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報告事項 

 第１号 令和２年度事業報告について 

 

〇 令和２年度事業報告 

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 

 令和２年度は、公益目的事業の適正な実施、情報の適正な開示、本部支部の情報共有など、

円滑な組織運営に努めたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画した事業や行事

が実施できないなど、事業の実施などに大きな影響があった。特に、一般参加者向けのイベ

ントや緑化のＰＲ活動、参加者を募集して開催する森林づくり活動などについては、中止や

規模縮小を余儀なくされた。「みどりの少年団」活動についても、小中学校が長期間休校と

なり、感染症防止対策への対応も加わり、活動に大きな影響を受けた。 

こうした中、「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、５３，３４０，８５０円とな

り、街頭募金がほとんど実施出来なかったことから前年に比べ１，１１２千円の減少となっ

たものの、関係者や募金者の協力により、一定の募金額は確保できたものと思われる。 

また、Ｗｅｂを利用した植木の配布やみどりの少年団活動発表における動画審査など、新

型コロナウイルスの影響下にあるものの実施方法の工夫により行事の実施が可能となった

ものもあらわれるなど、新型コロナウイルスの影響を前提に新たな動きを模索した１年で

あった。 

 

 

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ＷＥＥＫ２０２０」を開催したが、規模を縮小してパネル展示等

とした。 

      日  時  令和２年８月２日（日） 

～１０日（月、祝日） 

      場  所  ＪＲ岐阜駅アクティブＧ 

      参加人員  ４４０人 

 

 ぎふ木育 WEEK２０２０ パネル展示 



 

 

 

 

   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２０２０」の開催を計画したが、中止した。 

 

 

   ③ 植木祭り事業 

     県下５地域で予定したが、２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 

下呂市みどり

の祭り実行委

員会 

市内の子ども

保育施設等 

令和２年 

５月２２日 

ミツバツツジ    １０ 

ブルーベリー    １６ 

ライラック      ２ 

花と緑のふれ

あい展実行委

員会 

丸の内公園 

「ｵﾝﾗｲﾝ de 花と

緑のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」 

令和２年 

１１月２４日 

～２７日 

ハナミズキ    ３００ 

 

２団体 ２箇所   合  計     ３２８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

観察会を計画したが、中止した。 

 

 

   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 作成（購入）部数 

みどりの少年団活動手帳「桜を観察しよう」 ３，６００部 

木育読本「ぎふ木育ガイドブック」 １，０８８部 

植木の配布（大垣市丸の内公園） 



 

 

 

 

 

   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 

山いきさの会 郡上市八幡町 

初納地内 ０．５ha 

・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２００本を植栽 

白山長滝公園地

域活性化協議会 

郡上市白鳥町

長滝 ― 

・長良川あゆパークを訪れる人

に和らぎを感じてもらうた

ま、ケヤキ２本を植栽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

城南中学校学校保

全林育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

学校林の歴史や保全活動、間伐 

作業についての学習 

 

 

 

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   

 

 

広葉樹の植栽（郡上八幡町初納） 恵みの森づくり事業（郡上市八幡町初納） 



 

 

 

 

 

   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 

海津市立 

下多度小学校 

海津市南濃

町津屋 

学校敷地内の緑化 ・ｷﾝﾓｸｾｲ、ｷﾞﾝﾓｸｾｲの植栽 

・学校内の樹木の剪定等 

中津川市立 

加子母小学校 

中津川市 

加子母 

森林環境教育施設

整備 

・木道、木橋等の設置 

・湿地の保全等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

大野町野区自

治会 

 

大野町大字

野地内 

名勝「金尾滝」周辺

の「森の学び」整備

事業 

・森林整備（抜き伐り１ha、広葉

樹植栽） 

・テーブル・ベンチの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑪ 森の教室 

     幼稚園や保育園児などに森林の役割や大切さを伝えるため、「森の教室・どんぐ

ｷﾝﾓｸｾｲ、ｷﾞﾝﾓｸｾｲの植栽（下多度小学校） 

 

木道の渡り初め（加子母小学校） 

広葉樹の植栽（大野町野区） テーブル・ベンチの作成（野区） 



 

 

 

 

りくんと仲間たち」が保育園等を訪れ、園児たちともに森づくりの一歩となるどん

ぐり蒔きなどの活動を関市内の保育園等で開催を予定したが、中止した。 

 

   ⑫ 天皇陛下ご下賜金記念植樹 

     天皇陛下ご下賜金による記念植樹を実施した。 

    

実施時期 実施場所 植栽樹種 

令和２年１１月１６日 揖斐川町谷汲名礼 

谷汲緑地公園 

ミズメ１本 

天皇陛下のお印の「梓」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）選奨・表彰・コンクール等事業 

   ① 緑化功労者会長表彰 

     令和元年度に選考した緑化功労者（１名、１団体）の方々を６月５日の第９回定

時総会席上において、当委員会会長から表彰状の贈呈を予定したが、できなかった

ので、該当支部長から贈呈した。 

     ・緑化功労者会長表彰者 

氏  名 市町村 表  彰  理  由 

星屋 隆茂 下呂市 
森林造成組合のリーダーとして、森林整備に尽力し、

生産森林組合長も務め、地域林業の発展に貢献 

明宝山里研究会 郡上市 
多年にわたり、せせらぎ街道沿いの森林に景観保持

に配慮した植栽を続け、都市住民との交流にも貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 緑化功労者表彰（下呂市長 星屋さん） 

） 

谷汲緑地公園（揖斐川町） 

（郡上市長 明宝山里研究会） 



 

 

 

 

 

 

   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、１１３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、次の作品が特選に

輝いた。 

ふるさとの かがやく緑 いつまでも 

羽島市立福寿小学校 ３年 登坂
とさか

 颯
はやて

さん 

 

   （令和３年用国土緑化運動ポスターに掲載） 

 

令和２年度優秀作品 

NO 標     語 氏 名 学 校 名 
学

年 

1 ふるさとの かがやく緑 いつまでも 登坂 颯 羽島市立福寿小学校 3 

2 木を植えて 緑の大地 広げよう 赤座 百珂 羽島市立福寿小学校 5 

3 広げよう 緑の世界 ぼくらの未来 髙木 源斗 海津市立石津小学校 5 

4 育てよう 森の緑を 未来へと 浅井 蒼来 海津市立石津小学校 6 

5 未来へと たくそうみどり いつまでも 佐藤 権 海津市立石津小学校 6 

6 そだてよう 緑の大地 未来のために 猪飼 達也 海津市立石津小学校 3 

7 いつまでも ゆたかな緑で かがやく未来 杉下 将基 海津市立石津小学校 3 

8 守りたい 緑あふれる この町を 粥川まひる  郡上市立郡上東中学校 1 

9 とどけよう 緑の大地 未来へと 髙橋 寛生 御嵩町立御嵩小学校 6 

10 育てよう 一つの芽から 緑へと 佐藤 良真 御嵩町立御嵩小学校 6 

（敬称略 学年は令和２年度） 

 

 

   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。 

なお、令和３年用国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクールで、黒岩 涼

風（くろいわ すずか）さん（大垣市立南中学校１年（当時））が中学校の部で特

選に輝き、令和３年用育樹運動ポスターに使用されています。 

  

表彰状伝達（羽島市立福寿小学校） 



 

 

 

 

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２年の緑の募金活動については、「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、学校募金などの取り組みを進めてきたが、春期

は、新型コロナウイルスの感染症拡大の時期と重なり、市町村でのイベントの中止に加え、

４月には国・県の緊急事態宣言が発出され、外出の自粛や人と接触することの回避が求めら

れるなど、街頭募金をはじめ、募金活動に影響を受けた。また、秋期は、状況がやや落ち着

きを見せたことから、企業募金を中心に募金活動を進めた。 

 このため、募金の結果は、企業募金で１４８千円余、職場募金で８４千円余増加したもの

の、家庭募金が２２８千円余、街頭募金が１，０３５千円余、学校募金が８５千円余と、そ

れぞれ減少したことから、募金総額は５３，３４０千円余と、前年度に比べ１，１１２千円

余の減少となった。減少分のほとんどが街頭募金であったが、家庭募金の減少幅が小さく、

企業募金や職場募金が前年を上回ったことは、コロナ渦にあったものの、関係者並びに募金

者の協力が大きかったものと思われる。 

 募金の種類別の割合は、家庭募金８６％、企業募金９％、職場募金４％で、全体の９９％

を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

≪ 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植樹、下刈り、獣害

防止カバーの設置等≫ 

森林整備 明宝山里研究会 郡上市明宝畑佐地内 

≪せせらぎ街道沿いの伐採跡地への植栽≫ 

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 小里川ダム里山教室 瑞浪市陶町小里川ダム湖畔  

≪除間伐、枯損木除去、植栽等≫ 

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≫ 

緑化推進 水源林を守る会 中津川市田瀬地内 

≪下刈り、地元小学生卒業記念植樹等≫ 

緑化推進 貝洞見守り隊 下呂市金山町菅田桐洞地内 

≪集落内の荒廃地に花木を植栽≫ 

森林整備 地域の伝統、文化、歴史

保存会 

高山市丹生川町山口地内 

≪神社に隣接する里山にソヨゴを植栽≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、６

校で実施した。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

羽島市立足近小学校 
羽島市足近町７丁目 

足近小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

木工教室 

羽島市立中央中学校 
羽島市竹鼻町飯柄 

中央中学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

森林の役割などの学習（理科） 

海津市立城山小学校 
海津市南濃町駒野 

城山小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

学校周囲の森林観察など 

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 

下呂市立萩原小学校 
下呂市萩原町萩原 

萩原小学校構内 

学校敷地内に桜を植樹 

下呂の自然や森林の働きなど 

下呂市立萩原南中学校 
下呂市萩原町萩原 

萩原南中学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

下呂の自然や森林の働きなど 

小学６年生の卒業記念植樹（中津川市福岡町） 

の状況 

植樹活動（郡上市明宝畑佐） 

 

の状況 

徳山ダムコア山へ小学生が植栽（揖斐川町） 

 

ヤマボウシの植樹（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、１団体で実施した。 

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、ヒラタケ等の栽培 

丸太伐り体験、地域の自然学習、

ツリークライミング体験等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）みどりの少年団活動促進公募事業 

みどりの少年団を育成し、活動を支援するため、活動計画に基づき実施する事業を公

募により、１団で実施した。 

なお、城山小学校みどりの少年団は、令和２年４月に新規結成された。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

城山小学校 

みどりの少年団 

海津市南濃町駒野 

城山小学校及び周辺 

学校周囲の森林の観察（３年生） 

カキ栽培体験（５年生） 

 

 

 

 

  

外山小学校 自然学習（本巣市） ツリークライミング体験（外山小学校） 

 

樹木新聞づくり（城山小学校３年生） カキの栽培体験（城山小学校５年生） 



 

 

 

 

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６７団体（５，０５０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３年１月に開催する予定であっ

たが、通常の方式では開催できないため、参加を希望するみどりの少年団から発

表の様子を収録した動画を提出してもらい、審査することにした。 

３団が参加し、審査の結果、北方小学校みどりの少年団が最優秀賞に選ばれた。 

 

   ② 第４５回東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリー 

     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令和２年

８月に郡上市内で開催する予定であったが、１年延期することにし、開催場所、内

容等を検討した上で、令和３年度夏期に改めて県内で開催することにした。 

     なお、関係者の打合せ会議については、書面で開催した。 

 

   ③ ボーイスカウト森林環境教育支援事業 

     例年、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ているが、今年度は春期の街頭募金が実

施できなかったため、助成額は大幅に減少した。 

 

   

 （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 348,920 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、令和３年２月に開催するよう準備を

進めたが、実施できずに中止とした。 

 



 

 

 

 

   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の開催を

予定したが、実施できずに中止とした。 

 

   ④ 天皇陛下ご下賜金記念植樹 

     天皇陛下からのご下賜金による記念植樹を実施した。 

      日 時  令和２年１１月１６日（月） 

      場 所  揖斐川町 谷汲緑地公園 

      植樹者  富田揖斐川町長 黒﨑専務理事 

      樹種等  ミズメ（天皇陛下のお印の「梓」）１本 

 

 

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 

573,300 本 2,500 個 3,100 枚 2 個 185,000 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 

      「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  令和３年２月１６日（火）    

       場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

       出席者  委員１２名の内 本人出席９名、代理出席２名、欠席１名 

       議 題  第１号 令和２年緑の募金実績と令和２年度事業について 

            第２号 令和３年緑の募金計画と令和３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令和３年２月２

６日に以下の議題により予定したが、開催できずに中止とし、会議資料を送付し

て質問等に応えた。 

       議 題  ① 令和２年緑の募金実績と令和２年度事業について 



 

 

 

 

            ② 令和３年緑の募金計画と令和３年度事業について 

            ③ 令和３年緑の募金実施要領について 

            ④ 令和３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の開催を令和２年４月３０日に予定したが、開催できず

に中止とし、会議資料を送付し、支部からの質問等に応えた。 

       説明項目 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 

 

    エ 第５４回中部地区緑化推進協議会の開催 

      中部９県の緑化推進委員会及び国土緑化推進機構が集まり、緑化の推進や緑

の募金運動の展開等を協議する会議を令和２年１０月２２日~２３日に岐阜市

内で予定したが、書面による開催とした。 

       協議事項 ① 国土緑推からの説明・連絡事項 

            ② 新型コロナウイルスの緑の募金への影響 

            ③ 新型コロナウイルスの緑化推進活動への影響と対応 

            ④ 各県の新たな取り組みについて 

 

   ② 緑の募金推進活動 

    ア マスメディアを通した広報活動 

      例年、４月にぎふチャンテレビ（岐阜放送）のニュース番組に出演して、緑化

推進委員会の取り組みを紹介しつつ、緑の募金への協力を呼びかけているが、実

施できなかった。 

      一方、岐阜県山林協会が刊行している「森林のたより」には緑化関係記事を、

県猟友会の会報には広告を掲載し、普及啓発に努めた。その他、高額寄附等につ

いては、その都度当委員会ホームページに掲載するとともに、新聞社にも情報提

供した。 

 

    イ 街頭募金、募金協力依頼等の活動 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出自粛や人との接触の回避等

が求められ、街頭募金の会場となるイベントが中止となり、例年４月に開催する

岐阜市の「道三まつり」会場をはじめ、街頭募金はほとんど実施できなかった。 

 

    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、２品目 １２，３２０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、感謝状

を贈呈した。 

      なお、今回は、贈呈式が実施できなかったので、個々に贈ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

緑の募金へ高額の寄附をいただいた方々 所在地 

株式会社平和堂 彦根市 

ダイドードリンコ株式会社 大阪市 

岐阜トヨペット株式会社 岐南町 

西濃緑化推進協議会 大垣市 

緑の募金感謝状贈呈（岐阜トヨペット） 

の状況 

（西濃緑化推進協議会） 

企業からの募金（岐阜トヨペット） 団体からの募金（岐阜中央ライオンズクラブ） 



 

 

 

 

 

岐阜市緑の募金委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 わが家のシンボルツリー事業、木製テーブル１基、

木製ベンチ７基の設置（ながら川ふれあいの森） 

 

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 保育園、小・中学校等 13 団体の緑化、剪定、花飾り等 

 

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 尾崎南自治会等森林整備用資材購入助成 

緑化推進事業 公共施設の緑化 花苗植栽 1,300 本（伊木の森）、 

花苗植栽 10,000 本（蘇原地区遊歩道 1,720m） 

 

山県市緑化推進委員会 

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 城山展望台修繕工事 

緑化の普及啓発 自治会苗木配布 130 本（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10、ｿﾒｲﾖｼﾉ 17、ﾓﾐ

ｼﾞ 10、ｷﾝﾓｸｾｲ 10、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 12、ﾂﾂｼﾞ 70、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 1） 

 

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 公園植樹事業ｸｽﾉｷ 7 本（馬場公園 1、南流公園 3、せ

せらぎ公園 2、穂南公園 1 本） 

 

本巣市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 文殊の森植栽（ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ 50 本） 

みどりの少年団

育成 

木工教室（市内小学校）ペン立てキット 300 個 

 

緑化の普及啓発 木製ベンチ 2 基（真桑幼児園 1、淡墨公園 1）木製テ

ーブル 2 台、イス 8 脚、 

 

 



 

 

 

 

岐南町緑のまち委員会 

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 北一色若宮地線沿道の緑化整備（ﾄﾍﾞﾗ植栽 130 本） 

 

笠松町緑の募金委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 町民バス停木製ベンチの更新 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 清流平和公園植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 3 本 ｸｽﾉｷ 1 本） 

町道 381 号線植栽（ﾀﾌﾞﾉｷ 4 本） 

 

大垣市緑化推進委員会 

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 街路樹等補修事業 3 箇所（ﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞ 211､ﾊﾏﾋｻｶｷ

100、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 3､ﾔﾏﾎﾞｳｼ 1､ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 81 本） 

公共施設等補修事業 4 箇所（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 8、ﾊﾅﾓﾓ 25、ﾄﾞ

ｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 60、ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 60 本） 

植樹祭等行事 ｵﾝﾗｲﾝ de 花と緑のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ助成（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 300 本） 

 

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 13 地区へ苗木配布（ｿﾒｲﾖｼﾉ 25､ｼｷｻﾞｸﾗ 20､ﾔﾏｻﾞ

ｸﾗ 3､ｸｻﾓﾐｼﾞ 54、ﾉﾑﾗﾓﾐｼﾞ 200 本） 

植樹祭等行事 養老公園駐車場植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2 本）ﾄ 

緑化の普及啓発 新入学児童へ町の木「ツゲ」200 本を配布 

 

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（ｿﾒｲﾖｼﾉ 10、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂ

ｼﾞ 10、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 4、ｼﾀﾞﾚﾓﾐｼﾞ 8 本、ネット 10 枚） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設・街路へ緑化木を植栽（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 10、ﾔﾏｻﾞ

ｸﾗ 15、ﾓﾐｼﾞ 20、ｳﾒ 2、ﾂﾙﾊﾞﾗ 3、ｱｼﾞｻｲ 5、ﾊﾅﾓﾓ 2、ｿ

ﾒｲﾖｼﾉ 30 本） 

みどりの少年団育成 大滝みどりの少年団活動助成（植樹、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、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 桃配山運動公園樹木剪定 

緑化の普及啓発 緑化関連図書購入 27 冊（関ヶ原ふれあい図書館他） 

 

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 街路樹植栽（ｶﾝﾄﾘｰﾚｯﾄﾞ 3、ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 240 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 本戸地内ｱｼﾞｻｲ植栽（30 本) 

その他の緑化 本戸地内ｱｼﾞｻｲ剪定（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 

緑化推進事業 公共施設の緑化 緑化木植栽（結の郷 ｵﾘｰﾌﾞ 5 本） 

 緑化の普及啓発 木製ベンチの設置（北部公園 2 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、企業募金 

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（ｱｼﾞｻｲ 20 本）、手すり補修 

みどりの少年団

育成 

海津市みどりの少年団助成 

 

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、その他 

緑化推進事業 植樹祭等行事 ﾊﾟﾚｯﾄﾋﾟｱおおの植栽（ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 15 本）、谷汲緑地公園

お印植樹事業（ﾐｽﾞﾒ 2、ｺﾞﾖｳﾂﾂｼﾞ 6、ﾊﾏﾅｽ 6 本） 

池田山植栽（広葉樹 100 本） 

 

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 公共施設の緑化 道の駅平成（ｻﾂｷ 50 本）ﾈｲﾁｬｰﾗﾝﾄﾞかみのほ（ﾓﾐｼﾞ 30

本、獣害対策保護柵）中池公園（ﾂｹﾞ 11 本） 



 

 

 

 

緑化の普及啓発 市内 3 自治会へ苗木配布（ﾓﾐｼﾞ 70  ｻｶｷ 20  ｼｲ 5 

 ｺﾅﾗ 10  ﾊﾅﾓﾓ 20 本）、板取ｱｼﾞｻｲまつり（ｱｼﾞｻｲ 40

本）、市内 7 中学校へ樹名板（42 樹種）配布 

 

美濃市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業  不実施 

 

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 

 

大和洞口自治会（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 7、ﾓﾐｼﾞ、ﾊﾅﾓﾓ 7 本）、ﾌｨ

ｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ（ﾎﾞﾀﾝ 30 本）、八幡初音原地区（ｿﾒｲﾖｼ

ﾉ 20 本）、美並深戸地区（ｻｸﾗ 10、ﾊﾅﾓﾓ 26､ｵﾘｰﾌﾞ 4、

ﾊﾝﾉｷ 100 本）相生寺本地区（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 3、ﾊﾅﾓﾓ 3 本）、

六ﾉ里自治会（ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ 60、ﾓﾐｼﾞ 65 本） 

みどりの少年団

育成 

市内みどりの少年団 6 団の活動助成（相生小、高鷲

中、明宝小、明宝中、小川小、郡上東中） 

緑化の普及啓発 普及啓発用軍手購入 2,000 双（M1,000、L1,000） 

緑化関係図書 299 冊（郡上市図書館） 

 

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 ４自治会へ苗木配布（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2、ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 2 本） 

緑化の普及啓発 ４自治会の公園へ間伐材ベンチを設置 4 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 その他の緑化 作業用具購入（刈込鋏、剪定鋏、軍手） 

 

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 植樹祭等行事 遠見山・南天の滝整備事業（ﾅﾝﾃﾝ植栽 10 本） 

緑化の普及啓発 川辺町役場前に木製ベンチ設置 2 基、町内３こども

園児に木工教室開催（フォトフレーム 90 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 木のおもちゃ 10 セット購入（食材ｾｯﾄ 2、ﾐﾆｷｯﾁﾝ 3、

積み木 2、ひのきｺｰｽﾀｰ 1、魚釣りｾｯﾄ 2） 

 

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 錦津小・篠島小交流会で冊子の配布(40 冊） 

木製ベンチ 8 基（ｷﾘﾝ木曽川水源の森、潮南直売所） 

 

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 美濃白川どんぐり会植樹（広葉樹 100 本） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 白川小学校内環境整備（草刈り、樹木剪定等） 

みどりの少年団

育成 

黒川中学校緑化少年団活動支援（ｼｲﾀｹの菌打 50 本） 

 

その他の緑化 黒川小学校（ｼｲﾀｹの菌打 50 本、花壇整備） 

白川小学校環境学習支援（美濃白川どんぐり会） 

 

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 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（村有林ﾋ

ﾉｷ 180 本植栽、ひのき備林見学（加子母）、退団記念

品 五木のしおり 13 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 危険木伐採（山之上こども園）、枯損木除去（山之上

小学校）、危険木等伐採（蜂屋町広橋地区） 

緑化推進事業 植樹祭等行事 さくらの森用肥料購入（下米田町） 

蜂屋町大洞地区（広葉樹植栽 43 本） 

緑化の普及啓発 木育広場用木のおもちゃ作成、ｱﾍﾞﾏｷ突板作成指導、 

木工教室用ﾌﾞﾛﾜ購入 

その他の緑化 大洞里山整備隊（薪づくり、味噌づくり） 

森林環境教育助成（こどもの庭） 

 



 

 

 

 

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 

 

木曽川渡し場遊歩道竹林整備、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（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 20、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 30、ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

60 本）、薬王寺周辺緑化木植栽（ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ 6、ﾊﾅﾓﾓ 4、

ﾊﾅﾐｽﾞｷ 2、ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 1 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 

森林整備事業 森林整備用草刈ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 4 枚購入 

緑化推進事業 公共施設の緑化 市内公園 2 箇所に木製合板ベンチ 6 基設置 

 

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 笠原梅平団地周辺植栽（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 3、ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 2、ｼﾀﾞ

ﾚﾓﾓ 5、ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ 5 本）支柱 10 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 八王子神社（ﾊﾅﾓﾓ 6 本）柿野地区白鳥神社（ｿﾒｲﾖｼﾉ

5 本）こぶしの里公園（ｿﾒｲﾖｼﾉ 10 本）泉が丘団地中

央緑地（ｼﾀﾞﾚｻｸﾗ 3、ｼﾃﾞｺﾌﾞｼ 7、ﾕｷﾔﾅｷﾞ 5 本）高山城

址（ｼﾀﾞﾚｳﾒ 10、ｼﾀﾞﾚﾊﾅﾓﾓ 16、ｿﾒｲﾖｼﾉ 20 本）泉町大

富山（ｼﾀﾞﾚｻｸﾗ 5、ｿﾒｲﾖｼﾉ 30 本） 

 

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 苗木配布・植栽（小里川ダム湖畔（ﾉﾑﾗﾓﾐｼﾞ 10、ｲﾛﾊ

ﾓﾐｼﾞ 5 本）、土岐町内散策路（ｿﾒｲﾖｼﾉ 10 本）、小里城

址（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 10 本）、支柱 15 本（小里川ダム湖畔）、

標柱（各所） 

植樹祭等行事 日吉町天狗塚の里山教室（貯金箱キット 15 セット） 

緑化の普及啓発 きなぁーた瑞浪来店者へ苗木配布（ﾔﾏﾎﾞｳｼ 400、ｸﾁﾅ

ｼ 200、ﾄｷﾜﾏﾝｻｸ 200 本）） 

間伐材積み木を市内幼稚園へ配布（15 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 

緑化推進事業 公共施設の緑化 市内７地区 12 団体へ緑化木（ﾊﾅﾓﾓ 156、ｻｶｷ 70、ﾄﾞ

ｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 95、ﾓﾐｼﾞ 41、ｻｸﾗ 38、ｱｼﾞｻｲ 10、ｺﾅﾗ 5、ﾂ

ﾊﾞｷ 10 本） 計 425 本を配布 

みどりの少年団

育成 

みどりの少年団活動助成（中野方小、長島小、東野

小、山岡小、明智小、上矢作小、明智中、上矢作中）

8 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 蛭川地区市有林整備助成（蛭川振興会）、 

福岡中学校森林教室（間伐体験）（福岡町林研） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

苗木配布（市内各地区の公共施設へ植栽用、各学校・

園卒業記念植樹用）（ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝ 38、ｻｻﾞﾝｶ 2、ｱｼﾞｻｲ

3、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 1、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 163、ﾊﾅﾓﾓ 226、ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 18、

ﾊﾅﾉｷ 5、ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 60 本 計 516 本）、道の駅賤母施肥

管理、坂下小学校・中学校緑化活動助成、夕森公園下

刈・施肥、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 

みどりの少年団 

育成 

みどりの少年団活動助成（神坂小、落合中） 

緑化の普及啓発 市内幼稚園・保育園へﾚﾝｶﾞ積み木 27 ｾｯﾄを配布 

 

下呂市緑化推進委員会 

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 萩原野上町内（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 20、ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10 本）植栽 

御厩野 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ周辺（ﾖｳｺｳｻﾞｸﾗ 8 本）植栽 

御厩野地区（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 7 本）植栽 

久野川まるかりの里（ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 50、ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ

15、ｼﾗｶｼ 3、ﾔﾏﾎﾞｳｼ 1 本）植栽 

 

高山市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、その他 

森林整備事業 市内八幡町（ｱｼﾞｻｲ、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞの施肥）、 



 

 

 

 

朝日町青屋神明神社・黒川天満神社（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗの樹

勢回復） 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 市内公共施設、観光施設へ間伐材ベンチ 29 基設置 

 

飛騨市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 高野千本桜夢公園整備（管理道整備 延長 37m） 

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（古川ｽｷｰ場跡地ﾔﾏｻﾞｸﾗ 4 本） 

緑化の普及啓発 木のｽﾌﾟｰﾝづくり 7 本（高野千本桜夢公園木育教室）、

飛騨市緑化推進ﾜｰｸｼｮｯﾌ （゚飛騨市図書館：しおり 50・

ｺｰｽﾀｰ 50 枚づくり参加者 26 名、本立てづくり 20 個

参加者 35 名） 

 

白川村緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、学校募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 緑の募金啓発看板作成 

 

 

 

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  １３２万円（緑の募金総額×２％+２５万円） 

 

 注：交付額の算定式は、令和２年度から改定。従来は、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する。 

     該当なし。 

（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 ボランティア緑化活動への協力 

   ボランティア等が行う緑化活動へ協力する。 

     該当なし。 

 

３ 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」を計画したが、

みどりの少年団を集めて開催することができなかったため、発表の様子を収録し

た動画を審査する方式で開催した。 

      開催時期  令和３年１月 

参 加 団  北方小学校みどりの少年団 （揖斐川町） （最優秀賞） 

中野方小学校みどりの少年団（恵 那 市） （優 秀 賞） 

城山小学校みどりの少年団 （海 津 市） （奨 励 賞） 

最優秀賞のみどりの少年団を優良少年団として公益社団法人国土緑化推進機構

へ推薦しているが、北方小学校みどりの少年団が国土緑化推進機構の内規により

推薦できないので、優秀賞の中野方小学校みどりの少年団を推薦することにした。 

 

 

 

 

 

 

 北方小学校みどりの少年団（揖斐川町） 中野方小学校みどりの少年団（恵那市） 



 

 

 

 

  ② 全国緑の少年団活動発表大会 

     東白川中学校緑化少年団がみどりの奨励賞（国土緑化推進機構理事長賞）を受賞

し、第４４回全国育樹祭の併催行事の「全国緑の少年団活動発表大会」に参加でき

ることになったが、開催されなかったため、表彰状を伝達した。 

 

 

 

 

 

 

 

 （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」が令和２年１２月５日 

にＷｅｂにより開催され、３名（本部１名、海津市２名）が参加した。 

 

（４）みどりの少年団の新規結成 

   少年団名：城山小学校みどりの少年団（海津市南濃町） 

   結 成 日：令和２年４月７日 

   団 員 数：９２名（小学３年生４３名 ５年生４９名） 

 

４ 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ベンチを設置 ２基 

羽島市 小熊小学校、正木小学校の校内の樹木の剪定等 ２式 

北方町 清流平和公園にﾔﾏｻﾞｸﾗ１本、ｸｽﾉｷ１本を植栽 ２本 

揖斐郡 池田町大津谷公園の人道橋の手すりの整備 １６本 

 

５ 公共施設等の木造化の普及促進 

    該当なし  

表彰状伝達（東白川中学校緑化少年団） 



 

 

 

 

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 

    令和元年度（平成３１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  令和２年４月２７日（月） 

    場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

    出席者  監事現在数 ３名 出席３名 

 

（２）理事会 

   ①令和２年度第 1 回通常理事会 

    令和２年度第１回通常理事会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条並びに定款第４０

条の規定に基づき、書面により決議の省略による開催とした。 

    決議事項 第１号議案 令和元年度事業報告の承認について 

         第２号議案 令和元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２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 理事の改選に伴う理事候補者の選出について 

         第５号議案 監事の改選に伴う監事候補者の選出について 

         第６号議案 第９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 決議の省略による第９回定時総会の開催について 

    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） 

      なお、報告事項は、定款第２９条第４項の規定により、理事会への報告を省略

できないので、令和２年度第２回通常理事会において報告することとした。 

 

    理事会への提案書を発出した日      令和２年４月２７日 

    理事会の決議があったとみなされた日   令和２年５月１２日 

 

     令和２年５月１２日までに、理事１９名全員から書面により同意の意思表示を

得、監事３名全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律第９６条並びに定款第４０条の規定に基づき、

決議事項を可決する旨の令和２年度第１回通常理事会の決議があったものとみな

された。 



 

 

 

 

 

②令和２年度第 1 回臨時理事会 

    令和２年度第１回臨時理事会については、第９回定時総会での理事の改選により、

代表理事等の選定等のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条

並びに定款第４０条の規定に基づき、書面により決議の省略による開催とした。 

    決議事項 第１号議案 理事長、副理事長、専務理事の選定について 

         第２号議案 副理事長の職務執行順序について 

 

理事会への提案書を発出した日      令和２年６月 ５日 

    理事会の決議があったとみなされた日   令和２年６月１８日 

 

     令和２年６月１８日までに、理事１９名全員から書面により同意の意思表示を

得、監事３名全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律第９６条並びに定款第４０条の規定に基づき、

決議事項を可決する旨の令和２年度第１回臨時理事会の決議があったものとみな

された。 

 

   ③令和２年度第２回通常理事会 

    令和２年度第２回通常理事会を次のとおり開催した。 

     開催日  令和３年２月１９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１９名 出席１６名 欠席３名 

          監事現在数 ３名 出席 ３名 

     議 案  第１号議案 令和３年度事業計画並びに収支予算の承認について 

          第２号議案 一般職員の再雇用に関する規程の制定について 

          第３号議案 一般職員の退職に関する規程の改正について 

          第４号議案 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

の改正について 

          第５号議案 理事会運営規則の改正について 

          第６号議案 支部の廃止と新設について 

          第７号議案 公印取扱規程の改正について 

     決 議  第１号議案から第７号議案まで、原案のとおり可決承認された。 

     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） 

          第２号 一般職員への退職手当の支給について 

 

 （３）第９回定時総会 

    第９回定時総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一般



 

 

 

 

社団法人及び一般財団法人に関する法律第５８条及び第５９条並びに定款第２５条

第３項の規定に基づき、書面により決議の省略による開催とした。 

     決議事項 

  第１号議案 令和元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２号議案 理事の改選について 

  第３号議案 監事の改選について 

報告事項  

  第１号   令和元年度事業報告について 

  第２号   令和２年度事業計画及び収支予算について 

  第３号   令和２年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

第９回定時総会への提案書を発出した日      令和２年５月１３日 

    第９回定時総会の決議があったとみなされた日   令和２年６月 ５日 

 

     令和２年６月５日までに、正会員８０名全員から書面により同意の意思表示を

得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第５８条及び第５９条並

びに定款第２５条第３項の規定に基づき、第９回定時総会において決議事項を可

決する旨の決議があったものとみなされるとともに、報告事項についても報告さ

れたものとみなされた。 

 

 （４）立入検査 

公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律（平成１８年法律第４９号）第

２７条第１項に基づく県の立入検査を受検した。 

     検 査 日   令和２年１０月３０日（金） 

     検査場所   ぎふ森林文化センター 東濃桧ホール 

     検 査 者   恵みの森づくり推進課 ２名  法務・情報公開課 １名 

     検査結果   ・改善を要する事項  特になし 

            ・その他の指摘事項   

財産目録の内容について、使用目的等が詳細に記載されてい

ないので、これを適正に記載すること。 

 

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。 


