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報告事項 

 第１号 令和元年度事業報告について 

 

〇 令和元年度事業報告 

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで） 

 

 令和元年度は、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、情報の適正な開示など、本部・支部の円滑な組織運営の確保に努

め、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した。 

 「緑の募金」については、「緑の募金で進めようＳＤＧｓ」をスローガンに掲げ、関係機

関の協力を得て活動を展開した結果、募金総額は、５４，４５３，１０２円となり、前年に

比べ９１０，１５８円の増加となった。 

 「みどりの少年団」については、活動支援や助成を行い、次の世代を担う子どもたちの活

動や育成を支援した。 

 また、各項目に関連するＳＤＧｓの指標を表示して、緑の募金や緑化関連事業のＳＤＧｓ

への貢献を表わすこととした。 

 

 

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「ぎふ木育ＷＥＥＫ（山の日フェスタぎふ２０１９）」を開催した。 

      日  時  令和元年８月１１（日）、１２日（月、振替休日） 

      場  所  ぎふ清流文化プラザ 

      参加人員  １，８６０人 

 

 

 

 

 

 

ぎふの木のおもちゃ広場（ぎふ清流文化プラザ） 



 

 

 

 

   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２０１９」を開催した。 

 日  時  令和元年１１月２日（土）～３日（日・祝日） 

 場  所  岐阜メモリアルセンター 芝生広場 

 参加人員  ２６，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 植木祭り事業 

     県下５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 配布樹種と本数 

山県市スポー

ツ推進委員会 

四国山香りの

森公園 

平成３１年 

４月１３日 

ブルーベリー   １５０ 

ヤマブキ     １５０ 

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 

平成３１年 

４月２７日 

～２８日 

ハナミズキ    １００ 

キリシマツツジ   ５０ 

ドウダンツツジ   ５０ 

キンカン     １００ 

東白川村観光

協会 

「つちのこフ

ェスタ 2019」会

場 

 

令和元年 

５月３日 

コバノミツバツツジ４００ 

付知町優良材

生産研究会 

道の駅「花街道

付知」「つけち

森林の市」 

令和元年 

５月３日 

ドウダンツツジ  １００ 

ハナミズキ    １００ 

ヤマツツジ    １００ 

ミツバツツジ   １００ 

ブルーベリー    ５０ 

エゴノキ      ５０ 

木のおもちゃ広場 木のジャングルジム 



 

 

 

 

下呂市みどり

の祭り実行委

員会 

星雲会館 

森の宝島 in は

ぎわら 

令和元年 

５月２６日 

ハナモモ      ４０ 

ホオノキ      ２０ 

５団体 ５箇所   合  計   １，５６０本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④ ふるさとの巨樹・名木探訪観察会 

     県下に存在する巨樹や名木を訪ね、樹木にまつわる歴史や保存等について学ぶ

観察会を開催した。 

実施時期 実施場所 参加人数 見 学 場 所 

令和元年 

１０月２日 

郡上市美並町 

白鳥町石徹白

地内 

２４名 

星宮神社社叢林等（林業遺産） 

白山中居神社、浄安杉 

白山文化博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ みどりの少年団活動支援事業 

     みどりの少年団の活動に必要な教材や資材を作成又は購入して、配布した。 

作成品目 
みどりの少年団活動手帳 

「街路樹を観察しよう」 
作成部数 ３，５００部 

 

植木祭り（大垣市） 植木祭り（中津川市付知町） 

星宮神社社叢林（林業遺産）（郡上市美並町） 浄安杉（郡上市白鳥町石徹白） 



 

 

 

 

 

   ⑥ 恵みの森づくり事業 

     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 実施面積 事  業  内  容 

明宝山里研究会 郡上市 

明宝二間手地内 ０．４６ha 

・せせらぎ街道沿いの伐採跡地

の景観保持と緑化推進のた

め、広葉樹を植栽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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する。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

該当なし    

 

 

⑧ 緑の少年団活動促進事業 

     緑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する。    

実施主体 実施場所 事   業   内   容 

該当なし   

 

 

   ⑨ 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や地域の

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 

羽島市立 

羽島中学校 

羽島市足近

町７丁目 

学校敷地内の緑化 ・低木（ツゲ）の植栽 

・学校内の樹木の剪定等 

恵みの森づくり事業（郡上市明宝） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑩ 子どもたちの未来の森づくり事業 

     小・中学生の森の遊びや森林環境教育のフィールドとしての地域のシンボルと

なる森づくりを行う団体に助成した。    

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

吉田地域活性

化委員会 

 

恵那市明智

町吉田地内 

閉校してもみんな

の森はみんなで守

ろうプロジェクト 

・「すわがね」の森林整備 

・ウォーキング大会、ツリークラ

イミング等のイベントの実施 

 

 

 （２）選奨・表彰・コンクール等事業 

   ① 緑化功労者会長表彰 

     平成３０年度に選考した緑化功労者（１名、２団体）の方々を６月７日の第８回

定時総会席上において、当委員会会長から表彰状を授与した。 

     ・緑化功労者会長表彰者 

氏  名 市町村 表  彰  理  由 

岡田  衛 海津市 
財産区管理員として、城南中学校学校林保全活動に

貢献するとともに、みどりの少年団の育成に尽力。 

郡上 

漁業協同組合 
郡上市 

平成２２年から郡上市内の森林に広葉樹植栽を継続

中。H30 までに 9.22ha,17,920 本を植栽。 

川上まちづくり

推進協議会 
中津川市 

夕森公園へもみじ等の植栽を続け、イベントや環境

美化運動を通じて活力ある地域づくりに貢献。 

 

 

 

 

 

 

完成式典（羽島中学校） 

 

ツゲの植栽（羽島中学校） 

緑化功労者会長表彰（第８回定時総会） 



 

 

 

 

 

   ② 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、３３１点の応募の中から、優秀作

品１０点を公益社団法人国土緑化推進機構へ推薦したところ、次の作品が入選し

た。 

 

  そだてよう ゆたかなみどり みらいへと 

   岐阜大学教育学部附属小学校 １年 若原 由梨乃さん 

 

 

 

令和元年度優秀作品 

NO 標     語 氏 名 学 校 名 
学

年 

1 そだてよう ゆたかなみどり みらいへと 若原 由梨乃 岐大附属小学校 １ 

2 育てよう 緑あふれる ぼくらの未来 近藤 地晃 羽島市立福寿小学校 ４ 

3 つくろうよ 緑いっぱい 豊かな自然 古川 怜奈 海津市立城山小学校 ３ 

4 未来へと そだて広がれ ちきゅうのみどり 河合 隼大 海津市立石津小学校 ２ 

5 とどけよう みらいへつなぐ 緑のばとん 富永 結愛 海津市立石津小学校 ４ 

6 あなたの手 緑を育む 大事な手 江口 翔星 海津市立石津小学校 ５ 

7 守ろうよ 緑はみんなの 宝物 加藤 希々叶 海津市立石津小学校 ５ 

8 小さな芽 豊かな森林 未来へつなげ 伊藤 光伶 海津市立石津小学校 ６ 

9 種植えて 緑を広げる 世界地図 中村  椿 可児市立東可児中学校 ２ 

10 君の手で 大きな緑 広がる未来 熊﨑 朔良 下呂市立宮田小学校 ４ 

（敬称略） 

 

 

   ③ 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。 

  

賞状伝達（岐大附属小学校） 



 

 

 

 

Ⅱ 緑の募金事業（公益目的事業２） 

 

≪緑の募金活動と結果≫ 

 令和元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、 

「緑の募金で進めようＳＤＧｓ」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１９６千円余、街頭募金が２１２千円余、企業募金が５９９千

円余、学校募金が４千円余と、それぞれ増加したことから、募金総額は５４，４５３千円余

と、前年度に比べ９１０千円余の増加となった。 

 募金の種類別の割合は、家庭募金８４％、企業募金９％、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 ４月６日 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

≪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・

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 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) 

≪実のなる木植栽地の下刈り、獣害防止カ

バーの設置等≫ 

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 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 

虎渓山里山づくり 多治見市虎渓山町 

≪親子の間伐体験、記念植樹等≫ 

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  

≪作業道補修、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・ 

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・

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≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校環境緑化公募事業 

学校環境の緑化通じて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 

岐阜市立長森西小学校 
岐阜市北一色５丁目 

長森西小学校構内 

学校敷地内のサクラの樹勢回復 

ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｸﾀｰのお話を聞く会 

組合立養基小学校 
揖斐郡池田町田中 

養基小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定 

間伐体験、雨水実験など 

中津川市立下野小学校 
中津川市下野 

下野小学校構内 

学校敷地内のアカマツ樹幹注入 

間伐体験、現場見学など 

下呂市立中原小学校 
下呂市焼石 

中原小学校構内 

学校敷地内の樹木剪定と植栽 

森林の働きや林業の仕事など 

 

小学６年生の卒業記念植樹（中津川市福岡町） 

の状況 

小学１年生の入学記念植樹（中津川市付知町） 

 

の状況 

徳山ダムコア山植栽地下刈り（揖斐川町） 

 

里山林の整備（岐阜市） 



 

 

 

 

 （３）緑の空間利活用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、学校林等の緑の空間を利活用した森

林環境教育を推進する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 

海津市立城南中学校 

海津市南濃町駒野奥条

入会 

城南中学校学校林 

学校林での間伐等の体験 

森林の働き、学校林の歴史、のこ

ぎりの使い方の学習 

かえるっこくらぶ 

郡上市大和町大間見 

大和ふれあいの家グ

ラウンド等 

プレーパーク活動 

山での遊び、木工、アウトドアク

ッキングなど 

 

 

 

 

 

 

  

城南中学校学校林保全活動（海津市南濃町） 

かえるっこくらぶの活動（郡上市大和町） 

 

本巣林研クラブの活動（本巣市神海 外山小学校） 



 

 

 

 

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６６団体（４，９１７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 「岐阜県みどりの少年団活動発表大会」を令和２年１月１８日に開催し、６団

が発表し、東白川中学校緑化少年団が最優秀賞に選ばれ、令和２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。 

 

   ② 第４４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た。 

      日 時  令和元年８月７日（月）～９日（水） 

      場 所  三重県熊野市金山町１５７７ 

            三重県立熊野少年自然の家 

      参加者  ９５名（引率者を含む） 

            愛知県２２名 三重県２８名 岐阜県４５名（３団） 

      内 容  交流会、野外炊飯、関所ハイキング、那智黒石文鎮作り、クッブ体

験、キャンプファイヤー、交流会など 

 

 

ウォークラリー クッブ体験 

キャンプファイヤー 夕食づくり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

1,000 部 1,000 部 352,995 部 

 

 

 

② 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、「木の実でクリスマスリースを作ろ

う‼」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  令和元年１１月３０日（土） 

      場 所  岐阜市下鵜飼１丁目 岐阜市西部コミュニティーセンター 

参加者全員で記念撮影（三重県立熊野少年自然の家） 



 

 

 

 

      参加者  ５０名 

      内 容  〇座学：木の実の勉強会 

           〇実習：木の実などを使用したクリスマスリースづくり 

            講師：特定非営利活動法人ふれいあいの森自然学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 木材利用普及啓発親子木工教室 

 

    森林の大切さ、木材の良さをＰＲするとともに、木材の利用促進を図るため、岐阜

県木材利用推進協議会と連携して、子どもたちを対象に親子木工教室を開催した。 

     開催時期  令和元年７月～１１月 

     場  所  岐阜市、揖斐川町、関市洞戸、土岐市、中津川市阿木、中津川市川上 

     参 加 者  ３７５名 

 

 

 

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、緑の募金箱、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 募金箱 募金ﾁﾗｼ 募金ﾎﾟｽﾀｰ 

568,500 本 2,400 個 3,000 枚 8 個 188,000 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 

親子でリースづくり 

の状況 

参加者全員で記念撮影（岐阜市） 



 

 

 

 

      「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 

       開催日  令和２年２月１４日（金）    

       場 所  岐阜市 じゅうろくプラザ 

       出席者  本人９名、代理１名 

       議 題  第１号 令和元年緑の募金実績と令和元年度事業について 

            第２号 令和２年緑の募金計画と令和２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の予定。 

       開催日  令和２年２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  ４５名 

       議 題  ① 令和元年緑の募金実績と令和元年度事業について 

            ② 令和２年緑の募金計画と令和２年度事業について 

            ③ 令和２年緑の募金実施要領について 

            ④ 令和２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３１年４月２５日（木） 

       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 

 

 

運営協議会（じゅうろくプラザ） 支部事務担当者会議（テクノプラザ） 



 

 

 

 

   ② 緑の募金推進活動 

    ア マスメディアを通した広報活動 

      ４月にぎふチャンテレビ（岐阜放送）を通じて緑の募金啓発活動を行い、テレ

ビニュース番組に出演し、緑の募金を呼びかけた。 

      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、その都度新聞掲載を依頼するとと

もに、当委員会ホームページへ登載した。 

 

    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月にぎふ清流文化プラザ等で開

催された「山の日フェスタぎふ２０１９」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。 

      また、株式会社平和堂から、県内の店舗での有料レジ袋の収益の一部を緑の募

金として寄附していただけることになった。 

 

    ウ 品物による緑の募金 

      ＴＭコミュニケーションサービス株式会社が主宰する「お宝エイド」に参加し、

品物による緑の募金に取り組み、６品目 １３，０５０円の実績があった。 

 

    エ 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）をいただいた方々に対し、令和元

年６月７日の第８回定時総会の席上で、会長から次の方々に感謝状を贈呈した。 

 

 

 

 

 

 

 

㈱平和堂から緑の募金目録の贈呈 団体からの募金（岐阜中央ライオンズクラブ） 



 

 

 

 

緑の募金高額寄附者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、学校募金 

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（ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ,ﾔﾏｱｼﾞｻｲ,ﾄｻﾐｽﾞ

ｷ,ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 160 本）春募金用苗木（ﾊﾅﾓﾓ 100 本）わが

家のシンボルツリー事業助成、木製ベンチ 3 基等 

 

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 幼稚園等、小学校、自治会施設等の緑化・花飾り等１６箇所 

ダイドードリンコ株式会社 大阪市 

西武管商株式会社 岐阜市 

西濃緑化推進協議会 大垣市 

株式会社ファミリーストアさとう 高山市 

緑の募金感謝状贈呈 

の状況 



 

 

 

 

 

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 日本ラインうぬまの森整備事業（間伐・枯損木除去

1.85ha、病害虫防除）、尾崎南自治会等周辺森林整備

助成、長山林道整備 

緑化推進事業 植樹祭等行事 令和元年記念植樹（ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 24,ｳﾒ 2,ｻｸﾗ 1,ﾓﾐｼﾞ１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 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 自治会苗木配布（ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾂﾂｼﾞ,ﾓﾐｼﾞ等 75 本） 

ふるさと栗まつり苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ等 210 本） 

はじかみ林道ｳｫｰｷﾝｸﾞ苗木配布（ｻｸﾗﾝﾎﾞ,ﾓﾐｼﾞ 133 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（生津スポーツ公園 ｹﾔｷ１本、中ふれ

あい広場ｻｸﾗ 1 本、小簾紅園ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 5 本,ﾌｼﾞ 1 本） 

 

 

本巣市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金 

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 

350 ｾｯﾄ 

緑化の普及啓発 木製ベンチを市内の公共施設に設置５基 

 

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 伏屋獅子舞会館前街路樹整備（ｻﾙｽﾍﾞﾘ 5 本） 

 

笠松町緑の募金委員会 

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 中川町内道路への補植（ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 14 株） 

緑化の普及啓発 町民バス停ベンチの更新７基 

 



 

 

 

 

北方町緑の募金会計 

緑の募金活動 家庭募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 清流通植栽植替（ﾔﾏﾎﾞｳｼ 14 本）清流公園植栽（同３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 公園樹木植栽（ﾊﾅﾓﾓ 45 本）公共施設植替（ﾎﾞｯｸｽｳｯ

ﾄﾞ 180 本）街路樹植栽（ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 198、ﾔﾏﾎﾞｳｼ 3 本） 

街路樹植替（ﾊﾏﾋｻｶｷ 20,ｻﾂｽﾍﾞﾘ 6 本） 

植樹祭等行事 花と緑のふれあい展助成（大垣公園） 

赤坂東藤まつり助成（赤坂スポーツ公園） 

 

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 町内各公共施設苗木配布（ｻｸﾗ 58 本） 

植樹祭等行事 令和改元記念植樹（ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ 10 本） 

緑化の普及啓発 新入学児童へ町の木「ツゲ」配布（ｷﾝﾒﾂｹﾞ 226 本） 

 

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（ｿﾒｲﾖｼﾉ 30 本） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設等へ緑化木購入配布（ﾓﾐｼﾞ 37,ﾊﾅﾉｷ 5,ｻﾂｷ 22,

ｻｸﾗ 60,ｹﾔｷ 15,ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 10,ﾊﾅﾐｽﾞｷ 2 本） 

みどりの少年団

育成 

大滝みどりの少年団活動助成（林業教室、地域活動

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 緑化の普及啓発 関ヶ原合戦祭り苗木配布（ｷﾝﾓｸｾｲ 100,ｷﾝﾊﾞｲｶ 100本） 

緑化関係図書購入配布（学校 18, 図書館 13 冊） 

 

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 輪中堤桜植栽（ｿﾒｲﾖｼﾉ 10 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 本戸地内アジサイ植栽（30 本) 

緑化の普及啓発 第１１回あじさいまつり苗木配布（アジサイ 120 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、その他 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 木製ベンチ設置（安八百梅園４基） 

 

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 

緑化推進事業 公共施設の緑化 月見の森植栽（アジサイ 40 本） 

みどりの少年団

育成 

海津市みどりの少年団育成 

 

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 

緑化推進事業 植樹祭等行事 第６９回揖斐緑と水のまつり（霞間ヶ谷花畑前） 

 

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 市内 5 自治会へ苗木配布（ﾂﾂｼﾞ 50 ｻｶｷ 15 ｻﾂｷ 45 ｼ

ｲ 10 ｺﾅﾗ 5 ｷﾝﾓｸｾｲ 2 本）、環境ﾌｪｱ苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞ

ﾘｰ 200 本）板取ｱｼﾞｻｲまつり（ｱｼﾞｻｲ 70 本）、市内小

学校へ樹名板配布（木のｻﾝﾌﾟﾙ 7 基）、木製ﾍﾞﾝﾁ 2 基 

 

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 緑化の普及啓発 市内 11 自治会へ緑化啓発苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 568 ｲ

ﾁｼﾞｸ 70 ﾕｽﾞ 10 ﾓﾐｼﾞ 40 ﾐｶﾝ 40 ﾔｴｻﾞｸﾗ 30, ﾊﾅﾓﾓ 20 

ｱｼﾞｻｲ 20 ﾊｷﾞ 3 ｸﾘ 2 その他 18 本）、助右ヱ門サもみ

じ苗木配布（ﾓﾐｼﾞ 10 本）、保育園桜植栽（ｿﾒｲﾖｼﾉ 6

本） 



 

 

 

 

 

郡上市緑化推進委員会 

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 

 

西安久田地区植樹（ｻｸﾗ 10 ｻｶｷ 3 本）短歌交流園植

樹（ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ生垣 36m）ぼたん園植栽（ﾎﾞﾀﾝ 60 本）

やまと温泉（ｻｸﾗ 5 ﾓﾐｼﾞ 5 本）城山公園等へ広葉樹

植栽 

みどりの少年団

育成 

市内みどりの少年団５団活動助成 

緑化の普及啓発 割箸（2 膳 2000 ５膳 1000 ｾｯﾄ）積み木 5 ｾｯﾄ等 

 

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 自治会苗木配布（ｱｼﾞｻｲ 100 ｻｸﾗ等 12 本） 

緑化の普及啓発 間伐材のベンチ自治会管理公園へ設置３基 

 

富加町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 町６５周年記念植樹 役場前（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 1 本） 

公共施設周辺に花の植え込み（花苗 100） 

 

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 間伐材ベンチ設置２基 

町内３こども園児木工教室開催（ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ 92 ｾｯﾄ） 

 

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 七宗ふる里まつり苗木配布（ﾌﾞﾘｰﾍﾞﾘｰ等果樹 133 本） 

 

八百津町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 産業文化祭苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 200 本)及び冊子配布

（40 冊）、錦津小・篠島小交流会で冊子配布(40 冊） 

 



 

 

 

 

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 黒川小・箱岩山登山道整備、佐見中学校周辺整備、 

美濃白川どんぐり会植樹（広葉樹 250 本等） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 白川北小学校周辺剪定整備 

緑化の普及啓発 黒川中学校（ｼｲﾀｹ菌打）里山守研究所（ｼｲﾀｹ菌打） 

 

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 

森林整備事業 村有林整備用ﾉｺｷﾞﾘ替刃 44 本 

緑化推進事業 公共施設の緑化 母樹林公園樹木植栽事業（ﾋﾉｷ 55 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（村有林

での体験学習支援 五木のしおり 15 個配布） 

 

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 山之上町内森林整備（竹伐採・集積）伊深町内森林整

備（危険木伐採） 

緑化推進事業 植樹祭等行事 蜂屋町大洞地区植樹用苗木（ﾊﾅﾓﾓ 10 ｽﾓﾓ、ｻﾝｺﾞﾓﾐｼﾞ、

ﾓｸﾚﾝ、ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ、ﾏﾙﾊﾞﾉｷ、ﾓﾐｼﾞ、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ各 5 本）） 

みどりの少年団

育成 

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞ、こどもの庭、大洞里山整備

隊活動助成 

緑化の普及啓発 市民まつり・ふるさとまつり木工教室（里山公園） 

ｱﾍﾞﾏｷﾒﾀﾞﾙ 20 個、熊よけ鈴 4 個、木のﾌﾞﾛｯｸ 1 個 

その他 市内の森林環境教育実施団体へ活動助成 

 

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 

 

木曽川左岸遊歩道竹林整備、南帷子小学校わんぱく

山整備、旭小学校えがおの森整備、里山若葉周辺緑

化木植栽（ﾓﾐｼﾞ 10 ﾂﾂｼﾞ 80 本） 

緑化の普及啓発 可児市環境フェスタ苗木配布（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼ、ﾆｼｷｷﾞ、ﾏﾕﾐ

各 100 本）、里山の日に我田の森で苗木配布（ﾄﾞｳﾀﾞ

ﾝﾂﾂｼﾞ 25 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 四季の家に木製合板テーブル 1 基・ベンチ 2 基設置 

南山公園テニスコート木製ベンチ 2 基設置 

緑化の普及啓発 町内募金者へ苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 209 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 脇之島小（ﾅﾂﾒｸﾞ 10）梅平団地（ﾊﾅﾐｽﾞｷ等 13 本）植栽 

 

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 柿野地区白鳥神社（ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ 6 本）白鳥町内会（ｿﾒｲ

ﾖｼﾉ 10 本）泉が丘自然を守る会（ｻｸﾗ 5 本）泉町大富

区（ｿﾒｲﾖｼﾉ 40 ﾓﾐｼﾞ 10 本）に苗木支給 

緑化の普及啓発 鶴里町鶴岡山登山道（間伐材ﾍﾞﾝﾁ 9 基） 

曽木町曽良山登山道（間伐材ﾍﾞﾝﾁ 6 基） 

 

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 恵那・御嵩線沿線（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 25 本）奥名地区（ｻｸﾗ 15

本）戸狩・半原線沿線（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 20 本）一日市場館

跡（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼ 5 本）明世小学校（ｻﾂｷ 15 本） 

植樹祭等行事 小里川ダム里山教室イベント費用助成 

緑化の普及啓発 市農業祭苗木配布（ｲﾜﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ、ﾔﾏﾎﾞｳｼ各 200 本） 

 

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市内自治会等へ配布（市

内全域 543 本） 

みどりの少年団

育成 

みどりの少年団活動助成（中野方、長島、東野、山岡、

明智、上矢作小学校、串原、上矢作中学校） 

 

 



 

 

 

 

 

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 蛭川地区市有林の整備に助成 

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・園卒

業記念、椿街道）、道の駅賤母施肥管理、坂下小学校・

中学校緑化活動助成、加子母むらづくり協議会緑化

助成、付知町区長会花木植栽助成、付知町優良材生

産研究会苗木配布助成、福岡中学校校内整備等助成 

植樹祭等行事 第６８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（苗木、神坂小学校、落合

中学校） 

緑化の普及啓発 市内幼稚園・保育園へレンガ積み木 31 箱配布、中津

川山の日イベント木工教室等開催、木製箸 200 膳 

 

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 

緑化推進事業 公共施設の緑化 萩原町内連坂峠登り口ほか植栽（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 20 本） 

阿多野谷沿い（ﾔﾅｷﾞ 9 本）植栽、馬瀬堀之内地区（ｿ

ﾒｲﾖｼﾉ 6 本 ｻﾂｷ 87 本）植栽 

植樹祭等行事 四美の里けんこう収穫祭（親子木工教室助成） 

みどりの少年団

育成 

小坂中学校森林体験学習助成、かなやまこども園（ツ

リーハウス設置）、宮田小学校樹木剪定 

緑化の普及啓発 下呂支部長表彰状作成（桧製 5 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 丹生川町癒しの森公園植樹（ｻﾂｷ 100 本等）朝日町樹

勢回復（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 2 本）タルマ親水公園植栽（ｱｼﾞｻｲ

50 本等） 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 松倉山市民ハイキング苗木配布（ｼｬｸﾅｹﾞ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、

ｱｻｶﾞｵ各 100 本）、スギ鉛筆作成（2 本 500 袋、6 本

6,500 袋）ヒノキコースター作成（1,000 枚）間伐材

割箸作成（1 膳 9,000  3 膳 6,000 5 膳 500 袋） 

 



 

 

 

 

 

 

飛騨市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、企業募金 

森林整備事業 高野千本桜夢公園整備（管理作業道 115m 整備） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 第 41 回みどりの祭り会場整備（山之村小学校） 

植樹祭等行事 高野森の子会記念植樹（スキー場跡地ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2 本） 

緑化の普及啓発 第 15 回飛騨市農業祭りで木育教室開催 

 

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 白川郷学園木製校舎案内板作成 

 

 

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  ２１３万円（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、ボランティ

ア緑化活動への協力、みどりの少年団の育成及びその指導者の育成確保、学校・公園等の緑

化推進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）森林や緑化関係イベントへの後援 

   県や市町村（支部）が行う県民や市民を対象とする植樹祭、シンポジウムなど、森林

や緑化推進に関するイベントを後援し、森林を守り育てることの意義をＰＲした。 

 

① 「第１５回森のようちえん全国フォーラム in ぎふ」への協力 

全国の「森のようちえん」活動に取り組んでいる団体が一堂に会し、森での遊び

や育ちについて、考え、交流する催しに協力した。 

     開催日：令和元年１１月２～４日 

     場 所：岐阜県立森林文化アカデミー 

 

 

 

（２）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する。 

     該当なし。 

 

 

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、少年団の育成と交流

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。 

森のようちえん全国交流フォーラム（美濃市：森林文化アカデミー） 



 

 

 

 

      開催日  令和２年１月１８日（土） 

      場 所  各務原市 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 

      参加者  少年団 ６団  ９０名（引率者、一般参加者を含む） 

      参加団  海津市みどりの少年団（海津市）、北方小学校みどりの少年団、谷

汲小学校みどりの少年団（揖斐川町）上原小学校みどりの少年団

（下呂市）、東白川中学校緑化少年団（東白川村）、海津市立城南中

学校（海津市） 

      内 容  活動発表、博物館見学など 

審査の結果、東白川中学校緑化少年団が最優秀となり、優良少年団として公益社

団法人国土緑化推進機構へ推薦することとした。 

 

 

 

 

 

  ② 全国緑の少年団活動発表大会 

     第４３回全国育樹祭の併催行事として、全国から選ばれた緑の少年団による活

動発表大会に、北方小学校みどりの少年団（揖斐川町）がみどりの奨励賞に選ばれ、

活動発表を行った。 

      開催日  令和元年１２月１４日（土） 

      場 所  沖縄県那覇市 パレット市民劇場 

      参加者  発表少年団 ６団 

      内 容  活動発表の他、緑の少年団交流集会に参加。 

           翌１５日の全国育樹祭では、全国育樹祭大会会長賞を受賞し、沖縄

県の緑の少年団からみどりの贈呈（ガジュマルの苗木１本）を受け

た。 

みどりの少年団活動発表大会（各務原市 航空宇宙博物館 シアタールーム） 

） 

の状況 

東白川中学校緑化少年団の発表 
発表した６団の表彰 



 

 

 

 

 

 

 

（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実績（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」（令和元年年１２月５

～６日 東京都千代田区）へ関係者１名を参加させた。 

 

 

 

 ３ 学校、公園等の緑化推進と緑化木の提供 

 （１）公共施設等緑化推進事業 

    学習環境や生活環境の向上のため、学校や公園などの公共的な施設において、緑化

木の植栽や整備、木製ベンチの設置などを行った。 

 

支部 内     容 数量 

岐阜市 ながら川ふれあいの森に木製テーブルを設置 １基 

揖斐郡 池田町の公園に木製ベンチを設置 ２基 

御嵩町 町内公園に木製ベンチを設置 ２基 

下呂市 宮田小学校の校内の樹木の剪定等 一式 

 

  

北方小学校みどりの少年団の発表 発表した全国のみどりの少年団（６団） 



 

 

 

 

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（第１回理事会及び第８回定時総会で報告済み） 

    平成３０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

書類に関する監査並びに監査報告書の作成を行った。 

    開催日  平成３１年４月２４日（水） 

    場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

 

（２）理事会 

   ①令和元年度第 1 回通常理事会 

    令和元年度第１回通常理事会を開催した。 

     開催日 令和元年５月１０日（金） 

     場 所 岐阜市 ぎふ森林文化センター 

     出席者 理事現在数１６名 出席１４名 欠席２名 

         監事現在数 ３名 出席 ３名  

     議 案 第１号議案 平成３０年度事業報告の承認について 

         第２号議案 平成３０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 令和元年度事業計画並びに収支予算書の変更の承認 

について 

         第４号議案 理事の辞任に伴う理事候補者の選出について 

         第５号議案 新元号の制定に伴う諸規程の改正について 

         第６号議案 第８回定時総会に附議すべき事項の決定について 

         第７号議案 第８回定時総会の招集について 

     決 議 第１号議案～第７号議案について、原案のとおり承認された。 

     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 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条 

第２項関係） 

 

   ②令和元年度第２回通常理事会 

    令和元年度第２回通常理事会を開催した。 

     開催日 令和２年２月２０日（木） 

     場 所 岐阜市 ぎふ森林文化センター 



 

 

 

 

     出席者 理事現在数１９名 出席１２名 欠席７名 

         監事現在数 ３名 出席 ２名 欠席１名 

     議 案 第１号議案 令和２年度事業計画並びに収支予算の承認について 

     決 議 第１号議案について、原案のとおり承認された。 

     報告事項 第１号 職務の執行状況の報告 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条 

第２項関係） 

 

 （３）第８回定時総会 

    第８回定時総会を開催した。 

     開催日  令和元年６月７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 ６３個（委任状

によるものを含む） 

     議 題 

  第１号議案 平成３０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 

  第３号議案 入会及び退会規程の改正について 

決 議 

 第１号議案～第３号議案について、原案のとおり可決された。 

報告事項  

  第１号 平成３０年度事業報告について 

  第２号 令和元年度事業計画及び収支予算について 

  第３号 令和元年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 


