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平成１８年度事業報告 
（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 

 社団法人高知県森と緑の会は、一般会計による「緑化関連事業」、特別会計による「緑の

募金事業」について実施した。 

第１ 一般会計事業 

 高知県、市町村、森林管理局・署、地区森と緑の会、市町村支部、各ボランティア団体な

ど森林や林業などの関係機関・団体と連携・協力して、森づくりやみどりを守り育てるため

の事業を展開した。 

 

１ 緑化事業 

（１）緑化推進事業（直接事業） 

① 委託事務 

   （社）国土緑化推進機構が公募した「地球温暖化防止の森林づくりボランティア活動支

援事業」に対して、募集や進達等事務を行った。 

   ② 森林の整備や緑化の推進のための活動に対する幅広い県民の理解と協力を得るため、

以下の取組みを積極的に行った。 

   緑化、育樹運動、緑の募金等の普及用ポスターの配布 

配布枚数：育樹運動ポスター ２５０枚 

緑化ポスター   ６００枚（平成１９年２月に高知県下の全小･中学校

に配布いただくよう、教育委員会へ依頼） 

 

（２）支部活動費 

高知県森と緑の会の業務を行う上で、事務費を必要とする４支部に対して、その活動

費を助成した。 

・四万十町支部（苗木の配布５０千円） 

・土佐市支部（苗木の配布４９千円） 

・本山町支部(緑に関する絵画コンクール開催５０千円) 

・香美市支部（体験林業教室資料作成等５０千円） 

 

（３）地区基盤整備事業 

これまでの事務局を担当してきた県林業事務所・林業振興事務所が、県の方針を受け

て事務局を外部に移管する方向にある。１８年度は、６つのうち、須崎地区（須崎地区

森林組合へ）、伊野地区（流域林業活性化センターによど川へ）、安芸地区（安芸市森

林組合へ）の３つが外部に事務局を移管したため、初年度の基盤整備に必要な経費を支

出した。 
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２ 緑と水の森林基金事業（森林基金事業） 

（１）緑の環境づくり地域定着化推進事業（前年度繰越事業） 

地域住民に緑化の持つ意義の普及･浸透や、再生可能な木材の活用を促し、緑ある環境

を地域に定着させることを目的として、４つの実施主体が次の事業に取り組んだ。 

実施主体 実施時期 事業内容 実施場所 参加者 

①元気村おのづみ、土佐清水市

支部 

4 月 16 日 公園整備(植樹

を含む) 

土 佐 清 水 市

斧積 

７０ 

②高知県木材普及推進協会、

高知市支部 

6 月 25 日 シンポジウム、

バスツアー 

高知市、嶺北 １７ 

③嶺北地区地域安全協議会、

土佐町ほか 

7 月 15 日 地元材で木工 土佐町 ７０ 

④高知市支部、高知桜ライオン

ズクラブほか 

10 月 29 日 

11 月 19 日 

公園整備(植樹

を含む) 

高知市鏡    ５３ 

１２０ 

 

（２）緑と水のネットワーク推進事業（前年度繰越事業） 

平成１６年度に、団体・個人が連携して活動する場を広げるために、県下８ヶ所の地

域で緑と水の会が誕生した。今後、当会が地域で活動を行なう際の中心的な役割を担っ

ていいただける団体として育成していく必要があるが、設立して間もないため支援が必

要である。このため、申請があった４つの団体について、地域（嶺北地域、吾川郡、南

国市、香南市）での特色のある取り組みを支援した。 

また、リーダーとなる人材を対象に、いの町｢高知青少年の家｣で、各会から代表１、

２名ずつ出席いただき、活動経費（助成金等の申請）や事務局運営についての研修とそ

れぞれの地域の課題や活動についての情報交換を行った。 

 

（３）緑の少年隊活動推進事業（前年度繰越事業） 

緑の少年隊活動のモデルとなる活動や学校を指定して、今後の地域での持続性のある

緑の少年隊活動の拡大を目的として、次の事業をとおして森林環境教育を行った。 

① 吉野川源流域の嶺北地区緑の少年団と徳島県の緑の少年団との県をまたがった上･

下流の交流の支援事業 

② 活発な活動をしているいの町緑の少年団の植樹活動の支援事業 

③ 南国市大篠小学校の間伐材を使った飼育小屋の製作の支援事業 

 

（４）森林ボランティアリーダーの養成事業（前年度繰越事業） 

森林環境教育におけるボランティアリーダーとなる人材を育成するための講座を実施

した。情報交流館（香美市土佐山田町）と、安芸市（養成講座の実施が少ない東部地域

を対象）の２ヶ所で開催した。内容は、森や林業だけでなく、｢川｣｢海｣｢農業｣｢地域おこ

し｣等各分野で活躍されている方を講師に迎えての講義と、すぐに実践できるクラフト講

座を行った。 



 - 3 - 

（５）学校林現況調査事業（単年度） 

   ５年ごとに全国で学校林の現況調査を行っており、平成１３年度に続き、高知県全域

の小中高校を対象に調査を行った。 

 

（６）地域の森のお宝を発見しよう！森の魅力発見事業 

安芸、嶺北、須崎で、緑と水の会を主体として、地域の宝（巨木や植生等）を発見す

るイベントを催し、その結果をパンフレットとして取りまとめて発行し、地域の活動や

観光等に活かしてもらうための事業で現在調査を行っている。（平成１９年度へ繰越） 

 

（７）郷土の森の復活事業 

財政状況が厳しく手入れがあまりできていない安芸市にある東山森林公園（面積80ha）

の整備作業を行っている。安芸市民と市役所ボランティア、一般公募参加者で整備作業

を実施し、この公園の活用方法を検討した。（平成１９年度へ繰越） 

 

（８）日中友好の森づくり事業 

１１月１日～５日に、植樹交流を行っている安徽省准南市の第十三中学校の先生生徒

が訪日。安徽省日中友好の森づくりネットワークが主体となって両国の交流を促進する

とともに、両国の次代を担う子どもを育成するため、製材･林業見学や学校施設の見学等

を行い、友好と交流を深めた。 

 

３ ウェディングフォレスト運営事業 

三翠園からの委託事業。植樹地であるいの町等と連携し参加者とともに記念樹の植樹と

記念標柱を建てる等の交流事業を行った。第７回目を数える。 

既に植樹されている分に関しては下草刈り等の管理を行っている。 

実施日：１１月１３日  参加者：５５組  植樹場所：いの町程野（旧吾北村） 

 

４ その他の事業（一般管理費分） 

（１）（社）国土緑化推進機構総会への出席 

（２）全国緑化推進員会連絡協議会関係 

  ア 全国緑化推進委員会連絡協議会全体会及びブロック別会議への出席 

  イ 全国緑化推進委員会連絡協議会総会 

（３）緑の少年団連盟総会への出席 

（４）第５５回中国・四国地区緑化推進委員会連絡協議会総会への出席（愛媛県松山市開催） 

（５）正会員・賛助会員の拡大に向けた取り組み 

広報誌（季刊）を発行し、会員等に送付する等当会の取り組みに関する広報をより幅

広い形で継続するとともに、理事等の協力もいただき退会者の引止め、新規会員（賛助

会員含む。）増に努めた。 

（平成１８年度末の会員数） 

会員数８６(１８年度２減)、  賛助会員５４（１８年度４増（団体３、個人１）） 
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第２ 緑の募金特別会計 

 平成１８年の募金の収入実績は前年比８割と大きく減収となった。 

その要因としては、 

① 長引く高知県内の不景気、年度初めから５ヶ月間事務局職員が２人になったことに加え

て残務処理の業務も多く春の緑の募金活動への取り組みが遅れたこと。 

② 市町村合併等により一部の市町において家庭募金等への取り組みがなされなかったこ

と。 

③ 森林環境税との棲み分けが明確にされていなかったこと。 

④ 広報不足 

などがあげられる。 

秋期募金が始まる時点の募金実績は前年比６割と当初予算を大幅に下回ったため、緑の募

金活動（市町村訪問、広報強化等）に重点を置いた反面、事業規模の縮小や事業そのものの

実施を控えるなどして経費の節減に努めた。このため、計画に見合う事業実績は上げられな

かった。 

 

１ 緑の募金活動推進事業 

（１）緑の募金活動 

① 春の街頭募金 

春の｢第３４回高知市みどりの週間｣行事の中で、四国森林管理局、高知県森林局、緑

の協力員、緑の募金公募事業の実施団体などのボランティアグループ及びミス高知等の

協力により街頭募金を実施するとともに、募金テントを設置して緑の募金のＰＲと協力

要請をした。 

    日 程：平成１８年４月１５～１７日（１６日に街頭募金を実施） 

    場 所：高知市中央公園及び周辺 

        募金額：約１６６千円 

 

 ② イベント・行事における募金活動 

   街頭募金活動として、各種イベントに出向いて緑の募金箱を設置し、協力を呼びかけ

た。 

 

 ③ 秋の街頭募金 

   ｢２００６木と緑のフェアと都市緑化祭｣などのイベントにおいても、春と同様に緑の

募金の周知を図るとともに街頭募金活動を行った。 

    日 程：平成１８年１０月７日～９日（７日に街頭募金を実施） 

    場 所：高知市中央公園及び周辺 

    募金額：約１３０千円 
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（２）広報・ＰＲ活動 

 ① 募金事業の広告 

（ア）平成１９年度の交付金事業の公募について、当会ホームページに掲載した。 

（イ）緑の募金活動のＰＲ 

春秋の緑の募金のＰＲを高知消費者新聞に、緑の募金に関する広告を高知新聞に掲

出した。 

 

 ② 広報誌の発行 

 広報誌の名称を｢森と緑の会だより｣に改め、｢２００６年春号｣(２千部)、｢夏号｣(２

千部)、｢秋号｣(５千部)、｢冬号｣(３千部)、｢２００７年春号｣(８千部)の５回に発行を

増やし、特色のある公募事業の内容や直営事業などを掲載して、当会の活動や緑の募

金の広報に努めた。 

 

 ③ ホームページの活用の強化 

 ホームページで当会の取り組み、緑の募金、各種イベントの案内、募集（公募事業

等）、歳事の情報を随時更新して公開した。 

 

（３）表彰状及び感謝状の贈呈 

平成１８年度通常総会において、募金活動貢献者や高額募金者（企業・団体１６社、

個人１名）に対し、（社）国土緑化推進機構理事長、高知県知事、理事長の感謝状をそ

れぞれ贈呈した。 

 

（４）募金協賛企業等の拡大に向けた取組み 

① 協力依頼の強化 

 １８年度は、理事長や理事にも協力をいただき、平成１８年秋期と平成１９年春期に

全市町村を訪問し協力を要請した。特に緑の募金の実績が少ない市町村には秋期募金終

了後、担当者を介して首長訪問を行い、取り組みの強化を要請した。また、合併により

家庭募金への取り組みを止めた香美市と仁淀川町には何度か足を運び取り組みの再開を

要請した。その結果、香美市においては、支部事務局から地区長会に緑の募金への理解

と協力をお願いし、平成１９年の春の家庭募金再開の見通しをつけていただくなど、積

極的な取り組みがいただけた。 

また、レジ袋削減により捻出された経費を緑の募金に協力してもらう「レジ袋削減運

動」については、平成１４年度に設置された「高知県レジ袋削減推進会議」を解消して、

新たに「緑のパートナーシップ委員会」を立ち上げ、引き続き連携して運動を行えるよ

う体制を整えている段階である。 

 

② 協力企業との連携 

昨年度に引き続き、ダイドードリンコ、四国キヤンティーンが自動販売機の売り上げ
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の一部を緑の募金に寄附するという取り組みを、関係機関等の協力を得て進めている。 

岸田サービスから緑の募金自動販売機設置について、新たに協力の申し出があり、受

け入れた。 

また、ＮＣＢ緑の募金カード会員には、ダイレクトメール送付の際に当会の広報誌を

同封いただく等、緑の募金のＰＲをしていただいた。 

      なお、平成１９年３月３１日現在の緑の募金箱設置店舗等は次のとおりとなっている。 

    ・量販店 １１社 

    ・コンビニエンスストア、ホームセンター等 ５社 

    ・金融機関等 ５社 

 

③ ダイレクトメールの本部発送 

人員削減や外郭団体等の現金は扱わないという県の方針を受け、安芸、中央西(伊野地

区)、須崎の３林業事務所においては地区森と緑の会の事務局を外部の団体に移管した。 

これに伴い、これまで地区で行っていた企業等への緑の募金の協力要請のダイレクト

メールの発送業務は、１８年度からは本部で行うことになった。 

１８年秋期と１９年春期は、特に緑の募金への協力を大きく見出しにした会報の発行

部数を拡大し、全てのメールに同封して発送した。 

 

 

２ 緑の募金実績（平成１８年１月～１２月実績） 

１８年募金合計  １４，３５２，６０１円（対前年度比  80.0％） 

       家庭募金  ４，１４７，７７０円（対前年度比  72.2％） 

       街頭募金    ４１６，９１２円（対前年度比  45.6％） 

       職場募金  １，６７１，４５４円（対前年度比  66.0％） 

       企業募金  ７，２７４，４７７円（対前年度比  91.0％） 

       学校募金        ３００円（対前年度比  0.4％） 

       そ の 他    ８４１，６８８円（対前年度比 123.2％） 

※ 対前年比８割と大きく実績が落ち込んだ。 

 

 

３ 緑の募金交付金事業 

（１）一般公募事業 

  県内の法人、ボランティアグループ、団体等が行う森林の整備や緑化の推進に関する事

業に対して、緑の募金を原資として助成を行った。（詳細は一覧表１８ページ参照） 

  ・森林の整備事業 １９団体１９件 合計２，２０３千円 

 ・緑化の推進事業 １９団体２０件 合計２，１５０千円 

           １団体 １件 合計  １８９千円（19年度分の 3月支払い分） 

 ・緑の国際協力事業 １団体 １件 合計  ４３０千円 

内 

訳 
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（２）地区森と緑の会・森と緑の会市町村支部実施事業 

  地区森と緑の会や市町村支部が行う事業は公募事業に準ずる事業として位置付けている。

平成１８年度は、これまで１回であった公募を３回に増やして地区や支部のニーズに沿う

ことを試みたが、募金実績の大幅な減少により３回目は事業の採用ができなかった。 

３地区の森と緑の会及び５市町村支部からの申請について事業認定を行い、実施された

事業に対して助成（２０万円上限）した。（詳細は一覧表２１ページ参照） 

   ・地区森と緑の会    ２地区２件 合計 ３４９千円 

   ・森と緑の会市町村支部 ５支部６件 合計 ５９６千円 

 

 

４ 緑の少年団育成推進事業 

○事業内容 

高知県内の緑の少年団を育成するため、（社）高知県子ども会連合会に助成し、リー

ダー研修会で緑の少年団としての素養を高めるための講習や全国緑の少年団大会への参

加を支援した。 

○１８年度実績 

３００千円 

 

 

５ 直営事業 

（１）地域森林整備事業（継続） 

嶺北森林管理署（四国森林管理局）と平成２１年度までの５年間の協定を結んでいる「ふ

れあい２０００年の森（いの町（旧本川地区）葛篭谷黒滝山国有林）」の現地視察を行い、

現地で１９年度の活動方針について検討会を持ち、人々に親しまれる森づくりということ

で簡易な遊歩道の整備等、今後の方向が定められた。 

○１８年度実績 

９５千円 

 

（２）レジ袋を削減して森づくり事業（継続） 

   レジ袋を削減して森づくりをしよう、と平成１４年度に「高知県レジ袋削減推進会議」

を立ち上げ、森づくりの取り組みを進めていたが、平成１７年度末の県の指導に基づき、

発展的に解散し、管理協定を結んでいる間は森の整備を行うこととし、緑のパートナー

シップ専門委員会に活動を引き継いだ。今後は、参加量販店の周辺の、消費者の目にふ

れやすい街部の手入れのされていない公園の整備に活動の重点を移していく。 

   今年度は、専門委員会の初めての研修会として、高知市みどり課と連携して、青柳公

園の視察を行うとともに、筆山公園の整備にも参加し、協力した。 

   ○１８年度実績 

１３千円 
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（３）木のおもちゃにふれあう事業（継続） 

木のおもちゃを使った情操教育や五感の発達を促すことを目的に、公募で、県下の保

育所や幼稚園等に出前で木のおもちゃを３ヶ月間貸し出す事業である。（３セット製作） 

昨年度の抽選で決定した順番で、３園に３ヶ月間を４回で年１２園に貸し出しを行っ

た。 

貸し出しに当たっては、緑の募金への協力をお願いし、募金額は（９園合計）で５２

千円と期待以上の結果が得られた。 

○１８年度実績（おもちゃは昨年度製作しており、１８年度は配達経費を支出） 

２６千円 

 

 

 

平成18年緑の募金集計表（平成18年1月～12月）
支部募金
市町村名 家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 合計 昨年総計

東洋町 0 0 18,500 0 0 0 18,500 19,000
室戸市 0 0 21,950 0 0 0 21,950 10,905
奈半利町 0 0 1,531 0 0 949 2,480 1,042
田野町 0 0 0 0 0 2,189 2,189 12,700
安田町 0 0 16,737 0 0 0 16,737 0
北川村 0 2,948 5,000 0 0 0 7,948 0
馬路村 0 2,237 0 0 0 7,013 9,250 16,996
安芸市 0 0 3,190 0 0 0 3,190 10,343
芸西村 95,100 0 0 0 0 907 96,007 103,500
香南市 0 0 0 0 0 7,682 7,682 92,250

旧夜須町 11,291 11,291 0
旧赤岡町 609

旧香我美町 61,695
旧野市町 29,946
旧吉川村 0

香美市 0 12,786 108,838 0 0 0 121,624 1,045,524
旧土佐山田町 60,000

旧香北町 559,339
旧物部村 426,185

高知市 9,600 0 230,390 0 0 1,742 241,732 258,615
南国市 0 0 67,908 0 0 0 67,908 103,873
大豊町 0 0 0 0 0 0 0 6,637
本山町 393,850 0 2,143 0 0 328 396,321 402,300
土佐町 234,564 0 0 0 0 0 234,564 182,274
大川村 61,300 0 7,660 0 0 0 68,960 78,135
土佐市 0 4,249 0 0 0 3,630 7,879 29,112
いの町 0 7,578 4,047 0 0 0 11,625 16,216
春野町 0 0 0 0 0 31,750 31,750 151,630
仁淀川町 0 0 0 0 0 2,000 2,000 301,765
佐川町 1,161,572 0 31,915 0 0 0 1,193,487 1,234,848
越知町 737,400 0 0 0 0 0 737,400 746,900
日高村 100,000 0 0 0 0 0 100,000 100,000  
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支部募金　（前ページからのつづき）
市町村名 家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 合計 昨年総計

須崎市 0 0 75,375 0 0 1,409 76,784 67,373
中土佐町 366,320 0 0 0 0 0 366,320 294,160
旧中土佐町 290,750
旧大野見村 3,410
四万十町 424,100 0 0 0 0 0 424,100 432,450

旧窪川町 31,558 31,558 391,800
旧大正町 20,310
旧十和村 20,340

津野町 214,400 0 0 0 0 0 214,400 220,000
檮原町 225,064 0 11,621 0 0 0 236,685 328,721
黒潮町 0 0 0 0 0 0 0 129,949

旧佐賀町 36,327
旧大方町 93,622

大月町 0 15,663 0 0 0 0 15,663 0
三原村 0 0 7,363 0 0 0 7,363 13,479
四万十市 0 0 52,194 0 0 0 52,194 115,148
宿毛市 0 0 63,013 0 0 0 63,013 27,194
土佐清水市 0 0 64,620 0 0 0 64,620 97,337

合計 4,023,270 45,461 793,995 0 0 102,448 4,965,174 6,650,376

昨年総計 5,556,672 18,373 991,353 14,922 39,064 29,992 6,650,376 74.7%

地区募金
地区名 家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 合計 昨年総計

安芸 4,000 0 73,354 263,500 0 30,841 371,695 509,926

中央 73,000 15,027 134,019 813,124 0 25,000 1,060,170 1,491,391

嶺北 0 0 34,869 100,000 0 6,730 141,599 122,481

伊野 1,000 0 74,139 694,972 0 31,767 801,878 899,376

須崎 17,500 0 140,049 452,000 300 10,500 620,349 762,448

中村 29,000 0 129,284 401,500 0 9,000 568,784 810,000

小計 124,500 15,027 585,714 2,725,096 300 113,838 3,564,475 4,595,622

昨年総計 183,500 28,775 1,222,443 3,016,946 4,194 139,764 4,595,622 77.6%

本部募金
家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 合計 昨年総計

本部 0 356,424 291,745 4,549,381 0 625,402 5,822,952 6,699,309

昨年総計 2,200 866,437 317,554 4,962,910 36,954 513,254 6,699,309 86.9%

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 合計

合計 4,147,770 416,912 1,671,454 7,274,477 300 841,688 14,352,601

昨年総計 5,742,372 913,585 2,531,350 7,994,778 80,212 683,010 17,945,307 80.0%  
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平成18年度緑の募金公募事業一覧表　
No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 決定額

【森林の整備】

1 自然体験の森づ
くり事業

森の拠点づく
り運営委員会

津野町　森
の拠点「森
の楽園」周
辺

津野町森の拠点｢森の楽園(がくえん)」や周辺の山林を活用
した体験交流の森づくりや町内のフィールドを活用した森林
学習を行った。具体的には、しいたけの駒打ちや遊歩道整
備、山の仕事についての学習会を参加者のべ90名で実施。

145,000 145,000

2 土佐の森づくり事
業

ＮＰＯ法人土
佐の森・救援
隊

いの町本川

四国の水瓶、水源流域の森林整備のため、いの町本川｢未
来の森｣にて、4月と5月にスギ・ヒノキ人工林（35年生）0.5ha
の適正な間伐作業を行った。同時に、下層に植樹と研修会を
実施した。

141,000 141,000

3 運輸労連四国地
連出会いの森

全日本運輸産
業労働組合四
国地方連合会
高知県協議会

物部村別府
国有林

地球温暖化、環境整備を目的に、出会いと環境を考える機会
とするため、47名の参加者で4月22日に植樹祭と作業をとお
して交流会を行った。当日は高知中部森林管理署から植樹
の仕方および安全説明をして、1,200本の木を植えた。

150,000 150,000

4 鏡川水源の森づ
くり事業

こうち森林救
援隊

高知市土佐
山菖蒲

高知市民にとって重要な高知市の水瓶･鏡川において森林
整備をするため。高知市役所を中心に有志からなる隊の隊
員等51名で、4～6月の毎月1回、スギ・ヒノキ人工林（35年
生）1.0haの適正な間伐及び下層植栽を実施した。

91,000 91,000

5 四万十川流域間
伐推進事業 四万十樵塾 四万十川流

域の森林

四万十川源流域での間伐作業等をすることで、水源涵養等
森林の持つ公益的機能の増進に寄与することを目的に、四
国森林管理局と協定を結んだ四万十町内の「ふれあいの森」
で参加者のべ28名が間伐や森林体験(散策)等を行った。

125,000 125,000

6 千本松原活性化
プロジェクト

千本松原の松
を守り育てる
住民の会

高知市種崎
種崎千松公
園及び周辺
松林

千本松原を再生するために、地域住民の自主活動として、今
年度は枯れ松等木炭化し、補植したクロマツの周囲の土壌
に混入し、成長促進及び活性化を図ると同時に、植樹した松
を、3～11月にのべ121名の参加者で育樹作業を行った。

170,000 171,000

7 おおなろ野外活
動の森づくり

おおなろ野外
活動の森づく
り実行委員会

高知市神田
おおなろ野
外活動の森

地域住民を中心に身近な環境の改善運動に取り組み、大人
から子供までが、自由に森の中を散策できるよう、下草刈や
間伐等の森林整備を、10月22日に参加者95名で実施した。

34,000 39,000

8

市民参加による
体験を主体とす
る工石山県民の
森づくり事業

県民の森工石
山を楽しみな
がら良くする会

高知市土佐
山　工石山
県民の森

間伐体験や清掃作業・自然観察を実施し、工石山の森林の
持つ公益的機能等を学ぶことをとおして森林の大切さを理解
するために、5月と7月にイベントを実施し、森の学習と参加者
の交流を行った。

38,000 77,000

9 高知市有林の間
伐

四銀森林サー
クル

高知市鏡吉
原

森林保全に関する行員、家族、OB等による間伐を行う森林
ボランティア活動を実施する予定だったが、実施場所の移転
の要請があり、新しい場所が決まらず、事業を中止した。

中止 69,000

10 森と水とのふれ
あい教室

母なる大地四
万十の郷　水
と森を考える
会

各森林組合

少しでも多くの人々に木に親しみ、自然の大切さを知ってもら
うために、各森林組合(須崎･幡東･窪川町･四万十中央･大正
町)が、それぞれの地域の産業祭で、苗木の無料配布を行っ
た。また、整備の届いていない場所に記念植樹を行った。

210,000 210,000

11 汗見山森林再整
備事業 アセビ会 いの町枝川

下汗見

宇治川の源流である「汗見」の山を地区の住民や関係団体
の協力を得て、自然と調和した桜の山に整備するため、周辺
の山林と遊休地を利用して、しだれ桜の植樹や下刈り作業を
実施した。

131,000 131,000

12 焼畑から始める
近自然の森づくり

焼畑による山
おこしの会

仁淀川町池
川ツボイ

焼畑として有名な吾川郡旧池川町で、焼畑での雑穀栽培を
復活させるとともに、耕作放棄地や間伐の遅れた人工林での
耕作し収穫跡地へは植樹を行い、里山林の再生を目指すた
め、のべ8日、参加者30名で作業を行った。

16,000 54,000

13 学びの森づくり事
業

朝霧森林倶楽
部

四万十町中
神の川小学
校林･松葉
川民有林

四万十町口神の小学校学校林(5ha)および四万十町松葉川
民有林で、4～11月の間月1回の間伐作業を各月平均6名の
参加者で実施した。また、11月月には学校周囲へのさくらつ
つじの植え付けを行った。

141,000 141,000

14
災害に配慮した
健やかな森づくり
事業

によど川森林
救援隊

仁淀川町長
坂山町有林

仁淀川支流中津川の上流水源域において、間伐（度重なる
台風襲来の被害の体験も踏まえて作業にあたって森林の立
地に留意を払う）作業を、参加者のべ34名でヒノキ林(35年
生)を1.5ha実施した。

136,000 136,000

15
桑田山雪割り桜
の里づくり推進事
業

桑田山雪割り
桜の里づくり
推進協議会

須崎市桑田
山地区

桑田山は春の訪れを一足早く告げる雪割り桜の名所であり、
その桜を増やすために、地元住民のべ70名が参加し、接ぎ
木作業を3月に行い、既存の雪割り桜の管理するために草刈
り枝打ち等の作業を5･11月、遊歩道清掃を7月に実施した。

286,000 286,000
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平成18年度緑の募金公募事業一覧表　
No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 決定額

16 ライオンズの森
等造成事業

四万十ライオ
ンズクラブ

四万十市具
同

トンボ公園に隣接する山林を購入し、整備するとともに市民
に親しまれる憩いの場としての森づくりを進めるため、会員が
集まって山林を整備してヤマザクラを植樹した。

60,000 60,000

17
木の根を守ろ
う！－山のダム
づくりー

横倉山自然の
森博物館友の
会

越知町横倉
山

横倉山はハイカーが多く、眺望所では路面侵食や土砂流出
により木の根が地上に剥き出しとなり、損傷の激しくなってい
る根を守るため、間伐材を使った土留工や階段、また木片
（ウッドチップ）を敷いて木の根を守る対策を講じた。

69,000 69,000

18 行川流域森林整
備事業

白髪山・行川
観光保勝会

本山町上関
及び下関の
行川流域

町内に聳える白髪山登山口から約9km手前までの行川流域
の河川景観を保護すると共に、森林と河川の組み合わされ
た空間の魅力を引き出すために、森林および河畔林で間伐・
枝打ち作業・雑木林の整備を参加者のべ22名で実施した。

78,000 154,000

19 景観整備美化事
業

ふれんど
本山町木能
津(通称：松
島)

国道沿いの景観を損ねている遊休地に繁茂する草を除去
し、整地後、コスモス等の花等を植えることで、景観美化活動
に取り組み、本町を憩いの場として提供することを目的とす
る。

143,000 143,000

20 部落林整備事業 南国緑と水の
会

南国市中谷
部落林

人手付則のため整備がしづらくなっている南国市内の森林の
整備として、南国市中谷、黒滝、吾岡山の住民がそれぞれ
行っている地域活性化の企画運営に協力した。

39,000 67,000

2,203,000 2,459,000

【緑化の推進】

1
夏休み親子森林
体験学習

高知県林業改
良普及協会

土佐山田町
甫喜ヶ峰森
林公園

親子で森林公園の自然に親しみながら、森林や樹木等につ
いての理解を深め、豊かな情操と森林愛護の思想を養うた
め、夏休みに樹木観察や植物採集･標本づくり、木炭を使っ
た陶芸体験等を50名の参加者で開催した。

40,000 40,000

2 大杉公園整備事
業 杉地区 大豊町杉地

区公園

観光地である国の特別天然記念物｢杉の大スギ｣および｢美
空ひばりの苑｣に隣接する後援の周辺整備を行うため、大杉
公園の周辺整備をして美観を整え、車椅子でも園内を散策で
きるような遊歩道を設置した。

228,000 228,000

3 朝倉中学校里山
づくり

市立朝倉中学
校ＰＴＡ

高知市立朝
倉中学校の
校舎北側等
斜面

PTA・生徒・地域の協同植樹活動（卒業植樹のための準備)を
地域を大切にする心と地域の持つ教育力を高めるために
行った。また、学校周辺に多様な生物が生息できる環境づく
りと、景観整備、生徒・地域の憩いの場づくりを行った。

117,000 120,000

4 横内緑の少年隊
活動

横内緑の少年
隊

大豊町（梶ヶ
森キャンプ
場）

テントでのキャンプ生活を体感し、自然に親しみながら観察・
保護活動等を通じて、心優しい、思いやりのある子ども達の
健全育成を図るため、2泊3日で野鳥巣箱づくり、動植物･昆
虫等の観察･保護活動、星の観察等を実施した。

65,000 65,000

5 第５回　秦里山ま
つり

秦里山まつり
実行委員会

高知市秦泉
寺

地域のシンボルである「秦山」の保全のため、地域全体で考
えていけるイベントを実施し、竹林問題や里山保全などの活
動への参加意識の高揚を図った。10月29日開催し、竹にまつ
わる各種体験コーナーを設け総数700名が参加した。

163,000 163,000

6 秦山の竹林と友
達になろう会

秦山の竹林と
友達になろう
会

高知市秦泉
寺

竹の生育や活用の方法を学びながら、｢ふるさと秦山｣の文
化･環境的な役割について理解するために、植生調査や、筍
採取、竹の伐採･遊具づくり、竹炭づくりなどを小中学生主体
で実施し、のべ200名が関わった。

64,000 64,000

7 見守ろう！ふるさ
と（森と水）を

土佐山田町立
楠目小学校
楠目小子ども
エコクラブ

物部川流
域、楠目小
学校

自分達でできることを考え実践しようとする子ども達を育てる
ため、物部川流域の水源地域である物部町さおりが原を訪
れて、参加者40名が森林の機能について親しみ、楽しみ、学
んだ。（バス借上に緑の募金を活用）

73,000 73,000

8
高知子ども森林
インストラクター
養成講座

高知子ども森
林インストラク
ター養成講座
運営委員会

土佐山田町
（情報交流
館）

こどもが森林に興味を持ち、正しい理解を深め、学校や地域
の森林学習において中核となるリーダーに養成することを目
的として、年間を通じた森林に関する第5期となる講座を行っ
た。うち経費の一部を緑の募金を活用。

75,000 75,000

9
－野中兼山の歴
史を探る－舟入
川ウォーキング

舟入川ウォー
キング実行委
員会

土佐山田町
楠目～南国
市日吉町
（舟入川）

野中兼山により作られ農業用水や交通手段として利用されて
きた舟入川を歩きながら歴史や史跡を確認することで、山・
川・海の関係を水を通じて考えた。9月23日当日は参加者ス
タッフ総勢272名が参加した。

137,000 137,000

実績：19団体19件　（予定：20団体20件)
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平成18年度緑の募金公募事業一覧表　
No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 決定額

10
センス・オブ・ワ
ンダーランド　２０
０６

レイチェル の
会

高知市　高
知こどもの
図書館

2001年より継続してきた内容をさらに充実発展させ森と水の
果たす役割の重要性や、次世代を担う子ども達の心に残る
体験を通して緑の再生・環境整備を訴えるため、ミニイベント
を実施した。参加者数約1,700人。

75,000 75,000

11

巨樹・古木を訪
ねて、その保存
策と地域の活性
化を図る

高知県緑サ
ポーター会

旧安芸郡(芸
西村、安芸
市、馬路
村、北川村)

県内の巨樹・古木の調査･検討･その保存策についての話合
いを行い、地元の住民ボランティアによる保護活動策を提言
し、緑化意識の定着と地元の活性化を図った。

90,000 105,000

12 夏休み・安居渓
谷で遊ぼう会

伊野緑と水の
会

仁淀川町
安居渓谷

148千円を申請していたが、28千円しか交付決定されず、実
施が不可能となり中止した。
（夏休みに小学生とし家族を募集し、安居渓谷を散策および
各種体験活動等を行い、緑と水に対する認識を深めるため）

中止 28,000

13

高知市緑地公園
の桜と緑を育て
る地域グループ
支援事業

高知緑と水の
会

高知市　筆
山公園、鏡
ダム公園

公園を利用している地区民と交流・連携しながら、公園管理
に協力し、緑を育む活動と公園愛護グループの育成として、
今年度は高知市内2ヶ所の公園で、桜のテングス病治療の協
力を行った。

62,000 62,000

14

「塩の道」整備と
関係市町村の体
験交流イベント事
業

香美緑と水の
会

香我美町文
代峠～赤岡
町

赤岡町から物部村に通じる「塩の道」を整備することをとおし
て、関係町村の連携を図るとともに、交流イベントを実施。昨
年度からの継続で、塩の道保存会に協力ういただき、残りの
一部不明だったルートを設定し、参加者40名で歩いた。

73,000 120,000

15

平成18年度樹木
医セミナー「樹木
の診断・治療に
関する知識」

高知県緑サ
ポーター会

四国森林管
理局と周辺
公園･横倉
山･須崎市

地域で緑化活動を行いたいと希望する人たちのために、樹木
の診断・治療に関する知識としてのセミナー(全6回)を開催
し、樹木医とともに活動できる人材育成を行う。今期は55名
が受講、36名が修了した。

366,000 380,000

16
高知県緑の環境
会議　講演会・シ
ンポジウム

高知県緑の環
境会議 高知市

広く一般市民を対象に。緑と森林・林業に関する啓発・学習
の機会を提供するために、四国森林管理局において6月10日
にシンポジウム｢いま、高知の森林･林業は！｣と題し、講演会
を開催し、140名が参加した。

110,000 110,000

17 「ツリーハウスを
つくろう」

ＮＣＢ緑の募
金カード友の
会

秦泉寺公園

地区住民および小学校と連携して、森に親しむ活動を展開
し、地域に貢献するため、公園の遊具、展望台を兼ねたツ
リーハウスを間伐材を利用して搬出から完成まで協力してつ
くった。

64,000 64,000

18
消えゆく山里の
闊葉樹の再生を
目指して

嶺北緑と水の
会

嶺北地域
（大豊町、本
山町）

消え行く山里の闊葉樹の再生を図るとともに、その良さを再
認識ため、消滅しつつある闊葉樹を調査して、その良さを再
認識し、種の採取、育苗、挿し木をして増殖している。今後、
嶺北各地域植樹予定。

123,000 123,000

19 自然観察会
幡多緑と水の
会 幡多地域

地域の山・川・海辺・平地・などの植物を観察することによっ
て、植物に対する理解と親しみを深めるとともに、地域に対し
ても理解と親しみを深めるため、黒尊の散策を行った。入野
松原は雨天中止。

4,000 57,000

20 昆虫の森づくり事
業

昆虫の森をつ
くろう会 いの町

子ども達が自然に親しみ健全な心身を育み、人的交流によっ
て地域の活性化と環境に重要な役目を果たす森の育成に努
めるため、昆虫の森づくり事業として竹切り・筍掘りや炭焼
き、駒打ち体験をいの町にて行った。

61,000 61,000

21

安芸地区の自然
文化を調査し、学
ぶことにより地域
の活性化を図る

安芸緑と水の
会 安芸地域

見学先の都合で12月実施となり、緑サポーターと共催で参加
費を集めて乗り合わせ等で対応して行った。
(安芸地域自然や歴史を調査するとともに学び地域の理解を
深めると同時にお宝を発掘して地域の活性化に役立てる。)

中止 106,000

22
第3回家族でふ
れあう木のフェ
アー

高知県青年林
材協会 高知市

子ども達が木に触れる機会を持ち、家族に木材製品を広く紹
介することで緑や自然に対する意識を高めるため、7月30日
に高知市仁井田木材団地にて親子木工教室を開催。300名
が参加した。

160,000 160,000

2,150,000 2,416,000

【緑化の推進／平成19年度公募事業－平成18年度対応】

1
木材を活用した
バイオトイレの建
設(新規)

高知市朝倉第
二小学校PTA

高知市朝倉
第二小学校

木材を活用して、バイオトイレを建設することにより、循環型
環境教育等に努め、PTAと学校がともに環境活動を推進し、
地域環境への意識を高める。

189,000 189,000

189,000 189,000

実績：19団体20件　（予定：21団体22件)

実績：1団体1件  
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平成18年度緑の募金公募事業一覧表　
No. 事業名 団体名 実施場所 事業概要 実績額 決定額

【国際協力】

1
安徽省日中友好
の森づくり・交流
促進事業

安徽省日中友
好の森づくり
ネットワーク

高知県

「安徽省日中友好の森づくり事業」の植樹･交流事業で訪問し
ている准南市の学生達の来高の助成をし、高知の学生達と
で日中両国の交流を深めた。11月1日～5日に記念植樹や日
本の教育現場の視察、林業の見学等を行った。

430,000 430,000

430,000 430,000

【地区・支部実施事業】

1

汗見川流域河畔
林整備事業
［第Ⅰ期-森林の
整備］

本山町支部

本山町汗見
川流域(坂
本・屋所･瓜
生野地区)

本山町内を流れる汗見川流域の河畔林を整備(広葉樹林へ
の樹種転換)し、渓谷美あふれる水辺空間とするため、6月の
11月に坂本地区・屋所地区･瓜生野地区で、下刈り作業を
行った。

20,000 100,000

2

「木とふれあう木
工教室」
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

越知町支部 越知町民会
館

木製品の良さをPRするとともに、木材にふれる機会を作るこ
とで山・森・木への興味を持ってもらうため、親子参加者37名
を対象に、8月26日木工製作を行った。

162,000 162,000

3

森地域環境整備
事業
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

仁淀川町支部 仁淀川町森
湯ノ川

町営住宅周辺の耕作放棄地及び土羽法面へ住民によるヤ
マザクラの苗の植樹を3月25日に行い、ふるさとづくりとして
地域の環境整備を図った。

67,000 67,000

4

香美市体験林業
教室
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

香美市支部

香美市物部
町 大栃中学
校･笹民有
林･別府

間伐体験、木工品製作を通じ、森林の機能･役割等森林と林
業との関わりに関心を持たせ、郷土の森への愛着を深め地
域林業の振興を図るため、大栃小、中学校を対象に体験林
業教室を実施した。

71,000 200,000

5

須崎地区管内緑
化推進事業
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

須崎地区 県須崎林業
事務所管内

須崎地区管内において、身近な自然を愛する心を育むことを
目的として、苗木を6樹種226本配布し、地域住民等により公
園緑化活動等を実施した。

200,000 200,000

6

緑の公共空間づ
くり事業
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

伊野地区
県中央西林
業事務所管
内

事業の中心であるベンチの製作の技術的･人員的に実施で
きなくなり、中止した。
(地域で住民自らの手で、公園等公共空間の緑化整備を行
い、緑化思想の普及啓発に努めることが目的だった)

中止 200,000

7

記念樹のすすめ
事業
［第Ⅰ期-緑化の
推進］

伊野地区

配布場所：
県伊野合同
庁舎玄関ロ
ビー

記念すべき節目に、植樹をすることを通じて、緑あふれる安ら
ぎのある環境づくりへの機運を醸成し、緑化思想の普及啓発
に努めるため、8団体に10種236本野苗木を配布した。

149,000 198,000

8
緑の町づくり事業
［第Ⅱ期-緑化の
推進］

大月町支部 大月町内全
域

緑化活動を通じて大月町及び西南地域の自然環境の保護と
美化活動を行い、地域社会に貢献することを目的とし、自生
の草木類苗作り、風力発電所敷地内への植裁、小学生を対
象とした環境学習会等を行った。

150,000 150,000

9

栗ノ木川流域河
畔林整備事業
［第Ⅱ期-森林の
整備］

本山町支部
本山町北山
東地区･栗ノ
木川流域

栗ノ木川流域の整備の遅れている河畔林の間伐･雑木の伐
採等の手入れを行うことで、河川景観を確保し、北山東地区
の交流モデルの場として確立するため、北山東部落会との協
同して7～10月の間に9回のべ38人で整備作業を行った。

126,000 170,000

945,000 1,447,000

5,917,000 6,941,000実績：47団体49件　（予定：49団体52件と平成19年3月実施した高知市立朝倉第二小学校分）

実績：1団体1件　（予定：1団体1件)

実績：7団体8件　（予定：7団体9件)

 


