推進機構１名  計８９名参加 

・実 施 主 体  江田島市立切串小学校 

 

（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２９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５７名，教職員１１名，保護者・地域振興会２０名 

 森林インストラクター２５名  計１１３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。 

 

 



事業３ 緑の募金事業 

【緑の募金活動の展開】 

  平成２８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 ２６,５２５,６９５円（対前年度比 98.6％ 対目標比 75.8%） 

 

（２）緑の募金活動の実施期間 

春期 平成２８年 ３ 月 １ 日～ ５ 月３１日 

秋期 平成２８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２８年４月１７日（日） 

・実施場所 広島市中区本通 パルコ前，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 ひろしま緑づくりインフォメーションセンター（ＧＩＣ） 

広島市みどりの少年団 

 

○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２８年４月２９日（金・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２８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。 

 

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) 
710   

(710)  

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 (34) 
433   

(433)  

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・花壇づく

り・花木の植付け等を実施 

竹原市 (7) 
348   

(280)  

公民館・小学校・保育所・公園・国道沿線等において，自治会・小学校・

地域住民が，緑のカーテン作り・花の植付け・清掃等を実施 

三原市  (19) 
1,985   

(910)  

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  (1) 
2,050   

(2,050)  

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，桜等を植樹するほか，花の植付

け・プランターの配置等を実施 

福山市 (16) 
996   

(967)  

小学校・中学校・公園等において，市民・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 

庄原市 (1) 
42   

(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) 
2,764   

(2,764)  

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 (4) 
136   

(118)  

保育園・公園・除雪倉庫周辺等において，園児・児童・市民等が，花の植

付け・プランター設置等を実施 

江田島市 (6) 
1,086   

(766)  

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 

熊野町 (3) 
64   

(64)  

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) 
88   

(88)  

大崎小学校・大串公園・大串海岸において，苗木の配布・マツ等・モミジ

等の植樹を実施 

神石高原町(1) 
100   

(100)  
緑の少年団育成のため町内における交流集会を助成 

計 (102) 
10,867   

(9,312)  
 



（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 (1) 
44   

(44)  

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 

三原市 (4) 
272   

(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) 
276   

(200)  

ファミリーパーク外３地域において，地域住民・ボランティ団体

が，モミジ等の植樹・下草刈り等を実施 

計 (9) 
592   

(490)  
 

 

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３３少

年団を対象に装備費，活動費を支援した。 

（２）緑の少年団新規結成 

  本年度は，新規結成は１団で次のとおり。（上記表中の内訳） 

所在地 団    名 

福山市大門町 野々浜小学校緑の少年団 

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 ４９ 福山市 常石みどりの少年団 ９０ 

〃 湯来西小みどりの少年団 １０ 〃 野々浜小学校緑の少年団 （新） １３９ 

〃 可部南グリーンズ緑の少年団 ３５ 府中市 鵜飼町みどりの少年団 ７７ 

〃 東山みどりの少年団 １５ 庄原市 東城みどりの少年団 ３８ 

〃 YAGA グリーンピース緑の少年団 ５０ 〃 和南原緑の少年団 ４４ 

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 ５５ 大竹市 栗谷みどりの少年団 ５ 

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 ８２ 

〃 須波みどりの少年団 １０４ 〃 東志和小学校みどりの少年団 ８８ 

〃 西小みどりの少年団 ４７６ 安芸高田市 八千代みどりの少年団 ５５ 

〃 本郷西小緑の少年団 ２０９ 〃 来原小学校緑の少年団 ６３ 

〃 大和みどりの少年団 ２０８ 〃 船佐小学校緑の少年団 ５３ 

尾道市 吉和鳴滝みどりの少年団 ７４ 江田島市 切串緑の少年団 ６９ 

〃 原田みどりの少年団 ７ 熊野町 熊野第四小学校みどりの少年団 ４０１ 

福山市 高島小学校緑の少年団 1３１ 安芸太田町 筒賀小学校緑の少年団 ３２ 

〃 中条緑の少年団 ３３ 神石高原町 豊松緑の少年団 ４２ 

〃 内海小学校グリーン少年団 ３１    

      

合   計  （３３団） ２,９７５ 

 



 

（３）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２８年７月２８日（木）～７月２９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，登山等 

・参 加 者  少年団員６１名（７少年団）を含む 全９１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 

前日の６月４日（土）には，世羅町の「せら文化センター」において，映画「森聞き」

の上映と交流会を実施し，５８名の参加があった。 

当日の６月５日（日）〔一部の市町は別日程〕には，世羅町の「せら夢公園」をメイン会場

として，県内の１４市町・１５会場において，第１５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２８年６月４日（土）～６月５日（日）〔一部の市町は別日程〕 

・総参加者  ７,１２３名（内 山の手入れ参加者：８８２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 

世羅町会場 

6/4～6/5 

せら文化センター 

せら夢公園 
世羅郡世羅町 

映画「森聞き」上映 

記念植樹，椎茸の植菌，里山整備，

竹細工，木工教室，男鹿山登山等 

  

 ○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 

6/5 
憩いの森公園 東広島市西条町 

山の手入れ，森のネイチャーゲー

ム，森の野鳥を探そう，森の木工

教室，初心者の登山教室等 

廿日市市会場 

6/5 
もみのき森林公園 廿日市市吉和 

森のネイチャーゲーム，「森に光

を」森林整備，森のクラフト教室，

森の恵み～魚のつかみ取り等 

広島市会場 

6/5 

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 

記念植樹，間伐して森を守ろう，クラ

フト，紙ヒコーキ大会，ノルディック

ウォーク，ネイチャーゲーム等 



三原市会場 

6/5 
中央森林公園 三原市本郷町 

里山の手入れ，森のネイチャーゲ

ーム，木工教室，森のコンサート，

ポニーと遊ぼう等 

庄原市会場 

6/12 

板橋さとやま 

学びの森 
庄原市板橋町 

里山の手入れ，森メシ交流会，森

で遊ぼう等 

福山市会場 

6/5 

ふくやま 

ふれ愛ランド 
福山市赤坂町 

もりのグランドワーク，ボランテ

ィア団体の展示等 

三次市会場 

6/5 
酒屋地区憩いの森 三次市東酒屋町 

みんなで森の手入れ，木工クラフ

ト＆竹細工，ネイチャーゲーム，

自然観察会，木登り体験等 

呉市会場 

6/5 
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，桧の玉切り体験，竹

の工作等 

北広島町会場 

6/4～6/5 
八幡地域 山県郡北広島町 

湿原の整備，登山道の整備，初心

者の登山教室，木登り体験等 

尾道市会場 

6/5 
尾道ふれあいの里 尾道市御調町 

山の手入れと樹木の診断，森のネ

イチャーゲーム，里山ウォーキン

グ大会，クラフト教室等 

安芸高田市会場 

5/29 
鷹ノ巣山 安芸高田市向原町 鷹巣山登山と清掃活動 

安芸太田町会場 

5/28 
恐羅漢エコロジー 

キャンプ場 
安芸太田町 

森林プチセラピー体験，木工体験，

山頂カフェ，アースウォーク，森

のアロマ，森林ヨガ等 

大竹市会場 

6/5 
マロンの里交流館 大竹市栗谷町 

山の手入，椎茸の植菌，自然観察，

てすき和紙，木工・竹細工等 

 

（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６８号（４月）・第６９号（７月）・第７０号（１０月）・第７

１号（１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」 

・体  裁 Ａ４版 ８ページ 

・発行部数 １２,０００部（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。 

 

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）募金資材費 

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）広報活動費 

カレンダー・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緑の募金カレンダー配布  ２００枚 

②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） 

③広島バス市内線車体広告（県庁～広島駅～高陽町）１年間 

④広島ＦＭ発行の「防災ハンドブック」に機構名掲載，２０秒スポット１２本放送 

 

（３）会議費 

 定時総会（１回），運営協議会（３回），支部担当者会議（１回）を開催した。 

 

 

 



 

Ⅱ 各種会議（平成２８年１月～１２月） 

日  時 会 議 名 場  所 主  な  内  容 

１月２５日（月） 

１月２６日（火） 
会計監査 

広島県商工会連合会 

世羅町役場 

平成２７年度（平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１

日）事業の監査 

１月２８日（木） 

１０：３０～ 

平成２８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２７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３日（水） 

１３：３０～ 

平成２８年度 

第１回理事会 

県庁北館 

第４委員会室 

・平成２７年度事業報告（附属明細書を含む）の承認につ

いて 

・平成２７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２８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１０日（水） 

１３：３０～ 

平成２８年度 

定時総会 

広島市中区 

「メルパルク広島」 

・平成２７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 

５月１８日（水） 

１０：３０～ 

平成２８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２８年度「みどりづくり活動支援事業」 

の採択について 

・平成２７年度「みどりづくり活動支援事業」 

の報告について 

・平成２８年度「緑の募金の目標額」について 

６月２７日（月） 

１３：３０～ 

広島県「森の名手・

名人」選定委員会 

県庁本館 

海区漁業調整委員会室 

平成２８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（月） 

１３：３０～ 
支部担当者会議 県庁本館Ｒ３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２８年度緑の募金の春期実績の報告について 

・平成２８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（月） 
全国緑化推進委員

会連絡協議会総会 
東京都千代田区 

「砂防会館別館」 

・平成２７年度事業報告及び収支決算について 

・平成２８年度事業計画及び収支予算について 

・役員改選について 

８月３０日（火） 

公益社団法人 

国土緑化推進機構 

定時総会 

・平成２７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２７日

（木） 

１０月２８日

（金） 

第６５回中国･四

国地区緑化推進協

議会総会 

２７日 広島市 

「メルパルク広島」 

２８日 現地研修会 

「宮島町」 

・中四国地区緑化功労者表彰（４団体・５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 

・宮島における緑化事業について 

１１月１４日

（月） 

１３：３０～ 

平成２８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２９年度事業計画及び収支予算（案）について 

・「緑の募金」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 

１１月３０日

（水） 

１３：３０～ 

平成２８年度 

第３回理事会 

県庁北館 

第４委員会室 

・平成２９年度事業計画及び収支予算（案）の決定 

について 

１２月７日（水） 

１２月８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２８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 

・「もりのくに・にっぽん運動」について 

 



 

Ⅲ その他 

１ 第６７回全国植樹祭 

 平成２８年６月５日（日）長野県長野市「オリンピック記念アリーナ」において，「ひと 

ゆめ みどり 信濃から 未来へつなぐ 森づくり」を大会テーマに開催された。 

広島県から８名が参加した。 

この植樹祭において，下記のコンクールに関し，本県から１名と３校が表彰された。 

○ 平成２７年度緑化ポスター原画コンクール 

特選（文部科学大臣賞） 中学校の部 （全国５１名表彰・内特選５名） 

中国 瑚白（なかくに こはく）さん （廿日市市立七尾中学校３年） 

○ 平成２７年度全日本学校関係緑化コンクール 学校林等活動の部（全国１３校表彰） 

  入選（国土緑化推進機構理事長賞） 尾道市立吉和小学校 「２年連続受賞」 

○ 平成２７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） 

  入選（国土緑化推進機構理事長賞） 広島市立矢野西小学校 

○ 平成２７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） 

  特選（文部科学大臣賞） 東広島市立高美が丘中学校 

 

２ 第３９回全国育樹祭 

 平成２８年１０月８日（土）京都府宇治市「山城総合運動公園ふれあいの森」において，

天皇・皇后両陛下による「お手入れ」が行われ，１０月９日（日）京都府南丹市「府民の森

ひよし」において「育樹の輪 ひろげる森と 木の文化」を大会テーマに式典が開催された。 

広島県から２９名が参加した。 

 

３ 功労者の表彰 

区  分 氏  名 所在地 備   考 

中国・四国地区 

緑化功労者 
脱温暖化プロジェクトせら 世羅町 

１０月 第６５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 

脱温暖化プロジェクトせら 世羅町 
６月 第１５回ひろしま「山の日」県民の

集い会場にて表彰 

草戸山会 福山市 
６月 第１５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 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 

ジュンセイ（株） 呉 市 
１２月 ジュンセイ（株）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 １２月 感謝状贈呈（送付） 

 


