
表紙の写真：アジロ自然の森  展望台
ここを整備しているアジロ山の自然と環境を守る会が、第２５回森林レクリエーション地域美化コンクールにおいて、
林野庁長官賞を受賞しました。展望台からは高知市街が一望でき、フィールドのシンボルとなっています。
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平成２５年度定時総会開催報告

平成２４年度  苗木の支援実績

三十路フェス記念植樹

平成２５年度緑の募金公募事業

平成２５年度こうち山の日推進事業

第４１回高知市みどりの週間



　平成２5年５月３０日（木）、平成２５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新木局長と、高知県知事代理の
林業振興・環境部杉本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５団体に感謝状を贈呈したあと、受賞者を代表し、三十路フェス実行委員会の
渡辺様から謝辞をいただきました。つづいて総会に移り、平成２４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１１，７５８，９８７円で、対前年比８１．８％と大幅に減少し過去最低となり、以前
にも増して厳しい状況が続いていることから、これまで以上に「緑の募金」運動を「知ってもらうこと」「集め
ること」「使うこと」で募金の趣旨を県民の皆さまに理解・浸透を図っていくことを説明しました。事業につい
ては、８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、この総会が理事
の改選期に当たりますが、理事のうち９名
が重任、3名が退任し、新たに 4名が就任
となって、理事 13 名、監事 2名の役員体
制となりました。さらに、報酬を支給する
常勤の理事に関することなど、４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２５年度事
業計画及び収支予算書及び林野庁の新規事
業の受託について説明し、定時総会を終了
しました。その後理事会を開催し、新しい
役員が決まりました。

平成２５年度定時総会 開催報告

平成２４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
・株式会社土佐山田ショッピングセンター
・ダイドードリンコ株式会社
・三十路フェス実行委員会 ※
高知県森と緑の会理事長感謝状
・陸上自衛隊高知駐屯地
・株式会社サニーマート
・四国キヤンテイーン株式会社
・伊野緑と水の会 ※
・森づくり助っ人隊

・株式会社日産サティオ高知 ※
・高知樹木クリニック ※
・株式会社西森建設
・土佐ヨガ
・株式会社ウィル「店頭」
・株式会社高知銀行「店頭」 ※

・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２５年５月３０日現在）

結城理事長と三十路フェス実行委員会の渡辺様

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　 高橋　 隆　   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２４年度は、市町村などを通して

希望のあった県内１６ケ所の地域や学校、

団体の植樹活動に対して、合計５２１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
緑ヶ丘頂上公園ボランティア

土佐清水市
下ノ加江桜並木保存会

四万十町立窪川中学校

四万十町米奥小学校
須崎緑と水の会

須崎市立
上分中学校

四万十町森林組合

須崎地区森林組合

あきスコップクラブ

香美市立
大栃小学校

大豊町
久寿軒公民館

四万十町
十川部落

伊野南コミュニティー

いの町
八田地区連合会

四万十ほたるの里
金刀比羅川の会

　今年度も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。

三十路フェス開催記念植樹
　３月３１日、高知市のキャラバンサライにて、地元で活動する
３０歳のミュージシャンやダンサー、ＤＪ、木工や陶芸の作家、美
容師らが集まって「三十路フェス」が開催されました。また、地
元高知に恩返しをしたいという意向から、イベントの収益金の全
額 ２２４，１３０円を緑の募金に寄付いただき、４月１３日には
高知市のアジロ自然の森で記念植樹を行いました。

中土佐町
みなみのつどい

中土佐町
上ノ加江公民館

　「自分達だけでなく子ども達も一緒に気軽に一緒に遊び

に来られる場所だから」という理由から、アジロ自然の

森への植樹が決まりました。記念植樹の当日は、実行委

員から子ども連れを含む１０名が参加して、展望台の少

し下の辺りにヤマザクラの苗木３０本を植樹しました。

　活動が終わった後にはフィールドを散策したり、ツリ

ーハウスに登ったりと、森を満喫していただきました。



平成２５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     里山を守り育てる事業 　　　　　　　　　 　　横倉山自然の森博物館友の会　　                                                  越知町横倉山陵地帯

          物部川の水づくり
  2      みんなで協同の森をつくろう　　　　　 　 　　物部川 21 世紀の水と森の会　　　                                               香美市別府山国有林
　　  新たな広葉樹の森づくり（初）

３     里山を守り育てる事業 　　　　　　　　　  　　遠山を守る会　　                                                   　　　  　         四万十町奈路、数神にある丘陵地帯

平成２５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（９件）

仁淀川の再生をめざして
「仁淀川の森と水を考える」シンポジウム

県民の宝三嶺の森をみんなで守ろう

梶ヶ森におけるシカ対策事業

物部の森林環境学習

龍馬も泳いだ平成の名水百選に選ばれた
清流鏡川に姿を映す筆山の整備

四十寺山へ桜やツツジの植樹

高知市福祉牧場おおなろ園の
桜の治療事業

森の写真絵本づくり

松田川水系上流域苗木定植事業

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

宿毛市農林漁業協同組合連絡協議会（平成２４年度実施）
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土佐市高岡町  グランディール

香美市奥物部三嶺系

梶ヶ森県立自然公園

大栃中学校、物部町内各地

高知市筆山文化会館前の公園

室戸市浮津　四十寺山

高知市神田　おおなろ園

高知県中部及び東部

宿毛市橋上町楠山

平成２４年度に実施した
緑の募金公募事業のご紹介
　平成２４年度緑の募金公募事業は、森林の整備が２
件、緑化の推進が９件で、合計１１件の事業が実施さ
れました。
　森林整備や植樹、樹木の治療といったフィールドワ
ークをはじめ、小さい子どもを対象とした学習や、山
・川・海のつながりを考えるシンポジウムなど、多種
多様な事業が行なわれました。

上：宿毛市農林漁業協同組合連絡協議会による事業。地元の小学生と共
　　に、黒潮生物研究所や宿毛市森林組合の方を講師とした水源涵養の
　　学習をしたあと、クヌギ１００本を植樹し、坂本ダムの見学を行な
　　って、山・川・海を通しての森林資源の大切さを学んだ。

左：大栃中学校ＰＴＡによる物部の森林環境学習のようす。生徒達が、
　　林業や農業など、地域の産業や暮らしについて学ぶ事業で、この日
　　は地元の特産物である柚子の収穫体験をおこなった。



「こうち山の日推進事業」
平成２５年度採択事業のご紹介

　今年度実施する事業として申請があり、採択された２７事業（２
２団体）をご紹介します。各事業の実施日や詳しい内容はが決まり
次第、当会のホームページ等でお知らせいたします。

また現在、２次募集を実施中で、締め切りは７月１２日必着となっております。



「緑の募金事業」平成２４年度結果報告

収入　平成２４年緑の募金種別内訳

１　緑の募金による寄付金の総額
　　　１１，７５８，９８７円（平成２４年１月１日～１２月３１日実績）

  5,518,775       202,759       1,139,192      3,369,982        138,080　  1,390,199

１ 森林の整備                      　          897,597               0           897,597

２ 緑化の推進                                 3,070,598              0      33,070,598

３ 国際協力                                                    0                0                      0

４ 募金資材購入費                            556,290               0      5    56,290

５ 募金活動推進費                        6,564,252                 0      6,564,252

６ 推進事務費      　　　　  　　2,351,797              0        2,351,797                  

７ 交付金（国土緑化推進機構）             1,087,000                0      1,087,000

　　　　合　　計　　　　　　    14,527,534                   0         14,527,534　　

※前年度繰越金 5,018,395 円を含み、翌年度繰越金 1,674,132 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２４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２４年度緑の募金の結果について

平成２５年６月２４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） 
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遠山を守る会

物部川２１世紀の森と水の会

仁淀川漁業協同組合

高知県緑サポーター会

汗見川の自然を守る会

社団法人大川村ふるさとむら公社

横倉山自然の森博物館友の会

大栃中学校 PTA

高知子ども森林インストラクター養成講座運営委員会

三嶺の森をまもるみんなの会

宿毛市農林漁業協同組合連絡協議会

 　　　　　　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２４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２４年度緑の募金事業支出内訳

街頭
202,759 円
2.2%

森林の整備
897,597 円
6.2%

交付金（国土緑推）
1,087,000 円
7.5%

募金資材購入費
556,290 円
3.8%

学校
138,080 円
1.2%

（平成２４年１月１日～平成２４年１２月３１日） （平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

公   告 

推進事業費
2,351,797 円
16.2%

募金活動推進費
6,564,252 円
45.2%

緑化の推進
3,070598 円
21.1%

家庭
5,518,775 円
46.9%

職場
1,139,192 円
9.7%

企業
3,369,982 円
28.7%

その他
1,390,199 円
11.3%





公式 Facebook ページを始めました。
◇ホームページにも記載してありますが、イベント

開催のお知らせや参加者募集などに活用すべく、当

会のフェイスブックページを始めました。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!!
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。 

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。

第４０回高知市みどりの週間
　今年の高知市みどりの週間は４月１３・１４・１５
の３日間、高知市中央公園で行なわれました。当会も
「子ども樹木博士になろう」「竹のマイ箸・竹トンボづ
くり」「みどりのチャリティーコンサート」を開催す
るとともに、関係者のご協力のもと、街頭募金活動を
　また、１０月には同じ場所で「都市緑化祭」の開催
が予定されています。当会も今回と同様の出店をする
ほか、いくつかのよさこいチームの演舞、植木や草
花の即売等も行なわれます。

【正会員】（７２団体）

【賛助会員】（６４団体・５２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
住友共同電力株式会社

※敬称略・順不同（平成２５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
（社）高知県特用林産協会

竹内 寛興
大原 儀郎
川田 勲
村上 幸二
鍋島 浩 
宮地 辰彦 
村岡 盛志
千葉 健
臼井 裕昭
土居 稔
坂本 彰
服部 薫
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

澤村 扶美
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

有限会社川越建設
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 
四国マリン事業協会高知県支部
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
ホテル日航高知旭ロイヤル
医療法人恕泉会内田脳神経外科
（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
( 社 ) 高知県建設業協会
( 財 ) 日本森林林業振興会高知支部
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


