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○ 平成２９年度事業報告 

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

 

平成２９年度は、公益目的事業である「未来の森づくり推進事業」「緑の募金事業」「緑の

基金事業」を適正に執行し、県内各地域のニーズに応えた地域緑化推進活動事業等を推進す

ることに加え、引き続き法人運営の透明性を確保するとともに、情報の適正な開示や本部・

支部の円滑な組織運営に努めた。 

「緑の募金」については、関係機関の協力を得て活動を展開し、募金総額は、５７，０６

０，１９６円で、前年を１，７７８千円余上回ることが出来た。 

また、みどりの少年団の育成や活動助成を行い、次の世代を担う子どもたちの活動を支援

した。 

 

Ⅰ 未来の森づくり推進事業（公益目的事業１） 

多面的な機能を有する森林・樹木等の緑を将来にわたり守り育てるための普及啓発活

動等を実施した。 

 

 １ 緑を守り育てるための普及啓発活動 

 （１）緑を守り育てる普及啓発イベントの開催及び助成事業 

   ① ぎふ山の日イベントの開催事業 

岐阜県、岐阜県山林協会、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会と

共催で「山の日フェスタぎふ２０１７」を開催した。 

      日  時  平成２９年８月６日（日）、１１日（金・祝日） 

      場  所  ＪＲ岐阜駅アクティブＧ、ぎふ清流文化プラザ 

      参加人員  ２，３００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 竹楽器演奏 ぎふ木育キャラバン 



 

 

 

 

 

② ぎふの木フェスタの開催事業 

岐阜県、岐阜県山林協会、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会等

と共催で「ぎふの木フェスタ２０１７」を開催した。 

 日  時  平成２９年９月３０日（土）、１０月１日（日） 

 場  所  岐阜メモリアルセンター 芝生広場 

 参加人員  ２１，０００人 

 

 

   ③ 植木祭り事業 

    県下６地域で実施された「植木祭り」事業（苗木配布事業）に対して助成した。 

実施主体 実施場所 実施日 配布樹種 本数 

山県市スポー

ツ推進委員会 

四国山香りの森

公園 
H29.4.8 

ブルーベリー 
350 

花と緑のふれ

あい展実行委

員会 

大垣公園 

「花と緑のふれ

あい展」会場 

H29.4.29~30 
サツキツツジ、ドウ

ダンツツジ、キンカ

ン 

340 

東白川村観光

協会 

「つちのこフェ

スタ 2017」会場 
H29.5.3 

ムクゲ 
320 

付知町優良材

生産研究会 

道の駅「花街道」

「つけち森の

市」 

H29.5.3 
ドウダンツツジ、ヤ

ブツバキ、ハナミズ

キ、ブルーベリー、エ

ゴノキ、サザンカ 

500 

みたけの森まつ

り実行委員会 

みたけの森 
H29.6.4 

イチジク、アマナツ、

アンズ 
147 

下呂市みどり

の祭り実行委

員会 

萩原町星雲会館 

森の宝島 in はぎ

わら 

H29.6.4 
ホオノキ、ハナモモ 
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６箇所 ６団体  合    計 1,744 

ぎふの木フェスタ会場 木のおもちゃ広場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 木材利用普及啓発事業 

     木材利用普及啓発を目的に岐阜県木材利用推進協議会が開催した木工教室（岐

阜市、大垣市、関市）や木材需要拡大普及活動（大垣市）に対して助成した。 

 

   ⑤ 恵みの森造成事業 

     地域のシンボルとなる森や記念の森の整備に対して助成した。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

山いきさの会 郡上市八幡町

初納地内 

郡上八幡石原の

森整備事業 

せせらぎ街道沿いの伐採跡地

へ広葉樹を植栽して景観維持 

 

 ⑥ ふるさとの森林再生事業 

     ふるさとのシンボル的な森林の再生・造成のための活動を推進し、森林を健全な

姿で将来にわたって引き継ぐ取り組みに助成した。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

小那比自治会 郡上市八幡

町小那比 

小那比地域環境

保全活動 

地域の街道沿いにサクラ、モミ

ジ、各５０本植栽 

自治会二本木 高山市清見

町夏厩 

彦谷の里 里山保

存継承事業 

・広葉樹試験林の除間伐 

・自然観察会の開催（２回） 

 

   ⑦ 学校林を活用した森林環境教育促進事業 

     森林環境教育促進のため、学校と連携して学校林を活用した小・中学生の森林環

境教育を支援するボランティア団体に助成した。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

城南中学校同

窓会 

海津市南濃

町羽沢地内 

城南中学校学校保

全林育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

学校林での間伐体験と事前学

習・講話、林内歩道整備等 

 

植木祭り（中津川市付知町） 植木祭り（東白川村） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 学校環境緑化モデル事業 

     学校環境の緑化を通じて環境教育を推進する小学校や特別支援学校、地域の学

校関連団体に助成した。    

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

中津川市立 

付知北小学校 

中津川市 

付知町 

付知北小学校 

ふれあい広場事業 

・ビオトープ整備と植樹、ビオ

トープを利用した環境学習 

下呂市立 

上原小学校 

下呂市 

夏厩 

憩いとわくわく 

遊歩道整備 

・学校隣接の高尾山斜面の整備

と植樹、樹木の手入れ等 

 

 

⑨ 緑の少年団活動促進事業 

     みどりの少年団活動を促進するため、少年団が行う学習活動等の充実、地域との

連携強化等の事業に対して助成した。 

実施主体 実施場所 参 加 者 事  業  内  容 

苗木小学校み

どりの少年団 

中津川市苗

木地内 財

産区有林等 

小学５年生５２名 

４年生５７名 

指導者１５名 

・森林教室：植樹、伐採体験、

椎茸原木づくり、植菌体験な

ど 

多良峡もみじ

少年団 

大垣市上石

津 町 地 内 

多良峡森林

公園等 

団員１９名 指導

者３名 

・多良峡森林公園内の植樹木の

手入れ、林業作業見学、枝打

ち体験、椎茸植菌体験など 

 

 

 

学校林での間伐体験（海津市立城南中学校） 学校環境緑化モデル事業（下呂市立上原小学校） 



 

 

 

 

 

（２）選奨・表彰・コンクール等事業 

   ① 森の名手・名人 

     森の名手・名人として国土緑化推進機構へ推薦した３名が認定され、当委員会会

長（県議会議長）から認定証を伝達した。 

     ・認定証伝達式 

日 時  平成２９年１０月２５日（月） 

場 所  岐阜県議会 議長室 

 

 

 

 

     ・認定者 

 

 

 

 

          

 

   ②緑化功労者会長表彰 

     平成２８年度に選考した緑化功労者の方々を６月９日の第６回定時総会の席上

で、当委員会会長から表彰状を贈呈した。 

     ・表彰者 

氏  名 市町村 表  彰  理  由 

宗宮 孝生 揖斐川町 全国育樹祭を成功に導くなど、緑化に尽力 

保養地の山を

良くする会 

下呂市 南飛騨健康保養地周辺の森林の保護・育成や環境

教育による青少年の育成に貢献 

     ※宗宮孝生氏は平成 29年 4月 18日に逝去されたため、遺族へ表彰状を伝達した。 

 

 ③ 国土緑化・育樹運動標語コンクール 

     国土緑化・育樹運動標語の募集と選考を行い、３３３点の応募の中から、優秀作

品１０点を国土緑化推進機構へ推薦した。 

 

   ④ 各種コンクール表彰等贈呈事業 

各種コンクール等の参加者や受賞者に記念品を贈呈し、緑化の普及啓発を図った。 

 

  

氏    名 市 町 村 部   門 生    業 

大 野 公 之 関市 森づくり 林業 

田 口 和 志 東白川村 森づくり 林業 

所   正 幸 恵那市 加工 建具職人 

伝達式（県議会議長室） 



 

 

 

 

 

Ⅱ 緑の募金事業（公益目的事業２） 

 

≪緑の募金活動と結果≫ 

 平成２９年の緑の募金活動については、森林（緑）に対する県民の意識が年々高まる中、

「緑の募金で ふせごう 地球温暖化」をスローガンとして展開し、春期は３月１日から５

月３１日、秋期は９月１日～１０月３１日の年２回を「緑の募金期間」と定めて、県、各市

町村、みどりの少年団、ボーイスカウト等の協力を得て、家庭募金、街頭募金、職場募金、

企業募金、学校募金などを積極的に進めた。 

特に４月１５日～５月１４日の１ヶ月間を「緑の募金強調月間」として、マスメディアの

協力を得た募金ＰＲ活動を展開した。 

 募金の結果は、家庭募金が５８２千円余、職場募金が１１千円余、その他の募金が８千円

余減少したものの、企業募金が２，３７９千円余増加したことから、募金総額は５７，０６

０，１９６円と対前年１，７７８千円余の増となった。 

 募金種類別の割合は、家庭募金８１％、企業募金１２％、職場募金４％、以下街頭募金、

学校募金の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

「道三まつり」 

会場での街頭募金

の様子（岐阜市若宮

町通り）（４月１日） 

               

  



 

 

 

 

 

 

家　庭 街　頭 職　場 企　業 学　校 その他 合　計

岐阜市緑の募金委員会 165,443 12,699 58,230 264,196 2,666,000 3,001,125

羽島市緑の募金会 23,948 756,880 79,907 110,000 50,830 245 997,862

各務原市緑化推進委員会 53,470 3,943,850 6,053 3,949,903

山県市緑化推進委員会 9,640 1,096,810 1,131 6,202 1,104,143

瑞穂市緑の募金会 21,011 1,017,230 1,063 1,018,293

本巣市緑の募金会 11,346 1,109,700 115 1,109,815

岐南町緑のまち委員会 9,560 834,900 834,900

笠松町緑の募金委員会 8,191 722,200 243 9,349 731,792

北方町緑の募金会計 7,139 742,200 742,200

大垣市緑化推進委員会 60,085 4,419,690 88,056 174,018 795,157 5,476,921

養老町緑化推進委員会 9,378 1,083,228 11,578 1,094,806

垂井町緑化推進委員会 9,374 1,069,216 9,340 1,078,556

関ヶ原町緑化推進委員会 2,625 322,197 322,197

神戸町緑化推進委員会 6,572 561,460 561,460

輪之内町緑化推進委員会 3,138 344,260 11,751 356,011

安八町緑化推進委員会 4,713 405,200 6,000 411,200

海津市緑化推進委員会 11,513 1,128,749 38,238 36,629 2,385 1,206,001

揖斐郡緑化推進委員会 22,532 1,801,940 3,607 125,000 1,930,547

関市緑化推進委員会 32,827 2,057,541 91,081 2,148,622

美濃市緑化推進委員会 7,508 721,133 2,060 103,852 827,045

郡上市緑化推進委員会 14,610 2,472,224 5,437 62,685 374,506 23,491 2,938,343

坂祝町緑化推進委員会 3,111 292,627 13,000 305,627

富加町緑化推進委員会 1,834 145,700 9,000 154,700

川辺町緑化推進委員会 3,561 285,700 15,000 300,700

七宗町緑化推進委員会 1,381 245,200 18,244 263,444

八百津町緑化推進委員会 3,892 341,520 341,520

白川町緑化推進委員会 3,002 522,750 13,049 19,445 76,000 631,244

東白川村緑化推進委員会 817 228,916 21,909 110 250,935

美濃加茂市緑化推進委員会 20,501 1,879,650 7,328 104,800 1,991,778

可児市緑化推進委員会 37,171 2,557,098 142,300 2,699,398

御嵩町緑化推進委員会 6,514 630,760 20,700 651,460

多治見市緑化推進委員会 41,446 32,500 137,062 261,790 431,352

土岐市緑化推進委員会 21,039 1,640,800 590 30,708 1,672,098

瑞浪市緑化推進委員会 13,904 1,000,796 1,000,796

恵那市緑化推進委員会 18,106 1,274,984 147 71,503 65,000 31,250 333 1,443,217

中津川市緑化推進委員会 28,438 2,113,455 33,194 188,662 16,400 2,351,711

下呂市緑化推進委員会 12,140 1,238,917 1,951 42,108 729,000 2,011,976

高山市緑化推進委員会 32,670 3,789,115 533 70,294 315,932 20,789 4,196,663

飛騨市緑化推進委員会 8,509 1,485,127 8,788 221 100,000 1,594,136

白川村緑化推進委員会 553 84,313 18,244 102,557

小　　計 753,212 46,380,735 279,675 1,675,364 5,510,167 367,361 23,752 54,237,054

ボーイスカウト岐阜県連盟育成会 717,006 717,006

岐阜県庁職場募金(関係機関含む) 292,171 292,171

岐阜県緑化推進委員会（本部） 77,680 3,428 88,013 1,564,803 15,606 64,435 1,813,965

小　　計 － 77,680 720,434 380,184 1,564,803 15,606 64,435 2,823,142

計 753,212 46,458,415 1,000,109 2,055,548 7,074,970 382,967 88,187 57,060,196

81.4 1.8 3.6 12.4 0.7 0.2 100.0

注：世帯数は、平成２７年国勢調査第１次基本集計結果（平成２７年１０月１日現在）による。

平成２８年度実績 47,040,812 990,656 2,066,647 4,694,986 392,731 96,324 55,282,156

Ｈ２９－Ｈ２８ -582,397 9,453 -11,099 2,379,984 -9,764 -8,137 1,778,040

募　　　金　　　の　　　種　　　類 (春・秋合計)
支　　　　部

世帯数
（戸）

平成２９年募金実績



 

 

 

 

 

≪緑の募金による事業の実績≫  

 １ 緑の募金による公募事業 

 （１）緑の募金公募事業 

    森林ボランティア等が企画した森林整備事業及び緑化推進事業を公募により実施

した。 

区 分 実 施 主 体  実 施 場 所 ・ 内 容  

森林整備 

緑化推進 

NPO 法人 

ぎふし森守クラブ 

岐阜市 ながら川ふれあいの森,金華山,他

関市  中部学院大学 

≪植樹、間伐、下刈り、登山道補修、竹林

整備、歩道整備等≫ 

森林整備 小里川ダム里山教室 瑞浪市陶町小里川ダム湖畔  

≪植生調査、除間伐、枯損木除去等≫ 

森林整備 

緑化推進 

「水と街道」東濃会 中津川市四ツ目川流域 

≪竹林整備、植樹、竹炭生産、竹細工指導

等≫ 

森林整備 生命の水と森の活動セ

ンター協議会 

揖斐川町開田(通称 徳山ダムコア山) 

≪実のなる木の下刈り、獣害防止カバーの

設置等≫ 

森林整備 多治見市之倉森づくり

部会 

多治見市市之倉地内 

≪荒廃森林の間伐・整備、作業道の整備≫ 

森林整備 

緑化推進 

付知町優良材生産研究

会 

中津川市付知町（市有林） 

≪付知町地内の2小学校の新入生が花の咲

く木や実のなる木を植樹し、会員が保育≫ 

森林整備 明宝山里研究会 郡上市明宝奥住地内 

≪緑化苗木の植栽、獣害ネットの設置≫ 

森林整備 

緑化推進 

水源林を守る会 中津川市田瀬地内 

≪下刈り、施肥、卒業記念植樹≫ 

森林整備 

緑化推進 

みどりの丘 各務原市尾崎地内 

≪通学路沿線の森林整備（除間伐）、病虫害

被害木の伐採等≫ 

森林整備 

緑化推進 

NPO 法人どんぐりの会 高山市清見町夏厩地内（二本木生産森林組

合共有林） 

≪広葉樹二次林の下刈り・除伐 他≫ 



 

 

 

 

 

森林整備 ＮＰＯ法人つくしん棒 郡上市八幡町初音地内 

≪実のなる木（広葉樹）の植栽等≫ 

森林整備 

緑化推進 

ＮＰＯ法人明るい地域

づくりを進める会 

多治見市虎渓山町 

≪親子の間伐体験、記念植樹等≫ 

 

 

 

（２）学校環境緑化公募事業 

環境教育を推進するため、学校敷地内の緑化を公募により実施した。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

高山市立国府中学校 高山市国府町三日町 

国府中学校構内 他 

学校敷地内の樹木の剪定 

森林探索と自然体験学習 

美濃市立大矢田小学校 美濃市大矢田 

大矢田小学校構内 他 

学校敷地内の樹木の剪定、植樹 

天王山登山と清掃、樹木調べ 

美濃市立藍見小学校 美濃市極楽寺 

藍見小学校構内 他 

ビオトープのクリーンアップ 

ビオトープでの生き物観察等 

岐阜市立長森西小学校 岐阜市北一色 

長森西小学校構内 他 

学校敷地内の樹木の剪定 

地域の人による樹木のお話 

羽島市立中央小学校 羽島市江吉良町 

中央小学校構内 他 

学校敷地内の樹木の剪定 

羽島の環境、CO2 増加防止 

中津川市立下野小学校 中津川市下野 

下野小学校構内 他 

校内の赤松の剪定及び樹幹注入 

森林の大切さ、間伐体験等 

 

 

 

小学１年生の記念植樹（中津川市付知町） 

の状況 

一般参加者による植樹活動（郡上市明宝） 

 

の状況 



 

 

 

 

 

 （３）学校林を活用した森林環境教育公募事業 

民間のＮＰＯ法人やボランティア団体による、学校林を活用した森林環境教育推進

事業を公募により実施した。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

本巣林研クラブ 本巣市神海地内 

本巣市立外山小学校

「コボ山」 

シイタケ、ナメコ等の栽培 

野鳥観察、地域の自然・歴史の学

習 森林の除・間伐 

 

 

２ 緑化の推進事業 

 （１）みどりの少年団育成事業 

  ① みどりの少年団活動促進事業 

  県内の緑の少年団の育成及び活動の支援を行った。 

    ア みどりの少年団６８団体（５，０３３人）の緑化活動、地域奉仕活動、森林教室

等に対して助成した。 

    イ 平成３０年１月２０日に「岐阜県みどりの少年団活動発表大会」を開催し、最も

優れた活動を行っているみどりの少年団（長島小学校みどりの少年団）を選定・表

彰して、平成３０年度に公益社団法人国土緑化推進機構へ優良少年団として推薦

することとした。 

    ウ みどりの少年団員が安全に活動できるようヘルメット及び参考図書を購入して

配布した。 

 

   ② 第４２回東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリーの開催 

     東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリーを、愛知、三重、岐阜の３県

の緑化推進委員会、国土緑化推進機構、三菱ＵＦＪ環境財団の主催により開催し、

みどりの少年団の交流を深めた。 

      日 時  平成２９年８月２日（水）～４日（金） 

      場 所  愛知県新城市門谷字鳳来寺７番地６０ 

            愛知県民の森 モリトピア愛知 

      参加者  ８３名（引率者を含む） 

            愛知県３６名 三重県２０名 岐阜県２７名 

      内 容  交流会、野外炊飯、体験学習（ウォークラリー、木工クラフト作り）、

キャンプファイヤー 他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ ボーイスカウト森林環境教育支援事業 

     ボーイスカウト岐阜県連盟育成会が行う森林環境教育、林業体験活動、ボーイス

カウト林の整備、緑の募金活動等に助成した。 

 

 （２）緑化の普及啓発事業 

   ① 緑化普及啓発資材購入・配布事業 

     緑化を推進するため、国土緑化推進運動ポスター、育樹運動ポスター等の資材を

購入・配布した。 

国土緑化運動ﾎﾟｽﾀｰ 育樹運動ﾎﾟｽﾀｰ 門松ｶｰﾄﾞ 緑化啓発ｶﾚﾝﾀﾞｰ 

1,000 部 1,000 部 353,070 部 500 部 

   ② ヘルメットの配布 

     森林づくり活動等を安全に実施するため、希望する団体へヘルメット３９５個

を購入して配布した。 

ウォークラリー キャンプファイヤー 

参加者全員で記念撮影（愛知県民の森） 



 

 

 

 

 

 

③ 緑の育成と樹木保護・保存セミナー開催事業 

     県民参加による森林づくりや貴重な樹木の保護・保存を推進するため、岐阜県緑

の博士（グリーンドクター）協議会と共催で、森をつくろう～緑の博士と学ぶダイ

バーシティーワールド～をテーマに「緑の育成と樹木保護・保存セミナー」を開催

した。 

      開催日  平成２９年１１月４日（土） 

      場 所  高山市飛騨高山ビッグアリーナ及び中山公園周辺市有林 

      参加者  ３７名 

      内 容  〇講義 

・多様性って？「緑と人とまちの多様性」 

 講師：松井良一氏 

            ・木を知ろう「いきものの関りから見た苗木づくり、森づくり」

講師：吉野知明氏 

           〇現地研修 

・高山市いのちの森づくり（郷土樹種による広葉樹の植栽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 日独林業シンポジウム２０１７ 

    日本とドイツの森林・林業分野における人的・学術的な交流の充実、さらには林業・

木材産業のビジネスチャンス拡大に繋がる連携を深めることにより、日独両国にお

ける持続可能な森林づくりの気運を高めるため、日独林業シンポジウム２０１７が

開催されたので、協力した。 

     開催日  平成２９年１１月６日（月）～９日（木） 

     場 所  郡上市、岐阜市、美濃市、中津川市、関ヶ原町等 

     参加者  延べ６０８名 

     内 容  １１月６日：エクスカーション（古川林業、長良川木材事業協同組合） 

          １１月７日：日独林業シンポジウム（岐阜グランドホテル） 

講義（基調講演）            広葉樹の植樹（高山市中山公園周辺） 

の状況 



 

 

 

 

 

                （特別講演、学術講演、トークセッション等） 

          １１月８～９日：分科会（森林環境教育、木造建築、森林施業、獣害

対策担い手育成） 

 

            

 

 

 

 

 

 

３ 緑の募金活動の実施 

 （１）緑の募金資材の購入事業 

    緑の羽根、緑化バッジ、募金ファイル、緑の募金箱、木製バッジ、募金チラシ、緑

の募金ポスターを購入し、募金活動に充てた。   

緑の羽根 緑化ﾊﾞｯｼﾞ 募金ﾌｧｲﾙ アクリル

募金箱 

木製ﾊﾞｯｼﾞ 募金ﾁﾗｼ 募金ﾎﾟｽﾀｰ 

553,000 本 2,600 個 2,000 枚 77 個 500 個 192,700 枚 1,000 部 

 

 （２）募金活動推進事業 

   ① 緑の募金推進会議の開催 

    ア 緑の募金運営協議会の開催 

      「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第７条の規定による運営協

議会を開催した。 

       開催日  平成３０年２月９日（金）    

       場 所  岐阜市 じゅうろくプラザ 

       出席者  本人１０名、代理１名、欠席１名 

       議 題  第１号 平成２９年緑の募金実績と平成２９年度事業について 

            第２号 平成３０年緑の募金計画と平成３０年度事業について 

 

    イ 緑の募金推進会議の開催 

      緑の募金の推進を図るため、各支部の代表による推進会議を開催した。 

       開催日  平成３０年２月１６日（金）    

       場 所  各務原市 テクノプラザ 

       出席者  各支部、本部、県  ４５名 

       議 題  ① 平成２９年緑の募金実績と平成２９年度事業について 

特別講演（宮大工：小川三夫氏）             

の状況 

トークセッション（涌井、岡田、カイザー氏） 



 

 

 

 

 

            ② 平成３０年緑の募金計画と平成３０年度事業について 

            ③ 平成３０年緑の募金実施要領について 

            ④ 平成３０年度地域緑化推進活動事業実施要領について 

 

    ウ 緑化推進委員会支部事務担当者会議の開催 

      各支部担当者の会議を開催した。 

       開催日  平成２９年４月２８日（金） 

       場 所  各務原市 テクノプラザ 

       出席者  各支部、本部、県  ４０名 

       議 題  ① 緑化推進委員会の組織及び運営について 

            ② 緑化推進委員会ホームページの活用について 

            ③ 緑の募金と地域緑化推進活動事業について 

 

  ② 緑の募金推進活動 

   ア マスメディアを通した広報活動 

      ぎふチャンテレビ（岐阜放送）を通じて緑の募金啓発活動を行った。 

また、岐阜県山林協会が刊行している「森林のたより」と県猟友会の会報で啓

発に努めた。その他、高額寄附等については、その都度新聞への掲載を依頼した。 

 

   イ 街頭募金、募金協力依頼等の活動 

     ４月に開催された岐阜市の「道三まつり」、８月にＪＲ岐阜駅アクティブＧ等で

開催された「山の日フェスタぎふ２０１７」や９～１０月に岐阜メモリアルセンタ

ーで開催された「ぎふの木フェスタ２０１７」等のイベントで街頭募金を実施した

ほか、企業・団体等へ募金の協力を依頼した。 

 

   ウ 緑の募金高額寄附者への感謝状贈呈 

     「緑の募金」へ高額の寄附（１０万円以上）をいただいた次の方々に対し、平成

２９年６月９日の第６回定時

総会の席上で、村下会長から感

謝状を贈呈した。 

 

 

ダイドードリンコ株式会社 大阪市 

株式会社大垣共立銀行 大垣市 

株式会社ファミリーストアさとう 高山市 

株式会社丸大興業 高山市 

緑の募金感謝状贈呈 緑化功労者会長表彰 

の状況 



 

 

 

 

 

４ 地域緑化推進活動事業 

  ４０支部において、緑の募金活動及び地域の森林整備、緑化推進等の事業を実施した。 

 

岐阜市緑の募金委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 岐阜市農業まつり苗木配布事業、道三まつり苗木配

布事業、わが家のシンボルツリー事業 

 

羽島市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、学校募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 幼稚園、小・中学校、自治会等の緑化、花飾り 

 

各務原市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 尾崎南４自治会周辺森林整備 

緑化推進事業 植樹祭等行事 須衛地区山林緑化事業（ｱｶﾏﾂ 100 本） 

 

山県市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

森林整備事業 乳児の森整備事業（木製橋の補修） 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 自治会苗木配布事業（ｻｸﾗ、ﾂﾂｼﾞ､ﾓﾐｼﾞ等 252 本） 

ふるさと栗まつり苗木配布事業（ﾊﾅﾐｽﾞｷ、ｷﾝﾓｸｾｲ各

100 本） 

 

瑞穂市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公園植樹事業（野口公園 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 4 本） 

 

本巣市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 みどりの少年団

育成 

木工教室（市内８小学校 5 年生）ペン立て作成 

 

緑化の普及啓発 林道今村～神所線沿いに補植（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 1 本） 

間伐材ベンチ７基をうすずみの森に設置 

 



 

 

 

 

 

 

岐南町緑のまち委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 北一色若宮地線沿道の植栽（ﾄﾍﾞﾗ 95 本） 

 

笠松町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 美笠児童遊園への補植（ｻﾂｷ 29 本） 

長池地内植樹帯整備（ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 108 本） 

 

北方町緑の募金会計 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 清流平和公園樹木植栽（ｿﾒｲﾖｼﾉ、ｱｵｷﾞﾘ等 7 本） 

町道 205 号線沿いの植栽（ｻﾙｽﾍﾞﾘ 2 本） 

 

大垣市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ植樹（ｱｼﾞｻｲ 47 本、ﾊﾅﾓﾓ 42 本） 

街路樹等整備事業（ｻﾙｽﾍﾞﾘ 16 本、ﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞ 205 本） 

安井ふれあい公園整備（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 3 本、ﾄﾞｳﾀﾞﾝ 309 本）） 

植樹祭等行事 花と緑のふれあい展助成（大垣公園） 

 

養老町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 烏江八幡神社他各地区へｻｸﾗ 53 本、ﾓﾐｼﾞ 10 本配布 

緑化の普及啓発 ７小学校新入学児童へ町の木「ツゲ」262 本配布 

 

垂井町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 垂井北山山麓千本桜補植事業（池田明神線）50 本 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設・街路へ緑化木植栽（ｻﾂｷ、ﾄﾞｳﾀﾞﾝ等 231 本） 

みどりの少年団

育成 

大滝みどりの少年団（林間遊歩道清掃、花木植栽、林

業教室等） 

 

 



 

 

 

 

 

関ヶ原町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 桃配運動公園の樹木剪定 

緑化の普及啓発 

 

関ヶ原合戦祭り 2017 で苗木配布(ｸﾁﾅｼ 150 本、ｱｽﾞｷ

ﾅｼ 100 本) 

町図書館へ緑化関係図書導入 

神戸町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 日吉公園緑地整備事業（ﾓﾐｼﾞ等植栽 9 本） 

 

輪之内町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 大吉新田地内(サクラ植栽 50 本) 

 

安八町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 安八百梅園緑化整備（ｻﾂｷ、ﾂﾂｼﾞ 165 本植栽） 

緑化の普及啓発 町内 6 保育園へ図鑑等 19 冊配布 

 

海津市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、その他 

森林整備事業 生活環境保全林（月見の森）で森林病害虫防除 25m3 

緑化推進活動 みどりの少年団

育成 

海津市みどりの少年団助成 

月見の森（ｱｼﾞｻｲ植栽） 

緑化の普及啓発 城南中学校学校林活動消耗品（ﾄﾗﾛｰﾌﾟ等） 

募金活動推進 街頭募金啓発用資材（しいたけ原木 100 本） 

 

揖斐郡緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 ｶｼﾅｶﾞ防除（池田の森）枯損木除去（池田明神線） 

緑化推進事業 植樹祭等行事 第 67 回揖斐緑と水のまつり（大野町） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

関市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 板取地域のｲﾍﾞﾝﾄ苗木配布（ｻｸﾗ 10 本、ｱｼﾞｻｲ 22 本） 

関市環境フェアで苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 200 本）など 

間伐材の樹名板配布（9 基）缶バッジ作成（250 個) 

 

美濃市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 藍見小学校（ｻﾂｷ 30 本植栽） 

緑化の普及啓発 市内 13 自治会へ緑化啓発苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、ｲﾁｼﾞ

ｸ､ﾕｽﾞ等 929 本） 

 

郡上市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金、学校募金 

緑化推進事業 

 

 

公共施設の緑化 

 

 

大和町ぼたん園にﾎﾞﾀﾝ 70 本,広葉樹 67 本植栽 

西安久田地区街道沿いにｻｸﾗ 15 本植栽 

あゆパーク周辺等へ広葉樹 352 本植栽 

北部斎場に広葉樹 2 本植栽 

みどりの少年団

の育成 

市内 6 つのみどりの少年団へ助成 

緑化の普及啓発 高鷲ふるさと祭り出展 

市内小学校森林学習費用（のこぎり 9 本） 

 

坂祝町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 自治会管理の公園等へ苗木を配布（ｻｸﾗ、ﾓﾐｼﾞ等 66

本） 

緑化の普及啓発 間伐材のベンチ 6 基を自治会管理の公園へ設置 

 

富加町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 役場の周辺に花苗を植栽 

 

 

 



 

 

 

 

 

川辺町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 福祉バス停に間伐材ベンチ 2 基設置 

町内３こども園児に木工教室開催 

 

七宗町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 七宗ふる里まつりで苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ等 207 本） 

 

八百津町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 産業文化祭でﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 200 本、冊子 40 部配布 

錦津小・篠島小交流会で冊子 40 部配布 

 

白川町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 ハナノキ自生地周辺整備（黒川） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 蘇原小、白川北小学校敷地内の環境整備、植樹 

クオーレの里での植樹 

緑化推進事業 みどりの少年団

育成 

黒川中学校緑化少年団活動事業（シイタケの菌打ち） 

その他の緑化 NPO 法人どんぐり会のしいたけ菌打ち 

 

東白川村緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 母樹林公園樹木植栽事業（キンメツゲ等 40 本） 

みどりの少年団

育成 

東白川中学校緑化少年団林業体験学習事業（新巣村

有林での体験学習支援） 

 

美濃加茂市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

森林整備事業 伊深、山之上地区の森林・竹林整備、危険木除去 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 親子木工教室（蜂屋、古井地区） 

木工教室、間伐材おもちゃ導入（山之上地区） 

 



 

 

 

 

 

可児市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

里山若葉周辺植栽（ﾂﾂｼﾞ類 125 本） 

南帷子小学校、旭小学校わんぱく山等整備 

木曽川渡し場遊歩道竹林整備 0.4ha 

巽ヶ洞ため池（ﾓﾐｼﾞ 5 本）、若葉台地区（ﾂﾂｼﾞ 40 本）

植栽 

緑化の普及啓発 兼山桜まつりで苗木配布（ﾔﾏｱｼﾞｻｲ 350 本） 

可児市環境フェスタで苗木配布（ﾚﾝｷﾞｮｳ等 300 本） 

 

御嵩町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 南山公園等に間伐材ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ 2 ｾｯﾄを設置 

緑化の普及啓発 環境フェア 2017 で苗木配布（ｱﾝｽﾞ、ｲﾁｼﾞｸ等 120 本） 

 

多治見市緑化推進委員会 

緑の募金活動 職場募金、企業募金、学校募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 梅平団地に植栽（ﾔｴｻﾞｸﾗ等 19 本） 

 

土岐市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 鶴里町柿野地区（ｳﾒ 6 本,ｻｸﾗ 30 本）高山城跡の森（ﾌﾞ

ﾗｯｸﾍﾞﾘｰ 35 本）高山城跡一帯（ｼﾀﾞﾚｳﾒ、ﾊﾅﾓﾓ等 70 本）

泉町大富地内（ｻｸﾗ 40 本 ﾓﾐｼﾞ 10 本）植栽 

緑化の普及啓発 曽木町、鶴里町内会へ間伐材ﾍﾞﾝﾁ 15 基設置 

 

瑞浪市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 小里城跡（ﾓﾐｼﾞ 30 本）日吉幼児園（ｻｸﾗ 1 本）植栽 

緑化の普及啓発 瑞浪市農業祭で苗木配布（ﾍﾞﾆﾄﾞｳﾀﾞﾝ 200 本） 

日吉小学校里山教室に貯金箱工作キット 14 ｾｯﾄ 

 

恵那市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金、学校募金、

その他 



 

 

 

 

 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設に植栽する苗木を配布（市内 10 地区に緑化

木 552 本） 

みどりの少年団

育成 

みどりの少年団 8 団に活動助成（30,000 円/校） 

 

中津川市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 加子母むらづくり協議会（都市との交流）植栽助成 

蛭川地区市有林の整備に助成（下刈り等） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

各地区の公共施設へ植栽用苗木配布（各学校、椿街

道、国道沿線、集会所等）（ｻｸﾗ､ﾓﾐｼﾞ､ﾊﾅﾐｽﾞｷ､ﾊﾅﾓﾓ等

432 本） 

福岡中学校内の樹林整備、緑化活動へ助成 等 

植樹祭等行事 第６７回川上植樹祭用苗木購入（ﾓﾐｼﾞ 8 本） 

みどりの少年団 

育成 

みどりの少年団活動に助成（中津地区 2 校） 

緑化の普及啓発 市内幼稚園・保育園へ積み木を配布 

苗木プレート 80 枚作成 

 

下呂市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 皇樹の森の除・間伐（1.6ha） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 連坂峠登り口ほか（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 30 本）植栽 

雨情公園、阿多野谷沿い（ﾊﾅﾓﾓ 66 本）植栽 

植樹祭等行事 第６７回下呂市みどりの祭り助成（皇樹の森） 

緑化の普及啓発 下呂支部長表彰状作成（桧製 2 枚） 

 

高山市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金、その他 

森林整備事業 久々野、朝日、上宝地内 5 町内会等の実施する公園

植樹活動やｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ樹勢回復に助成 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 松倉山市民イベント等で苗木配布（ｱｼﾞｻｲ、ｼｬｸﾅｹﾞ等

300 本）、市内のイベント等で間伐材鉛筆配布

（45,700 本）、間伐材ﾍﾞﾝﾁ 2 基 

 



 

 

 

 

 

飛騨市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 安峰山展望台周辺整備（倒木、危険木除去） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 市内 2 保育園植樹（各 1 本） 

第 41 回みどりの祭り植樹会場整備（山之村小学校） 

朝霧の森、古川森林公園周辺整備等 

植樹祭等行事 安峰山（保護材 200 本） 

高野千本桜夢公園（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10 本）、スキー場跡地（ﾔ

ﾏｻﾞｸﾗ 1 本） 

神原数河線沿線（ｻｸﾗ 10 本） 

緑化の普及啓発 飛騨市農業祭りでの木育活動支援（ｷｲﾎﾙﾀﾞｰ､ｺｰｽﾀｰ） 

 

白川村緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 木製文具作成（木製定規 134 本） 

 

 

５ 国土緑化推進機構交付金 

  「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第１８条の規定により、寄附金の一

部を公益社団法人国土緑化推進機構へ交付した。 

    交付額  ２２１万円（緑の募金総額×３％+５０万円） 

 

  



 

 

 

 

 

Ⅲ 緑の基金事業（公益目的事業３） 

 「岐阜県緑の基金」の運用益を活用して、森林を守り育てる県民運動の展開やみどりの少

年団の育成及びその指導者の育成確保等に関する事業を実施した。 

 

 １ 森林を守り育てる県民運動の展開 

 （１）高額寄附者感謝状贈呈 

   「緑の基金」へ高額な寄附（１０万円以上）をいただいた方に感謝状を贈呈した。 

なお、感謝状贈呈は緑の募金感謝状贈呈と同時に行った。（平成２９年６月９日） 

氏   名 市町村 

奥長良川名水株式会社 関 市 

 

 

２ みどりの少年団の育成及び指導者の育成確保 

 （１）みどりの少年活動強化事業 

① みどりの少年団活動発表大会 

     県内のみどりの少年団を対象に、日頃の活動などを発表し、少年団の交流と活動

を促進するため、県と共催で「岐阜県みどりの少年団活動発表大会」を開催した。 

      開催日  平成３０年１月２０日（土） 

      場 所  関市 岐阜県博物館 

      参加者  少年団 ４団  ２２名（引率者を含む） 

      内 容  活動発表、博物館見学など 

           なお、審査の結果、長島小学校みどりの少年団が最優秀となり、優

良少年団として国土緑化推進機構へ推薦する。 

 

 

 

 

 

 

みどり少年団活動発表大会 活動発表大会会場（岐阜県博物館） 



 

 

 

 

 

 （２）みどりの少年団活動促進事業 

    みどりの少年団が行った活動（緑化活動、奉仕活動、森林教室等）並びに緑化関係

イベントへの参加に対して助成した。 

 

 （３）緑の少年団指導者研修交流会への参加 

    全国緑の少年団連盟が主催する「緑の少年団指導者研修会」（平成２９年１２月８

日 東京都千代田区）へ関係者を参加させた。 

     参加した者：多良峡もみじ少年団 代表 大嶽 喜久  

 

 

  



 

 

 

 

 

Ⅳ 法人会計 

１ 委員会運営事務 

   総会、役員会、その他管理運営に関する業務を実施した。 

 （１）監事会 

    平成２８年度の業務及び財産の状況調査、社員総会へ提出しようとする議案及び

書類に係る監査並びに監査報告書の作成を行った。 

開催日  平成２９年４月２４日（月） 

     場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

 

（２）理事会 

   ①平成２９年度第 1 回通常理事会 

    平成２９年度第１回通常理事会を開催した。 

     開催日 平成２９年５月１５日（月） 

     場 所 岐阜市 ぎふ森林文化センター 

     出席者 理事現在数１７名 出席１１名 欠席６名 

         監事現在数 ３名 出席 ３名  

     議 案 第１号議案 平成２８年度事業報告の承認について 

         第２号議案 平成２８年度正味財産増減計算書、貸借対照表及びこれ

らの附属明細書並びに財産目録の承認について 

         第３号議案 平成２９年度収支予算書の変更の承認について 

         第４号議案 理事候補者の選出について 

         第５号議案 第６回定時総会に附議すべき事項の決定について 

         第６号議案 第６回定時総会の招集について 

     決 議 第１号議案～第６号議案について、原案どおり承認された。 

     報告事項 第１号 理事の辞任について 

          第２号 職務の執行状況の報告（法人法第９１条第２項関係） 

 

   ②平成２９年度第１回臨時理事会 

定款第 40 条に基づき平成２９年度第１回臨時理事会を書面により開催した。 

     開 催 日 平成２９年６月２３日（金）（決議があったものとみなされた日） 

     決議事項 第１号議案 副理事長の選定について 

          第２号議案 副理事長の職務執行順序の決定について 

     決  議 理事 19 名全員の同意書、監事 3 名全員の承認書を得て、理事長提案

どおり承認された。 

 

 



 

 

 

 

 

 （３）第６回定時総会 

    平成２９年度定時総会を開催した。 

     開催日  平成２９年６月９日（金） 

     場 所  岐阜市 ホテルグランヴェール岐山 

     出席者  総会員の議決権数 ８０個 出席会員の議決権数 ６９個（委任状

によるものを含む） 

     議 題 

  第１号議案 平成２８年度正味財産増減計算書、貸借対照表及びこれらの

附属明細書並びに財産目録について 

  第２号議案 理事の選任について 

  決 議 第１号議案～第２号議案について、原案どおり可決された。 

報告事項  

  第１号 平成２８年度事業報告について 

  第２号 平成２９年度事業計画及び収支予算について 

  第３号 平成２９年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 （４）立入検査 

    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）

第 27 条第 1 項の規定に基づく立入検査を受検した。 

     受検日  平成２９年１０月２７日（金） 

     検査者  岐阜県林政部恵みの森づくり推進課 ２名 

          岐阜県総務部法務・情報公開課   １名 

     結 果  指摘事項：事業報告書の附属明細書が未作成 

     改 善  附属明細書を作成するが、作成する必要のない場合は事業報告書末

尾にその旨記載する。 

 

２ その他事務 

   ホームページを活用した情報公開を積極的に進めるなど、開かれた法人として管理

運営事務、会計事務、広報事務、調整事務などを実施してきた。 

 

 

   平成 29 年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第

34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し

ないので、作成しない。 

                    平成３０年５月１１日 

                     公益社団法人岐阜県緑化推進委員会 



 

 

 

 

 

平成２９年度 会議及び諸行事 

 

年月日 会議名、行事名 場   所 

H29.4. 1 緑の募金街頭募金（道三まつり） 岐阜市若宮町 

H29.4.12 緑の募金広報活動（テレビ収録） ぎふチャンＴＶ 

H29.4.24 平成２９年度監事会 ぎふ森林文化センター 

H29.4.28 平成２９年度支部事務担当者会議 各務原市テクノプラザ 

H29.5.15 平成２９年度第１回通常理事会 ぎふ森林文化センター 

H29.5.28 第６８回全国植樹祭 富山県魚津市魚津桃山運動公園 

H29.6. 9 第６回定時総会 ホテルグランヴェール岐山 

H29.6. 9 緑化功労者表彰、緑の募金・基金感謝状贈呈 ホテルグランヴェール岐山 

H29.6.23 第 1 回臨時理事会 （書面） 

H29.8.2～4 第４２回東海地区みどりの少年団（隊）

サマージャンボリー 

愛知県新城市門谷 

愛知県民の森 

H29. 8. 6 山の日フェスタぎふ２０１７ ＪＲ岐阜駅アクティブＧ 

H29. 8.29 平成２９年度全国緑化推進委員会連絡協議会総会 東京都 アルカディア市ヶ谷 

H29. 8.29 平成２９年度全国緑の少年団連盟総会 東京都 アルカディア市ヶ谷 

H29. 8.30 平成２９年度国土緑化推進機構総会 東京都 アルカディア市ヶ谷 

H29.9.28~29    第５１回中部地区緑化推進協議会 山梨県甲府市 ホテル談露館 

H29.9.30~10.1 ぎふの木フェスタ２０１７ 岐阜メモリアルセンター 

H29.10.25 平成 29 年度森の名手・名人認定証伝達式 岐阜県議会議長室 

H29.10.27 立入検査 ぎふ森林文化センター 

H29.11. 4 緑の育成と樹木保護・保存セミナー 高山市 飛騨高山ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ他 

H29.11. 7 日独林業シンポジウム２０１７ 岐阜市 岐阜グランドホテル 

H29.11.18 全国緑の少年団活動発表大会 香川県高松市 ｻﾝﾒｯｾ香川 

H29.11.19 第４１回全国育樹祭 香川県まんのう町満濃池森林公園 

H29.12.6~7 全国緑化推進委員会連絡協議会 東京都 アルカディア市ケ谷 

H29.12. 8 緑の少年団指導者研修交流会 東京都 ﾋﾞｼﾞｮﾝｾﾝﾀｰ永田町 

H29.12.15 緑の募金による公募事業審査会 

（平成３０年度事業） 

ぎふ森林文化センター 

H30. 1.20 平成２９年度みどりの少年団活動発表大会 関市 岐阜県博物館 

H30. 2.10 第２３回緑の募金運営協議会 岐阜市 じゅうろくプラザ 

H30.2.16 平成２９年度緑の募金推進会議 各務原市 テクノプラザ 

H30.2.23 平成２９年度第２回通常理事会 ぎふ森林文化センター 

 


