
＜報告事項＞

第１ 平成２９年度(公社)群馬県緑化推進委員会事業報告について

自 平成２９年４月 １日

至 平成３０年３月３１日

緑化思想の高揚と郷土緑化を推進するための諸事業を実施した。事業概要は次のとお

りである。

１ 募金運動推進事業

地区郷土緑化推進委員会や市町村の協力を得て、４月１日～５月３１日の間及び秋の

９月１日から１０月３１日までの間、緑の募金活動を実施した。

・募金目標額 ３２，０００，０００円

・募 金 額 ３１，８７１，６６６円

・達 成 率 ９９．６％

・地区郷土緑化推進委員会別実績は「平成２９年度緑の募金実績」(P ６)のとおり。

２ 緑化運動推進事業

（１）群馬県植樹祭（第７１回）

・期 日 平成２９年５月２０日（日）９時３０分～１１時３０分

・場 所 神流町大字万場「神流川公園」

・主 催 群馬県、神流町、関東森林管理局、群馬林政推進協議会

多野藤岡林業振興協会、多野藤岡郷土緑化推進委員会、

（一財）群馬県森林・緑整備基金、（公社）群馬県緑化推進委員会

以上８者共催

・参加人員 １０００ 人

（２）緑化苗木配付会

４月１日から５月３１日までの緑化運動推進期間を中心に、地区緑化推進委員会及

び市町村等と協力し、緑化苗木を配付するとともに、緑の募金活動を展開した。

また、「緑の募金推進中央キャンペーン」及び「みどりの日記念苗木配布会」事業

を、次のとおり実施した。

①平成２９年度緑の募金推進中央キャンペーン ②みどりの日記念苗木配布会

・日 時 ①平成２９年４月２９日（土） ②平成２９年５月３日（水）

・場 所 ①敷島公園「上毛新聞敷島球場入口前」（前橋市敷島町）

②前橋市中央商店街

・主 催 ①② 群馬県、前橋市、（公社）群馬県緑化推進委員会

① 関東森林管理局(一財)群馬県森林・緑整備基金

・配付本数 ４種①６００本②２００本 計８００本



３ 全国緑化行事参加事業

第６８回全国植樹祭は、平成２９年５月２８日（日）に富山県魚津市「魚津桃山運動

公園」（式典会場）で開催され、これに参加した。

第４１回全国育樹祭は、平成２９年１１月１９日（日）に香川県仲多度郡まんのう町

「香川県満濃池森林公園」で開催され、これに参加した。

４ 緑豊かな地域づくり事業

緑の募金の成果を地区郷土緑化推進委員会を通じ市町村等の要望に応じ、小中学校、

地域の広場等の緑化のための樹木交付を行うとともに、緑化思想の啓発活動のため緑化

苗木配布会等に緑化木を交付した。

５ 緑の少年団育成事業

（１）既設団体育成補助

既設３１７団に対し緑の少年団の活動を推進するために運営費を助成した。

（２）「がんばれ！緑の少年団事業」による活動費補助

特色ある活動を行う緑の少年団に対してその活動を助成した。(補助対象２８団）

（３）「夏の森林教室」の開催と活動記録の作成

平成２９年７月２６日に赤城森林公園ふれあいの森において、「夏の森林教室」を

開催したほか、緑の少年団の活動を紹介する冊子を作成した。

６ 緑とのふれあい事業

緑とのふれあいを通じ森林・林業に対する理解を深め緑化思想の高揚を図るため、

館林市が実施した林業教室など緑の体験活動を支援した。

７ 緑化思想高揚事業

（１）広報・掲示

ア 国土緑化推進運動ポスター及び緑の募金運動ポスター等を配付した。

イ 新聞に公告（４月１５日上毛新聞）を掲載した。

ウ 群馬県造林協会が発行するみどりの広報誌グラフ「みどりの群馬」を後援した。

エ 県と共催で小中学校の児童生徒から緑化運動標語を募集し、優秀作品を選定した。

オ 群馬テレビに「緑の募金」のテレビＣＭを放映した。

（２）表 彰

平成２９年度用緑化運動標語の最優秀作品作者と緑化功労者を県植樹祭に於いて表

彰した。

・緑 化 運 動 標 語 茅根 瑞季（前橋市立東小学校６年）（入賞時）

作 品 「小さな芽 未来へつながる 希望の木」

・緑化運動ポスター 原画作成者

石井 湧我（前橋市立第五中学校 ３年）（入賞時）



・緑 化 功 労 者 NPO法人 神流町づくり衆 紙ふうせん（神流町)

紫陽花を育てる会 （下仁田町）

南橘地区自治会連合会 (前橋市）

８ 森林づくり推進事業

緑化普及啓蒙冊子(ぐりーん・もあ）等を配布した。

９ 森林ファンド事業

緑と水の森林ファンドの益金事業として始まった国民参加による森林づくりを進め

るための普及啓発活動や森林と水との関わり等の理解を深めるため、次の事業につい

て実施または助成した。

・群馬県植樹祭 ・森と木のまつり事業 ・巨樹・古木巡りツアー事業

・緑の少年団活動活性化事業・長寿の森林づくり事業

・森林ボランティア交流会・森の名手名人紹介 HP作成事業

１０ ゴルファー等による緑化協力事業

（公社）ゴルフ緑化促進会は、会員ゴルフ場でゴルファー１人１日５０円の緑化協力

金をいただき、地方の緑化事業を支援している。

当委員会は、年２回の緑化協力金の配分を受け、富岡市立一ノ宮小学校の緑化事業

に助成をした。

なお、県内の協力ゴルフ場の加入状況は、次のとおりである。

名 称 所在地 加入年月 備 考

倶楽部 我山 富岡市 Ｈ１７．８

１１ 森林整備事業

緑化ボランティア活動助成事業として森林整備活動等を行った森林ボランティア団

体（７団体）に対し助成した。

また、川場村吉祥寺のヒメコマツの樹勢回復事業に助成した。

１２ 交付金の交付

地球環境の保全を図る国際協力事業及び国内の広域的な森林整備事業への協力のた

め､（公社）国土緑化推進機構へ交付金を交付した。

１３ その他

（公社）国土緑化推進機構が実施した「森の名手・名人１００人選定事業」、緑の

少年団国際交流事業、学校環境緑化モデル事業等の業務を行った。

なお、「森の名手・名人１００人」に本県からは、角田金作氏（森づくり部門：

苗木生産）中澤重雄氏（森づくり部門：空師）が認定された。



主な会務記録
（Ｈ２９．４．１～３０．３．３１）

年 月 日 内 容

２９年 ４月１日 庁各部局等関係機関・団体等に緑の募金の協力依頼。

６日 緑化担当者会議を開催

９日 第４５回巨樹・古木巡りツアーを開催。

１１日 緑の募金推進中央キャンペーン打合せ会議に出席。

１１日 山の日記念「２１世紀の森まつり」実行委員会に出席

２１日 平成２８年度事業にかかる県会計事務監査。

２６日 第７１回群馬県植樹祭第３回主催者会議（神流町）を開催

２８日 平成２８年度事業に係る監事会を開催。

２９日 緑の募金推進中央キャンペーンを開催。

５月３日 みどりの日記念苗木配布会と緑の募金活動。

１０日 平成２９年度第１回理事会を開催。

２４日 定時総会開催・第２回理事会開催

６月２日 日本樹木医会全国大会・群馬大会に参加

１２日 山の日記念「２１世紀の森まつり」第２回実行委員会に出席

２６日 第７２回群馬県県植樹祭開催候補地現地調査。

７月４日 平成２９年度第１回緑の募金運営協議会を開催。

２６日 「夏の森林教室」を赤城ふれあいの森開催

２９日 「赤城ふれあい森まつり」に参加、募金活動

８月１日 山の日記念「２１世紀の森まつり」第２回実行委員会に出席

１１日 山の日記念「２１世紀の森まつり」に参加

２８日 緑の少年団国際交流事業県庁報告会に出席

２９日 全国緑化推進委員会連絡協議会総会(東京)に出席

２９日 全国緑の少年団連盟総会(東京)に出席

３０日 （公社）国土緑化推進機構定時総会（東京）に出席。

９月11～ 日 関東地区普及啓発活動流域検討会（茨城県）に出席。

３０日 第７２回群馬県県植樹祭事前打合せ会議に出席

１０月６日 長寿の森林づくり事業竣工検査。

１３日 チャリティーゴルフ募金受納式典開催

１９日 「赤城ふれあい森まつり」実行委員会に出席

２９日 第４３回巨樹・古木巡りツアーを開催。

１１月９日 「森の名手・名人」伝達式を開催

18～ 19日 第４１回全国育樹祭（香川県）に参加。

２８日 第７２回群馬県県植樹祭第１回主催者会議を開催

１２月６日 全国緑化推進委員会連絡協議会全体会議（東京）に出席。

７日 緑の募金ワーキング会議（東京）に出席

7～ 8日 緑の少年団指導者研修会に出席

１９日 地区緑推担当者会議を開催

２１日 第７３回群馬県県植樹祭開催候補地を現地調査

３０年１月２５日 群馬トヨペット緑の募金受納式典開催

２５日 林政推進協議会新年互礼会に出席

３０日 学校環境緑化モデル事業完成式典（高崎市立新町第二小）出席

３１日 美しいぐんまの山と森フォトコンテスト表彰式に出席。

２月６日 第７２回群馬県県植樹祭第２回主催者会議を開催

７日 平成２９年度第２回緑の募金運営協議会を開催

１６日 高砂熱学工業（株）緑の募金受納式典を開催

１６日 平成２９年度第３回理事会を開催

２５日 森林ボランティア交流会を開催（写真展・図書展を併催））
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【  募金目標額 　32,000,000 円        募金実績 　31,871,666円　     達成率　99.6　％  】　 

　　（単位 ： 円） 

区　　分 募金目標額 市　町　村 地 区 緑 推 計

高　　崎 7,154,000 5,662,812 184,256 5,847,068

群馬中央 11,225,000 10,290,598 197,013 10,487,611

多野藤岡 1,103,000 269,311 21,268 290,579

甘楽富岡 1,118,000 1,391,869 34,972 1,426,841

吾　妻　郡 904,000 1,080,446 120,532 1,200,978

利根沼田 1,312,000 1,679,057 99,634 1,778,691

桐　　生 2,704,000 1,853,205 17,274 1,870,479

太田 3,580,000 1,929,148 35,077 1,964,225

邑楽館林 2,900,000 1,821,681 41,696 1,863,377

小　　計 32,000,000 25,978,127 751,722 26,729,849

県　緑　推 5,141,817

合　　計 31,871,666

平 成 ２９　年 度 　　　緑 の 募 金 実 績 集 計 表      　
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