令和元年度事業報告書
県土の保全はもとより、地球温暖化の防止や生物多様性の保全など、森林や緑
の持つ働きに対する期待と関心が高まりを見せる中、県民のニーズに的確に応え
うる森林づくりや緑豊かな生活環境の整備が求められています。
当委員会では、公益財団法人として、『いしかわ森林・林業・木材産業振興ビ
ジョン 2011』に掲げる「県民参加の森づくりの推進」をめざし、行政・ＮＰＯ等
のボランティア団体・地域住民との様々な形での協働を通じ、多くの県民参加の
もと広範な緑化運動を展開し、豊かな緑と水に恵まれた地域づくりの推進に努め
ました。

Ⅰ

森林･緑化環境の整備及び普及啓発事業報告
１ 石川県からの委託事業
石川県の委託により、森林・林業及び環境緑化に対する県民の理解を深める
ため、次の事業を実施した。

（１）いしかわ緑化推進事業
①

緑化推進事業
令和元年 10 月 5 日(土)～6 日(日)に、県産業展示館で開催の第 41 回石
川の農林漁業まつりにおいて、緑化に関する普及啓発や緑化相談を実施し
た。

②

緑の相談室設置事業
緑の相談室の設置により、県民の緑化に関する相談等の対応に当たった。
緑の相談対応状況
電

話

来所対応
件

370

現地・行事
件

70

資料提供

件
59

計
件

18

517

※主な相談内容
・森林整備（樹木の植樹・手入れ、病害虫）について
・緑化苗木の選定、苗木配布事業、庭木の管理について
・森林ボランティア組織、活動への参加について

件

等

③

フォレストサポーター養成事業
森林ボランティア活動を主体的に推進できる、一定の知識と技術を有す
る人材の養成を目的に、森づくり活動の実技やセミナーを実施した。
また、所定の要件を満たした 10 名をフォレストサポーターに認定・登
録し、平成 12 年度からの当事業による認定者は、330 名となった。
事業実施状況

区分

実施日

内容等

参加者

令和元年 7月20日（土） 開講式、安全な森林作業

9人

令和元年 7月27日（土） 石川の森林現況等

8人

講

令和元年 8月 3日（土） 林業機械の使用、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

4人

義

令和元年 8月31日（土） 樹木の分類、特性

5人

令和元年 9月29日（日） 特用林産（キノコ）

5人

令和元年11月23日（土） 外部講師の講演、修了式

11人

令和元年 9月 7日（土） 植樹地の下刈、不用木除去

5人

令和元年 9月14日（土） 竹林整備(伐倒整理）

7人

令和元年 9月28日（土） 里山の森づくり(植樹、下刈）

10人

令和元年10月19日（土） 植樹地の下刈、剪定

5人

令和元年10月26日（土） 竹林整備(伐倒整理、植樹）

8人

令和元年11月 9日（土） 里山林整備(植樹、竹の伐倒整理）

5人

実
技

（２）いしかわ森林環境実感ツアー事業
手入れ不足人工林の現状やいしかわ森林環境税による間伐を実施した現場
等を県民に見学及び実感していただくツアーを林業試験場及び関係農林総合
事務所等と密接な連携・協力を図りつつ、一般向け 1 回、親子向け 1 回、小
学校向け 6 回、計 8 回企画・開催した。
事業実施状況
①一般向け
実施日
令和元年9月8日(日)

開催地等

参加者

能登町侵入竹整備現場､真脇遺跡縄文館､県木アテ植栽地

34人

②親子向け
実施日
令和元年9月8日(日)

開催地等
小松市間伐現場、大杉木竹炭倶楽部、竹林除去現場

参加者
他

26人

③小学校向け
実施日

開催地等

令和元年11月29日(金) 加賀市立錦城小学校

参加者
69人

加賀市間伐現場～小松市那谷工場～能美市炭窯･里山林
令和元年10月21日(月) 白山市立松陽小学校

57人

プレカット工場～製材工場～白山市利用間伐現場
令和元年10月18日(金) 野々市市立御園小学校

113人

砂防科学館～白山市伐採視察～プレカット工場
令和元年10月25日(金) 津幡町立英田小学校

37人

木育教室～津幡町利用間伐現場～プレカット工場
令和元年10月25日(金) かほく市立金津小学校

34人

木育教室～プレカット工場～津幡町利用間伐現場
令和元年10月 3日(木) 七尾市立天神山小学校
中能登町高性能林業機械伐採現場､資料館～七尾市製材所

70人

（３）いしかわの森づくり推進月間及び県産材利用推進月間事業
10 月を「いしかわの森づくり推進月間」とし、各農林総合事務所等と密
接な連携・協力を図りつつ、この期間を中心に、県内各地で県民協働の森づ
くり大会や木づかい推進大会を企画・開催した。
事業実施状況

２

実施日

開催地等

参加者

令和元年10月20日(日)

白山市小舞子公園 (松林不用木整理､植樹）

令和元年10月27日(日)

小松市憩いの森（保育、木工作等)

112人

令和元年10月27日(日)

内灘町権現森公園（植樹､下刈り）

31人

令和元年10月27日(日)

中能登町碁石が峰原山大池（植樹）

55人

令和元年10月31日(木)

輪島市健康の森（植樹）

53人

38人

能美里山の森整備事業
「キリンの森づくりに関する覚書」（平成 29 年 3 月 31 日）に基づき、能
美市岩本町地内で、次のとおり一般参加者を募って事業を実施した。

３

実施日

令和元年 6 月 22 日(土)

内

下刈り、植樹等

容

1.5ha

参加者：165 人

いろはすの森づくり事業
北陸コカ・コーラボトリング株式会社による環境寄附を活用し、石川県森林

公園の里山林で次のとおり一般参加者を募って事業を実施した。

４

実施日

令和元年 11 月 9 日(土)

内

植樹、竹の伐倒整理

容

0.3ha

参加者：62 人

家電・住宅エコポイント等事業 （石川の森林環境教育活動助成金）
エコポイント事業（環境省等）の環境寄附を原資に、県内の児童・生徒向け

の森林環境教育を進めるための独自の助成制度を設け、次のとおり支援した。
助成先

事業内容等

能美の里山ファン 里山感謝祭(森づくり活動)
倶楽部

（令和元年11月24日）

建匠

夏休み木工教室
（令和元年7月１日～8月30日）

参加者
66人
100人

５

平和の緑づくり事業
県内の小学校等における環境緑化の推進及び緑化に対する意識の啓発を図る

ため、株式会社平和堂が拠出する有料レジ袋収益金による環境寄附を活用し、
環境緑化活動に必要な経費に対し予算の範囲内において助成を実施した。
実施校
○白山市立北陽小学校
季節の花植樹 (コブシ､モクレン､ハナミズキ､サルスベリ､クヌギ､コナラ)
○津幡町立笠野小学校
観察林｢笠野の森｣森林整備､ミカン極早生植栽､しいたけ植菌他

６

国土緑化推進機構からの助成・委託等事業

（１）森づくりボランティア・キャンペーン事業
国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド事業」を活用し、森林ボラン
ティアの育成、強化や普及啓発を通じて、国民参加の森づくり運動を推進す
るため、一般県民を対象とした現地活動等を開催した。
事業実施状況
実

施

日

開

催

地

等

参加者

令和元年 9月 7日（土） 小松市憩いの森（植樹地の下刈、不用木除去）

37人

令和元年 9月14日（土） 金沢市高尾町地内 （ 竹林伐倒整理）

40人

令和元年 9月28日（土） 能美市岩本町地内(里山林植樹、下刈）

43人

令和元年10月19日（土） 輪島市金蔵地内（植樹､不用木整理）

26人

令和元年10月26日（土） 金沢市高尾町地内（竹林伐倒整理、植樹）

47人

令和元年11月 9日（土） 津幡町森林公園(植樹、竹の伐倒整理）

62人

令和元年11月23日（土） 金沢市石川農林会館(講演及びセミナー)

32人

（注）参加者は、併催事業（フォレストサポーター養成事業）の参加者を含む。

（２）学校環境緑化モデル事業
国土緑化推進機構が、学校環境の緑化を通じる青少年環境教育の推進を目
的とした事業の実施希望校の調査、推薦等を行った。
実施校：志賀町立富来小学校（ｻﾂｷ､ｷﾝﾓｸｾｲ､ｱｼﾞｻｲ植樹、花苗植栽 他）
内灘町立向粟崎小学校（抜伐り､枝払い､ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟで花壇整備）

７

各種コンクール及び表彰

（１）国土緑化・育樹運動ポスター原画コンクール
県との共催により原画コンクールの募集を行い、県内の小中高等学校から
応募があった 94 点のうち優秀作品として 12 点を国土緑化推進機構へ推薦し
たところ、中央審査で特選(農林水産大臣賞･国土緑化推進機構会長賞）と入
選の 2 点が受賞した。
・特選(農林水産大臣賞･国土緑化推進機構会長賞）
作品タイトル：「描く､育つ､緑ある未来」
（石川県立工業高等学校１年）
・入選
作品タイトル：「もりがきれいでみんなえがお」
（七尾市立朝日小学校１年）
（２）令和 2 年用国土緑化運動・育樹運動標語
県内の小中学校から応募があった作品 34 点の中から、10 点を国土緑化推
進機構へ推薦したが、中央審査での入選はなかった。

Ⅱ

緑の募金事業報告

１

緑の募金活動

「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」（平成 7 年法律第 88 号）
に基づき、令和元年度においても、「緑の募金でふせごう地球温暖化」をスロ
ーガンとして、春期は 4 月 1 日から 5 月 31 日、秋期は 9 月 1 日から 10 月 31
日を緑の募金期間と定め、募金活動を展開した。
また、募金活動の開始に当たり、4 月 1 日(月)に、金沢市広坂のいしかわ四高
記念公園及び小松市の木場潟公園中央園地において、関係者の絶大なるご協力
を頂きながら『緑の募金出発式』を行った。
なお、募金実績は下表のとおりで、募金総額は、1,616 万円余、対前年度比
98.4％となった。
令和元年度緑の募金種類別実績
（単位：円、％）

区

分

令和元年

平成30年

家庭募金

7,207,081

7,157,256

100.7

街頭募金

1,228,538

1,358,379

90.4

職場募金

2,386,015

2,442,934

97.7

企業募金

4,045,655

4,231,888

95.6

学校募金

983,282

960,714

102.3

篤志募金

313,002

277,260

112.9

16,163,573

16,428,431

98.4

計

２

対前年比

緑の募金事業
緑の募金への貴重な浄財を活用した公募事業を通じて、森林づくりボランテ

ィア団体等の自発的な森林整備、環境緑化活動及び小中高等学校の校内環境緑
化活動並びに次代を担う緑の少年団の学習実践活動に対する助成を実施した。
また、森林ボランティア活動において、より中核的な役割を担う人材を養成
するための「森林ボランティアサポートリーダー養成研修」を実施したほか、
緑の羽根、募金箱等募金資材の購入配布や緑化思想の普及啓発のため、緑化苗
木の配布、募金ＰＲ用チラシの作成等を行った。

令和元年度緑の募金公募事業等一覧
区分

森 林 整 備

団 体 等 名
(公社）石川の森づくり推進協会
石川フォレストサポーター会
白 山 市

宝達山水源の森づくり協会

学校林整備 金沢市立小将町中学校
金沢市立犀生中学校
七尾市立田鶴浜小学校
かほく市立大海小学校
学校環境緑化 加賀市立片山津小学校
加賀市立勅使小学校
加賀市立分校小学校
加賀市立三木小学校
加賀市立山中小学校
学校法人金城学園 遊学館高等学校
北陸学院高等学校
金沢向陽高等学校
金沢市立浅野川中学校
金沢市立泉中学校
金沢市立兼六小学校
金沢市立芝原中学校
金沢市立高尾台中学校
金沢市立馬場小学校
金沢市立緑小学校
金沢市立安原小学校
かほく市立宇ノ気小学校
かほく市立大海小学校
小松市立安宅小学校
小松市立今江小学校
小松市立木場小学校
小松市立稚松小学校
小松市立月津小学校
小松市立那谷小学校
小松市立苗代小学校
小松市立日末小学校
小松市立矢田野小学校
小松市立蓮代寺小学校
七尾市立田鶴浜小学校
羽咋市立邑知中学校
羽咋市立羽咋小学校
羽咋市立余喜小学校
白山市立東明小学校
白山市立鳥越小学校
白山市立北星中学校
白山市立北陽小学校
白山市立松南小学校
白山市立明光小学校
緑 化 推 進 能美郡市学校緑化研究会
珠洲市学校環境研究会
加賀市学校緑化研究会
石川県学校緑化推進会
ガールスカウト石川県連盟
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟石川県
連盟 ボーイスカウト金沢地区協議会
石川県林業研究グループ連絡協議会
石川県巨樹の会

緑を育て金沢を美しくする会
小松市（フローラルこまつ実施本部）

高坂・根上町緑を守る会
農林倶楽部 石川支部
森援隊しんぼ
人 材 養 成 石川県緑の少年団連盟(52団）
60件
計

交付決定(案）
内
容
250,000 森づくり活動
250,000
〃
103,000
〃
110,000
〃
45,662 植樹、学校林手入れ
40,000 学校林手入れ
70,000 竹林整備、学校林手入れ
50,000 学校林手入れ、標柱設置
50,000 学校緑化（樹木剪定、花壇整備）
50,000 学校緑化（樹木剪定）
50,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
50,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
50,000 学校緑化（樹木剪定）
70,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
40,000 学校緑化（樹木管理）
70,000 学校緑化（樹木剪定、管理）
30,000 学校緑化（サクラ並木整備）
70,000 学校緑化（樹木剪定、花苗植栽）
70,000 学校緑化（花壇整備）
55,000 学校緑化（花壇整備）
70,000 学校緑化（樹木剪定）
50,000 学校緑化（樹木剪定）
50,000 学校緑化（樹木剪定）
70,000 学校緑化（樹木剪定）
40,000 学校緑化（花壇整備）
40,000 学校緑化（花壇整備）
100,000 学校緑化（樹木剪定）
100,000 学校緑化（樹木剪定）
50,000 学校緑化（樹木剪定、伐採）
100,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
90,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
100,000 学校緑化（樹木剪定、花壇整備）
50,000 学校緑化（伐採）
80,000 学校緑化（樹木剪定、支障木処理）
80,000 学校緑化（樹木剪定、植樹、消毒）
50,000 学校緑化（伐採）
70,000 学校緑化（樹木剪定）
100,000 学校緑化（樹木剪定､除草､花壇整備）
50,000 学校緑化（花壇整備）
70,000 学校緑化（花壇整備）
70,000 学校緑化（花壇整備）
50,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
70,000 学校緑化（樹木剪定）
70,000 学校緑化（樹木伐採、消毒）
70,000 学校緑化（サクラ植樹）
50,000 学校緑化（樹木剪定、消毒）
40,000 普及啓発（学校花壇づくり）
40,000 普及啓発（学校花壇づくり）
40,000 普及啓発（実技講習）
100,000 普及啓発（少年団活動）
100,000 普及啓発（野外研修）
100,000 普及啓発（スカウト訓練）
50,000
50,000
1,200,000
330,000
50,000
48,730
30,000
2,400,000
7,942,392

普及啓発（林研活動）
普及啓発（巨樹探訪会）
普及啓発（花苗配布）
普及啓発（花苗配布）
普及啓発（植樹地手入れ）
普及啓発（植樹地手入れ）
普及啓発（植樹地手入れ、植栽）
体 験 活 動

Ⅲ

主な会議及び諸行事
年

月

日

内

容

場

所

平成３１年４月１日（月）

緑の募金出発式

金沢市、小松市

平成３１年４月29日（月）

第35回県民みどりの祭典

石川県森林公園

令和元年５月22日（水）

石川の森づくり推進協会総会

県地場産業センター

令和元年６月５日（水）

第1回緑の募金運営協議会

石川農林会館

令和元年６月５日（水）

第1回理事会

令和元年６月２日（日）

第70回全国植樹祭

愛知県

令和元年６月21日（金）

石川県緑の少年団連盟総会

津幡町

令和元年６月27日（木）

定時評議員会

石川農林会館

令和元年６月27日（木）

第2回理事会

令和元年８月28日（水）

国土緑化推進機構総会

東京都

令和元年10月５日～６日

石川の農林漁業まつり

金沢市

令和元年10月24日～25日

中部地区緑化推進協議会

愛知県

令和元年12月15日（日）

第43回全国育樹祭

沖縄県

令和元年12月４日（水）

全国緑化推進委員会連絡協議会

東京都

令和２年３月24日（火）

第2回緑の募金運営協議会

石川農林会館

令和２年３月24日（火）

第3回理事会

〃

〃

〃

