
公益社団法人とくしま森とみどりの会

平成２５年度事業報告

１．事業報告（平成25年 4月1日～平成26年 3月31日）

森林・環境問題に対する県民や企業の理解・関心の高まりを追い風に、県民の豊か

な緑と水に恵まれた生活の維持・向上を図るため、「緑の募金による森林整備等の推

進に関する法律（以下「緑の募金法」という。）」に基づき、当会に寄せられる寄附金

を財源として事業を実施した。

(1)緑の募金事業

県民の豊かな緑と水に恵まれた生活の維持・向上を図るため、「緑の募金による森

林整備等の推進に関する法律（以下「緑の募金法」という。）」に基づく募金を県内に

広く展開し、職場や学校、家庭などあらゆる方面で積極的に募金活動を行った。

(2) 緑化推進事業

(公社)国土緑化推進機構が行う緑化運動ポスター原画・緑化標語コンクール作品及

び平成26年用緑化ポスター、緑化標語を、県下の児童、生徒から募集し、優秀作品を

「緑の募金」普及啓発ポスターに使用するほか、緑のキャラバン隊による要請活動や

街頭募金などを実施する。

また、環境緑化木等の育成、保護に関する情報提供等、無料緑化相談を支援する。

(3) 森づくりボランティア活動支援事業

多くの県民に森林整備作業を通じて森林の重要性を認識していただけるよう、一般

県民ボランティアと共に行う植樹や間伐作業、地域団体が地域の憩いの場づくり等を

通じて森林等への理解と関心を深める活動に対し公募事業により事業を助成した。

(4) 森林整備事業（使途限定事業）

一般の家庭や企業等が排出するCO2を森林で吸収する「カーボンオフセット」の取

り組みとして企業等から「緑の募金（使途限定募金）」として寄附された財源により、

県下の未整備森林等の整備を実施した。

本年度は37社（新規企業及び団体数20社、継続企業等17社）の企業団体と「森を守

るパートナーシップ協定」を締結し平成18年度からの協定企業は105社となる。

(5) 市町村等緑化公募事業

県民が自発的に行う、多様な森林整備や環境緑化活動を支援するため、市町村支部

を区域とする24事業に対し公募事業に助成した。



(6) (公社)国土緑化推進機構交付金

「緑の募金法」第18条第１項の規定に基づき、当会に寄せられた寄附金の一部を公

益社団法人国土緑化推進機構に交付した。

(7) 普及啓発・広報事業

（公社）国土緑化推進機構や徳島県と連携し、助成金、委託費を活用し広く県民に

森づくり活動への参加を動機付ける普及啓発や、企業等の社会貢献としての森づくり

を広める指導や広報活動を行った。

(8) 青少年育成事業

次の世代を担う青少年に規律ある生活のもと、社会教育や学校教育の一環として緑

化活動を通じて緑を愛する心を醸成するための活動を促進する目的で、森林学習、奉

仕活動支援に申請のあった57隊に対し活動助成を行った。。

(9) 徳島県と国際友好提携をしている地域との緑化交流事業

日中民間緑化協力委員会の委員会資金に申請し、徳島県と中国湖南省の友好提携に

基づき、日中協働で植樹緑化活動等に取り組んだ。

(10) 収益事業

①森林の整備に資する林業の振興等に関する事業

林業団体の事務を受託し、関係業務の適正かつ効率的な運営に努めるほか、県産材

の使用促進活動を実施する林業関係団体の支援を行った。

また徳島県林業センター区分所有部分の管理事務を行った。

②区分所有財産の管理業務

徳島県林業センター区分所有の財産管理を行った。



２．公益目的事業（公益１緑の募金特別会計）

(1)緑の募金事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

「緑の募金」活動 県民の豊かな緑と水に恵まれた生

（緑の募金実績） 33,777 35,000 △1,223 活の維持・向上を図るため、「緑の

募金法」に基づく募金を県内に広く

展開し、職場や学校、家庭などあら

ゆる方面で積極的に募金活動を行っ

た。

(2)緑化推進事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

普及啓発活動 5,409 6,120 △711 「緑の募金」の意義と普及啓発を図

る目的で、国土緑化運動ポスター及

び緑化ポスター標語による普及啓発

活動及び緑化キャラバン隊、特別街

頭募金などによる普及啓発事業を行

った。

樹木医による無料相談 200 200 0 民間企業及び県民に対して、環境

技術指導事業 緑化木等の育成、保護に関する情報

提供等、無料緑化相談を行う。

(3)森づくりボランティア活動の支援事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

県民参加の森づくり 288 288 0 県下各地域で活動する非営利団体

ボランティア事業 等が森づくりの重要性を県民に広め

る目的で実施する活動を支援した。

みんなの森造成事業 400 592 △192 地域住民で組織する団体等に対し、

ボランティア活動によって名所や

史跡公園等で造成される「みんな

の森」づくりを支援した。

(4)森林整備事業（使途限定事業） （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

とくしま協働の森づく 7,739 8,500 △761 企業等から「緑の募金（使途限定

り事業 募金）」として寄附された財源によ

り、県下の未整備森林等の整備を

実施した。

平成21年～平成26年3月まで

協定企業数105企業・団体

協定金額：77,596千円

協定面積：約415ha

CO2吸収貢献カード寄附額：2,646千円



□企業団体一覧表（協定締結順）

時期 NO 企 業 名

H25.10．9 1 アース・バイオケミカル（株）

2 アール・エスホーム（株）

3 オンダン農業協同組合

4 勝浦川漁業協同組合

2回 御所ロータリークラブ

3回 四国コカ・コーラボトリング（株）

4回 大鵬薬品工業（株）徳島工場

5 （株）高橋ふとん店

3回 （社）徳島県建築士会

3回 （一社）徳島県猟友会

2回 徳島ペプシコーラ販売（株）

4回 （株）ビューティドクターセルムス

6 （株）松村農園

H25.12.25 7回 アサヒビール（株）徳島支社

H26. 2. 5 7 阿波町農業協同組合

8 阿波みよし農業協同組合

9 板野郡農業協同組合

10 市場町農業協同組合

11 麻植郡農業協同組合

3回 (株)大塚製薬工場

12 大津農業協同組合

13 かいふ農業協同組合

14 鴨島ロータリークラブ

3回 貞光食糧工業(有)

4回 (株)ジェイテクト徳島工場

4回 四国コカ・コーラボトリング(株)

4回 (株)テレコメディア

5回 電源開発(株)橘湾火力発電所

15 徳島北農業協同組合

16 徳島市農業協同組合

2回 (株)はなおか

6回 東とくしま農業協同組合

17 文化シャッター(株)

18 南つるぎ地域活性化協議会

19 美馬農業協同組合

20 名西郡農業協同組合

4回 リカオー(株)



(5)市町村等緑化公募事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

市町村等緑化公募事業 6,959 7,250 △291 多様な森林整備や環境緑化活動を

支援するため、市町村支部を区域と

する公募事業に助成した。

各市町村支部事業の一覧表 （単位：千円）

市町村名 申請者 実績 計画 増減 事業内容

徳島市 徳島市花と緑の会 0 250 △250 苗木の配布

鳴門市 鳴門市緑化推進委員会 191 191 0 苗木の配布

小松島市 小松島市緑化推進委員 155 155 0 苗木の配布

会

阿南市 阿南市森林組合 220 220 0 緑化苗木の配布

吉野川市 吉野川緑化推進委員会 1,147 1,152 △5 植栽及びベンチの設置

NPO法人元気やまかわNW 80 80 0 イベントを開催し参加者と

花壇づくりを行う

阿波市 阿波市緑と森づくり 970 971 △1 地域住民、青少年等と緑化活

委員会 動、テーブルベンチの設置

美馬市 美馬市緑化推進委員会 801 805 △4 苗木の植栽

三好市 三好市緑化推進委員会 572 580 △8 緑化木の植栽

勝浦町 坂本ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ 37 37 0 「やすらぎの森」において

運営委員会 紅葉の補植と下草刈り

佐那河内村 佐那河内村緑化推進委員会 96 96 0 木製ベンチの設置

石井町 石井町緑化推進委員会 81 87 △6 花苗の植樹

神山町 神山町緑化推進委員会 61 61 0 森林ボランティア時、地元

小学生等と交流

那賀町 那賀町緑化推進委員会 608 608 0 緑化苗木の配布、木製ベン

チの設置

牟岐町 牟岐町緑化推進委員会 88 88 0 苗木の配布

美波町 美波町緑化推進委員会 191 191 0 椿の植栽

海陽町 海陽町緑化推進委員会 334 340 △6 小中学校に花苗の配布及び

木製品の制作。

松茂町 松茂町緑化推進委員会 117 120 △3 小中学校、地元ボランティ

ア団体と公共施設等の緑化

活動を実施

北島町 北島町緑化推進委員会 242 242 0 苗木の配布、青少年の緑化

活動の支援

藍住町 花友会 65 65 0 花苗の配布

板野町 板野町緑化推進委員会 233 235 △2 桜の植栽

上板町 上板町緑化推進委員会 70 70 0 緑化苗木の配布

つるぎ町 つるぎ町緑化推進委員 365 371 △6 苗木の配布

会

東みよし町 東みよし町緑化推進委員会 235 235 0 苗木の植樹及び木製柵の設置

計 6,959 7,250 △291



３．公益目的事業（森林整備緑化推進事業）

(1)(公社)国土緑化推進機構交付金 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

公益社団法人国土緑化 2,188 2,200 △12 「緑の募金」管理、団体育成、の

推進機構交付金 助言及び東日本大震災地域の復興

に対し、海岸防災林の森林整備や

市街地周辺の緑化活動などの整備

(2)普及啓発・広報事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

緑の募金推進体制整備 512 500 12 緑の募金のアクションプランに計画

交付金事業 された推進体制の整備、普及啓発・

広報及び募金活動の展開の取組強化

を図る。

もりのくににっぽん 10 10 0 優れた技を極め、他の技術・技能

運動 者等の模範となっている達人を「森

の名手・名人」として推薦する。

緑の少年団活動促進 307 300 7 緑の少年団を対象に学習活動の充

事業 実、促進、指導体制整備を助成した

ふるさとの森林再生 51 50 1 ふるさとのシンボルとなる森林の造

事業 成や、記念樹の植林による森林の造

成などの取組を、NPO、自治会、ボ

ランティアなどと連携し実施する。

（緑の募金公募事業） 145 141 4 「とくしま協働の森づくり事業」を

「大志を抱く森づくり 企業や県民に広くＰＲするととも

プロジェクト」事業 に、企業のニーズに合わせたメニュ

ー提案ができるよう取り組んだ。

（緑と水の森林 2,021 1,960 61 「緑と水の森林ファンド」を原資と

ファンド事業） して実施する普及啓発及び活動基盤

整備事業

学校環境緑化モデル事業 563 550 13 「ローソン緑の募金」を用いて学校敷

地内の緑化、フィールドの整備を行う。

（徳島県委託事業） 1,410 1,367 43 企業団体や県民による「カーボンオ

とくしま協働の森づ フセット」の取組が県民に周知され、

くり事業 一層の理解と支援を得られるよう積

極的な取り組みを行った。

環境貢献ビジネスモデ 996 973 23 高等学校生徒と連携し、環境に貢献

ル事業 できるデザインや木工作品の公募及

び作品の展示を行った。



(3)青少年育成事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

緑の少年隊育成活動 1,560 1,240 320 森林の多様な機能について学ぶ場を

提供するとともに、植樹など体験学

習に取り組む緑の少年隊を支援する

(4)徳島県と国際友好提携をしている地域との緑化交流事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

湖南省常寧市生態造林 185 7,000 △6,815 日中民間緑化協力委員会の委員会

モデルプロジェクト事 資金による、徳島県と中国湖南省

業 の友好提携に基づき、日中協働で

植樹緑化活動等に取り組む

４．収益事業 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

森林の整備に資する林 2,772 2,749 23 林業団体事務受託事業

業の振興等に関する事 894 4,383 △3,489 区分所有財産の管理業務

業

５．法人会計 （単位：千円）

区 分 実績 計画 増減 内 容

管理費 12,196 10,575 1,623


