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県民運動 

にいがた「緑」の百年物語 



事業報告 

 

当委員会の「にいがた緑の百年物語県民運動」と「緑の募金」の事業推進について、公正、公平、透

明性をもって取り組んだ。取り組むに当たっては、収支相償を財政運営の基本として、会員と緑の募金

の拡大による財源の確保と予算執行の効率化を図り、円滑な組織・事業運営に努めた。本年の事業実施

は、新潟県、市町村等行政機関との連携を図りつつ、企業や緑化団体等広範な県民の協力を得ながら、

以下に掲げる重点事項を中心として、地域組織の活動を推進した。緑の募金の浄財は、協賛企業・団体

と共に、地域の拠点となる協働による森づくり、豪雨災害等の被災地の緑の復興活動、次世代を担う子

どもたちの育成、ボランティア団体の緑化活動等を助成・支援した。また、「にいがた緑の百年物語」

県民運動の一層の推進を図り、これまで理解を得た県民の輪を更に広げ、子供から大人まで世代を超え

た多くの理解を得ながら県民参加の森づくりを推進した。 

 

（令和元年度の重点事項） 

① 組織基盤の確立と地域活動の推進 

② 県民運動と緑の募金の普及啓発及び緑の遺産森づくりの推進 

③ 次世代につなぐ県民参加の森づくりの推進 

④ 心豊かな子供たちの育成とボランティア精神の醸成 

（単位：千円）                                                                                  

  

（１） 会費収入及び会員加入状況について 

企業団体等を対象とした緑の募金活動と連携した法人会員の拡大、地域組織（地域連絡会議等）との

連携による新規会員加入促進と要請活動を実施・展開した。 

 

令和元年度会費目標額 ：１２,５００千円 （平成３０年度実績額:１１,８８０千円） 

会費実績額(３月末現在) ：１１,６６８千円 （ 目標達成率：９３．３%  ） 

   

 表１ 会費収入及び会員加入状況                    （単位：千円、人） 

※平成 25 年度実績を実績目標とする。（資料１:会員・会費収入別内訳）                     

（２）地域活動の推進  

   ・県内全域に設置した地域組織の活動強化を図った。 

  ・地域緑化活動の先導役である地域推進員の活動を支援した。 

 

 予算額（A) 決算額(B) 増減(B－A) 備考 

１ 組織基盤の確立と地域活動の推進 ２，８９０ ２，４２４ △４６６  

 ○緑の守人（会員）拡充強化 ２５０ ２０９ △４１  

○地域活動の推進 ２，６４０ ２，２１５ △４２５  

区分 
会費収入 会員数 備 考 

計画 A 実績 B B-A 計画 A 実績 B B-A  

正会員 9,700 9,190 △510 610 563 △47 

賛助会員 2,800 2,478 △322 515 447 △68 

合計 12,500 11,６68 △832 1,125 1,010 △115 



（単位：千円） 

                                      , 

（１）県民運動の普及啓発 

会報やイベント情報、ホームページなどによる情報発信力を維持・強化し、県民運動の推進と啓発 

活動を実施。 

① 情報の発信 

    ・会報誌：春号（新会報第１５号） 「森とともに生きる 春」 

        ：秋期（ 〃 第１６号） 「森とともに生きる 秋」 を発刊 

・春期イベント情報発行： １７２(１３９)件 

 秋期イベント情報発行： １６０（１４３）件 掲載  ※（  ）は前年度実績 

・メディア（新潟県民エフエム放送「ポルタ」）と連携し、緑化団体の活動情報を発信、併せて

県民運動の啓発と会員募集活動を実施 

・林業情報誌「林業にいがた」の紙面を活用し、ボランティア活動や県民運動の情報を提供 

② 森林セミナーの開催 

・日時・場所：令和元年６月１４日（金）新潟県自治会館講堂 

・講演：「きのこは木のこ？」  

講師：松本則行氏（元新潟県森林研究所参事）  

（２）緑の遺産森づくり植樹活動の開催 

    ・日時：令和元年１１月２日（土）９：００～ 

・場所：胎内市中村浜地内海岸林、参加者２０５人     

（３）地域の森づくりの推進 

県内各地域の地域組織が主体となり、緑の募金事業や国土緑化推進機構の公募事業を活用し、県民

運動の拠点と啓発につながる地域の森づくり事業の実施を支援した。   

（単位：千円） 

 

（１） 緑化活動の推進 

各種団体等の受託事業や緑の募金、寄付金等を原資とした助成事業により、ボランティア団体等の森

林整備活動及び緑化活動支援を実施中。また、企業等からの寄付金(使途限定緑の募金)を受け、企業等

と地域との協働による「企業の森づくり」を推進した。 

 

 予算額(A) 決算額（B) 増減(B－A) 備考 

２ 県民運動及び緑の募金の普及啓発と緑の遺産森づくりの推進 １０，６６０ ５，４７６ △５,１８４  

 ○県民運動及び緑の募金の啓発活動 ２，５６０ ２，４５３ △１０７  

○緑の遺産森づくり及び植樹祭等の開催 ４，６００ １，０３７ △３,５６３  

○地域の森づくり ３，５００ １，９８６ △１,５１４  

 予算額(A) 決算額（B) 増減(B－A) 備考 

３ 次世代につなぐ県民参加の森づくりの推進 ３１，０００ ２１，６３２ △９，３６８  

 ○各種団体からの受託事業等による緑化活動支援 １，３００ ５２３ △７７７  

○寄付金によるにいがた森づくり事業 ５５０ ３６３ △１８７  

○緑の募金による緑化助成事業（一般） ２７，０００ １８，７０２ △８，２９８  

○緑の募金による企業の森づくり（特定） ２，０００ ２，０４４ ４４  

○緑の募金による特定助成事業推進費（特定） １５０ ０ △１５０  



（２）緑化助成事業の実施状況 

事 業  名 事業内容 
令和元 

年度実績 

前年度 

実績 
資料№ 

ゴルファー緑化促進事業 
（公社）ゴルフ緑化促進会交付金による

助成事業 

助成件数 

１件 

助成件数 

１件 
２－１ 

ボランティア保険料助成事業 緑化活動のボランティア保険料を助成 １７件 １９件 ２－１ 

にいがた森づくり事業 
啓発効果の高い森づくり事業   

２件  ２件 ２－５ 

緑百年緑化助成事業小計  ２０件 ２２件  

「緑の募金」森づくり事業 
学校林の整備や地域住民及び緑化団体等

による森づくり活動を助成 
９３件 ９６件 ２－２ 

「緑の募金」記念植樹事業 
集会施設、公園等で地域住民が参加して

行う記念植樹用苗木を助成 
９４件 １０４件 ２－３ 

企業の森づくり事業 
企業協賛募金による企業の森づくり及び

企業協賛の森づくり事業 
５件 ８件 ２－４ 

地域の森づくり事業 
地域組織主体に構成団体と連携し、県民

運動の啓発につながる活動を助成 
６件 ４件 ２－６ 

緑の募金緑化助成事業小計  １９８件 ２１２件  

緑化助成事業 計  ２１８件 ２３４件  

                                                         

（３）緑化助成事業の審査等について 

・緑化助成事業審査会（地域の森づくり事業は除く）の開催状況 

    ４月２６日：第１回審査会（７２件）７月２４日：第２回審査会（１５件） 

 ９月２０日：第３回審査会（ ７件） 

・審査状況 

 申請手続きや書類の不備、目的の妥当性、申請内容（植栽樹種、時期、樹木・資材の価格等） 

を重点に審査し、疑問な点は再確認し、必要な場合は訂正の上で採択。 

  ・現地調査会の実施 

    日時・視察箇所：９月２０日、十日町市の助成箇所を調査 

  参加者：審査会審査員６名及び事務局４名 

    調査内容：現地の状況、樹木の育成環境等   

（単位：千円） 

 

 

（１）緑の募金普及啓発活動の強化 

ステッカーを貼っての街頭募金活動や各種イベントでの募金活動、ポスター・チラシ等の募金資材を

活用したほか、新聞、広報誌等の普及啓発活動により広く県民に対し運動の周知に努めた。 

また、ホームページの活用によるタイムリーな情報発信の強化を図った。 

 予算額(A) 決算額(B) 増減(B－A) 備考 

４心豊かな子供たちの育成とボランティア精神の醸成 １６，０００  １５，１７１ △８２９  

○緑の募金の普及啓発と募金活動の推進 ９，０００ ９，１６７ １６７  

○緑の少年団等の育成支援 ７，０００ ６，００４ △９９６  



①普及啓発活動（褒賞事業） 

   ○緑化功労者表彰 

   ・緑化功労者理事長表彰：いわふね緑の会ほか 3個人 

   ・緑の募金表彰：村上市山北緑の少年団 

           ※地方植樹祭で表彰 

   ○ポスター原画・標語コンクールの実施 

   ・国土緑化運動・育樹運動ポスター原画・標語コンクール表彰 

(原画の部)：優秀賞 上越市立頚城中学校１年 関川
せきがわ

 敦也
あ つ や

ほか奨励賞１０作品 

（標語の部）：優秀賞 妙高市立新井小学校４年 山崎
やまざき

 義生
よ し き

ほか奨励賞９作品       

③ 地方植樹祭等の開催支援 

・「第６０回岩船林業振興祭（村上市山北地区)」（１０月 ６日）  参加者３６０人 

・「第１２回森と緑の感謝祭（上越市中郷地区）」（１０月３０日）  参加者 ２０人 

・「第４７回佐渡地方植樹祭（佐渡市真野地区）」（１０月２０日）  参加者１７０人 

（２）緑の少年団の育成及び緑の学校の支援等  

緑の少年団の結成や活動等の支援及び子供たちを対象とした緑の学校の開催について支援。 

① 緑の少年団の育成 

     緑を愛する心豊かな少年・少女を育てることを目的として結成された緑の少年団の活動を支援。 

② 緑の学校支援  

    県と地域組織が連携して行う次代を担う子供たちを対象とした森林学習の機会の提供を目的に 

開催する「緑の学校」を支援。 

開催実績：５校 ９８名（前年度：１７校 参加人数４６２名）  

（単位：千円） 

 

（３）多様な緑の募金活動の実施 

① 春期募金活動 

春期募金は、家庭募金を柱として、学校募金、職場募金など多様な募金活動を展開。ポスター・チ

ラシ等の募金資材を活用。また、新聞、広報誌等の普及啓発活動により広く県民に対し募金や県民運

動の周知に努めた。 

② 秋期募金活動 

９月１日から始まった秋期「緑の募金」は「緑化活動は継続が力である」との思いのもと、目標額

を１８，０００千円と定め、災害に強い森づくりや拠点となる森づくり、そして子ども達の育成を掲

げ、県民参加の森づくりへの啓発を行った。特に企業・団体等に対してする協力要請と各種イベント

等での募金活動を重点に実施した。    

 

 

 

事 業 名 H30年度実績 R1年度実績 備 考 

結成支援事業 １０７ ０ Ｈ２７年度団員数：５０団体：２，４１７名 

Ｈ２８年度団員数：４９団体：２，２６８名

Ｈ２９年度団員数：４９団体：２，０９４名

Ｈ３０年度団員数：４７団体：２，０７５名 

Ｒ １年度団員数：45団体：２，０６１名 

活動支援事業 ２，９２６ ２，７２８ 

交流集会事業 ３，４５５ ３，０４７ 

緑の学校助成事業 ３９４ ２２８ 

合 計 ６，８８２ ６，００３ 



ア 募金目標額と募金実績 

 

令和元年度緑の募金目標額：７０,０００千円 （平成３０年度実績額：６２,３２２千円） 

令和元年度緑の募金実績額：５６,６２４千円 (対前年実績比９０.９％) 

                     （単位：千円） 

  

 イ 緑の募金状況 

  ・家庭募金は依然として減少傾向（前年比 97.6％）にある。募金額は全国８位にある。 

①  全国の状況 

   ・前年比９８％と前年度を下回る。家庭募金が柱となっているものの、減少傾向。大都市では不振。 

家庭募金推進体制が確立している長野、埼玉、静岡県などの関東中部ブロックや鹿児島、福岡な 

どの九州ブロックの募金は堅調。国推の中央募金は、好調が続いている。 

② 新潟県の状況 

  ・柱の家庭募金は年々減少。特に、新潟市の区制施行を機に実施を取りやめる区が発生したこと 

から、影響が続いている。 

  ・企業の CSRに対する関心の高まりから増加してきた企業募金も、企業の意向や経営を取り巻く

環境等に左右され不安定で、平成２５年度から募金目標額を大きく割り込んでいる。  

③「緑の募金」（春期・秋期）実施状況及び結果について 

・家庭募金を柱に、学校募金、職場募金等の多様な募金活動を展開。ポスター・チラシ等募金資

材の活用、新聞・広報誌等の普及啓発活動により、広く県民に対し運動の周知に努めた。 

・柱である家庭募金は若干低調、企業募金は大幅減。全体で前年実績比９０.９％と減少した。 

・企業募金は企業の思惑や納金する時期により大きく動くなど大変不安定。 

 

（参考：全国の状況） 

・中央募金：一般募金、東日本大震災復興事業使途限定募金を含めた合計約 401百万円（前年 

同期比 103％）。都道府県募金：1,648百万円（対前年同期比 97%）。この結果合計額では 20億 

49百万円（対前年同期比 98％）となっている。   

                                    

（５）国土緑化推進機構事業の活用 

 〇７地区で実施 

  ・森林環境教育促進事業（村上市朝日中学校） ・学校環境緑化モデル事業（村上市あさひさ

くら小学校） ・緑の少年団活動促進事業（関川村緑の少年団） ・子供たちの未来の森づ

くり事業（三条市） ・ゴルファー緑化事業（十日町美人林） ・災害に強い森づくり事業

（胎内市） ・ファンド公募事業（阿賀町）    

 

年 度 家庭募金 
家庭募金

以外計 

内    訳 
募金総額 

学校 職場 企業 街頭 その他 

Ｈ３０実績 41,871 20,451 2,822 4,442 11,968 332 887 62,322 

R 1 実績 40,856 15,768 2,537 3,875 8,063 364 929 56,624 

増減 △1,015 △4,683 △285 △567 △3,905 32 42 △5,698 

前年比％ 97.6 77.1 89.9 87..2 67.4 109.6 104.7 90.9 
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