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第 1 号議案
2019(令和元)年度事業報告（案）
〔緑の募金事業（公 2 事業）
〕

予算

収入 20,650 千円、支出 20,650 千円

決算

収入 20,829 千円、支出 20,134 千円

「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき、
「緑の募金」の周知を
図るとともに、募金運動を積極的に展開し、市街地の緑化推進、森林の整備、緑づくり
の活動支援等に努めました。

Ⅰ．収入の部
１．緑の募金実績（予算 20,000 千円、決算 20,317 千円）
2019(令和元)年度の募金総額は、
目標 20 百万円に対し、
実績 20,316,840 円
（1,076
件）となりました。種類別の内訳は次の表、グラフのとおりとなりました。
2018(平成 30)年度に比べ金額では 218,649 円の減少（1％減少）
、件数では 9 件
の減少（1％減少）となりました。

家庭募金 その他
2%
4%

＜2019(令和元)年度
募金額内訳(単位：千円)＞
種類別
学校募金
街頭募金
企業募金
職場募金
家庭募金
その他
合計※

金額（千円）
4,736
3,120
5,684
5,530
798
448
20,317

職場募金
27%

学校募金
23%
街頭募金
16%

企業募金
28%

※千円未満を四捨五入しているため
合計が一致しません。

２．助成金等収益（予算 600 千円、決算 500 千円）
緑の募金中央団体である(公社)国土緑化推進機構より、緑の募金推進体制整備交付金
等の交付を受けました。
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Ⅱ．支出の部
2019(令和元)年度の事業支出総額は 20,134,007 円で、次の表、グラフの内訳の
とおりとなりました。

科目

金額(千円)

募金資材整備
募金活動
みどりづくりの輪推進事業（使途指定事業）
みどりづくりの輪推進事業（公募事業）
「学校に森林と木の香りを」整備事業
緑の少年団連盟育成事業
緑化活動交付金
ポスターコンクールの実施
広域的な森林整備・緑化の推進
平和の緑づくり事業
普及啓発

緑の募金推進事業

緑化推進・森林の整備事業

緑化活動・普及啓発

2,978
843
1,733
463
589
400
4,457
259
1,150
400
150

広報活動
推進事務費

146

推進事務費

6,567

合計

20,134

募金資材整備 15%

緑の募金
推進事務費 33%

推進事業

緑化活動・

普及啓発 1%

みどりづくりの輪推進事業
（使途指定事業） 8%

緑化推進・
森林の整備

広報活動 1%

募金活動 4%

普及啓発

平和の緑づくり事業 2%
広域的な森林整備・緑化の推進 6%

みどりづくりの輪推進事業
（公募事業） 2%
「学校に森林と木の香りを」
整備事業 3%
緑の少年団連盟育成事業 2%

ポスターコンクールの実施 1%
緑化活動交付金 22%
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１．緑の募金推進事業（予算 3,450 千円、決算 3,821 千円）
（１） 募金資材整備（予算 3,000 千円、決算 2,978 千円）
緑の募金運動の円滑な実施のため、募金資材を整備しました。
・緑 の 羽 根：700,000 本
緑化バッジ
・緑化バッジ：2019 秋期用「カツラ」 5,000 個
2020 春期用「ツクシ」13,000 個
カツラ（秋） ツクシ（春）
・ポ ス タ ー：Ｂ2 サイズ 500 枚、Ｂ3 サイズ 500 枚
・ち ら し：一般用ちらし 20,000 枚、封筒付きちらし 30,000 枚
・募 金 箱：紙製 750 個、間伐材製 70 個、ストラップ付 300 個
・た す き：子供用 380 個、大人用 90 個
（２） 募金活動（予算 450 千円、決算 843 千円）
① 募金キャンペーンの実施
・春期 2019(令和元)年 3 月 1 日～5 月 31 日
・秋期 2019(令和元)年 9 月 1 日～10 月 31 日
② 街頭募金
ボーイスカウト、ガールスカウト、緑の少年団等の青少年団体による協力を
得て、春秋合わせて約 110 か所にて街頭募金を実施しました。

ガールスカウトによる街頭募金

ボーイスカウトによる街頭募金

緑の少年団による街頭募金

③ 緑化関連行事等での募金活動
緑化関連行事等でクラフトの出店や募金活動を実施しました。
・大阪府立中之島図書館 (5/3-4)
・いずみの国の自然館クラブ オオムラサキ祭り（7/7）
・2019 年（第 41 回）生活クラブ生協フェスタ（9/15）
・平林まつり（10/20）：クラフト出店・募金活動
・森林の市（10/27）：クラフト出店・募金活動
・大阪自然史フェスティバル（11/16-17）
：クラフト出店・募金活動
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大阪府立中之島図書館

生活クラブ生協フェスタ

オオムラサキまつり

森林の市

大阪自然史フェスティバル

平林まつり

④ 業界団体等への呼びかけ
一般社団法人大阪府木材連合会の催事、一般
社団法人大阪損害保険代理業協会の総会、大阪
府農業委員会に積極的に出向き、緑の募金のＰ
Ｒ及び募金活動を実施しました。

大阪損害保険代理業協会総会での募金活動

２．緑化推進・森林の整備事業（予算 3,850 千円、決算 3,184 千円）
（１）みどりづくりの輪推進事業（使途指定事業）
（予算 1,650 千円、決算 1,733 千円）
地球温暖化防止にかかる運動の一環として、堺第 7-3 区における市民・NPO
等の府民参加で実施される「共生の森づくり」活動や、生駒山系での「花屏風」
活動に対し、支援を行いました。
「共生の森づくり」活動のイベントはコロナウイルス感染拡大防止のため中
止となりましたが、事務局による植樹が行われました。

「共生の森づくり」
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「花屏風」

（２）みどりづくりの輪推進事業（公募事業）
（予算 450 千円、決算 463 千円）
子どもや多様な市民の参加により、良好な森林や里地・里山、市街地の緑化の
整備や、保全活動の促進を図ることを目的として、助成を行いました。
申請件数 6 件、採択件数 3 件
団体名

活動の種類

活動の概要

大阪市立泉尾東小学校
（大正区）

ビオトープ整備事業

既存の人工滝と池のエコアップ

大阪市立茨田東小学校
（鶴見区）

ビオトープ整備事業

伝統野菜の「蓮根」づくりの復活

東大阪市立楠根東小学校

ビオトープ整備事業

既存の池のエコアップ

（３）「学校に森林と木の香りを」整備事業（予算 1,000 千円、決算 589 千円）
教育施設において、木の香る快適な学習環境を提供するための施設整備、そ
れに伴う森林に関する学習の実施により、子どもたちが森林の整備、木材の利
用、緑の効用について理解を深めることを目的として、助成を行いました。
申請件数 3 件、採択件数 3 件
団体名
蓮美幼児学園千里丘ナー
サリー（吹田市）
貝塚市立津田小学校
八尾市立亀井中学校

蓮美幼児学園千里丘
ナーサリー

活動の種類

活動の概要
シイタケの栽培を通した環境教育の

森林ＥＳＤの実施

実施

木材を使った机、椅

国産間伐材を使用したイス、棚の図

子、建具等の整備

書館への設置

木材を使った机、椅

国産カツラ材を使用した校歌版の作

子、建具等の整備

成

他

貝塚市立津田小学校
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八尾市立亀井中学校

（４）緑の少年団連盟育成事業（予算 750 千円、決算 400 千円）
大阪府内の「緑の少年団」の育成とその活動の充実を図るため、大阪府緑の
少年団連盟に対し、支援を行いました。
・大阪府における緑の少年団（2019 年 4 月 1 日現在）
4 団体（団員 96 名、指導者 66 名）

・交流集会の開催
日程：2019(令和元)年 8 月 24 日～25 日
場所：奈良県山添村生涯学習施設「東豊館」
内容：各団の活動発表、キャンプファイヤー、クラフト工作、交流ゲーム

交流集会の活動風景

３．緑化活動・普及啓発（予算 6,500 千円、決算 6,561 千円）
（１） 緑化事業等交付金（予算 4,600 千円、決算 4,457 千円）
募金活動に協力した団体や学校、企業等による地域や学校等の緑化を推進す
るため、当該団体の申請により募金額の一部を緑化事業等交付金として交付し、
植樹や花壇の整備、緑地の手入れ等の緑化活動を行いました。
交付件数は、678 件となりました。

柏原市立堅下南小学校

寝屋川市立南小学校
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岸和田市立常盤小学校

（２） ポスターコンクールの実施（予算 300 千円、決算 259 千円）
児童、生徒の自然や緑への関心を高めるために、府内小・中・高等学校の協
力を得て、国土緑化運動を推進するための令和 2 年用ポスター原画コンクール
を開催し、優秀作品を表彰しました。また、優秀作品を(公社)国土緑化推進機
構が行う全国コンクールに応募しました。
・応募数 28 校 126 点（参加総数 398 点

※各校 10 点までの応募）

・国土緑化推進機構中央審査会にて 2 名が入選
・大阪みどりのトラスト協会賞

12 名を表彰

ポスターコンクール会場

中学校の部 特選
文部科学大臣賞
川口 愛夏
「何年先もずっと」

中学校の部 準特選
林野庁長官賞
佃 和香
「恋人」

ポスターコンクール授賞式

（３） 広域的な森林整備・緑化の推進（予算 1,100 千円、決算 1,150 千円）
広域的な森林整備・緑化の推進に寄与するため、募金中央団体である(公社)
国土緑化推進機構に対して、2019 年募金額の 3％相当額に 50 万円加算額を交
付しました。
（４） 普及啓発（予算 700 千円、決算 550 千円）
図書館や企業と連携したイベントの開催、
「森林 ESD」推進、感謝状の贈呈
などの普及啓発活動を行いました。
① 大阪府立中之島図書館連携イベント
・企画展示：「生物多様性の恵みを知ろう」
（4/16-5/11）
・ワークショップの開催：「メルヘンりえこさんとお絵描きをしよう！ 美し
い生き物をみんなで描こう～世界の生物多様性～」(5/4)
・講演会の開催：「コウノトリ野生復帰の進展と生物多様性」講師 江崎保男
氏（5/11）
・企画展示：「木をつかい森林を活かそう」
（5/14-5/31）
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メルヘンりえこ氏

ワークショップ

江崎保男氏

講演会

② 大阪府立中央図書館連携イベント
・企画展示：「木をつかい森林を活かそう」
（4/23-5/12）
・表彰式の開催：令和元年度国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール
入賞者表彰式：(5/12)
・企画展示：「生物多様性の恵みを知ろう」
（5/14-5/26）
・セミナーの開催：「暮らしの中の木づかい」(5/19) 不開催
・ワークショップの開催：木を使ったクラフト教室 (5/19)
③ 平和の緑づくり事業（公募事業）
株式会社平和堂様の府内の有料レジ袋収益金による寄付を活用して、植樹
と緑の教室を行う事業を始めました。
申請件数 4 件、採択件数 2 件
・花たちばな認定こども園（2/5）
・ちとせ學院めぐみの森（2/27）

育樹

平和の緑づくり

緑の教室

④ 森林ＥＳＤの推進
「森林 ESD」
（持続可能な社会づくりに向け、問題解決に必要な能力・態度
を身につけさせるため、森林・里山を活用した人材育成システム）を推進す
るための活動を行いました。
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⑤ 表彰・感謝状
2016 年から 2018 年の期間において多額のご寄付をいただき、森林・みど
りづくりの推進に多大な貢献をされた団体に感謝状を贈呈しました。
・林野庁長官感謝状授与
（団体の場合 200 万円以上 1,000 万円未満）
大阪府警察有志一同様
ダイドードリンコ株式会社様

・国土緑化推進機構理事長感謝状
（団体の場合 50 万円以上 200 万円未満）
大阪商工信用金庫有志一同様
大阪湾広域臨海環境整備センター様

大阪商工信用金庫会長への贈呈風景

（５） 広報活動（予算 150 千円、決算 146 千円）
より多くの府民の参加を推進するため、以下の広報活動を実施しました。
・会報誌「みどりのトラスト」への掲載
・ホームページ、Facebook の運用

Ⅲ．その他
１．募金成果の公表
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第 21 条に基づき、2019(令
和元)年度に実施した緑の募金事業結果について、当協会ホームページに掲載し、
公示します。
２．緑化推進運営協議会の開催
緑の募金運動を展開するため、次のとおり緑化推進運営協議会を開催し、事
業計画、収支予算等を審議しました。
・第 53 回 2019(令和元)年 5 月 23 日（金）

2018(平成 30)年度事業報告、収支決算

・第 54 回 2020(令和２)年 2 月 28 日（火）

2020(令和２)年度事業計画、収支予算
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第2号議案
令和元（2019）年度「緑の募金」収支決算(案)
単位：円

科目

令和元年度

令和元年度

（2019年度）

（2019年度）

予算額

決算額

備考

I．収入の部
1. 緑の募金収入

20,000,000

2. 助成金等収入

600,000

3. 運用財産利息収入

0

4. 雑収入

50,000

当期収入合計（A)

20,650,000

前期繰越収支差額 （Ｂ)

20,316,840
500,000 （公社）国土緑化推進機構交付金
16
12,600 図書館催事参加費
20,829,456
△ 4,015,751

収入合計（Ｃ）＝（Ａ）+（Ｂ）

20,650,000

16,813,705

3,000,000

2,978,296

Ⅱ．支出の部
1. 緑の募金運動推進普及費
募金資材整備費
募金活動費

450,000
小計

842,572 連絡調整事務費・会議費

3,450,000

3,820,868

1,650,000

1,733,078

2. 緑化推進・森林の整備事業費
みどりづくりの輪推進費(使途指定事業)
同

(公募事業)

450,000

「学校に森林と木の香りを」整備事業

1,000,000

緑の少年団連盟育成事業費

750,000
小計

生駒山系花屏風活動支援(1,383千円)

堺7 3区(351千円)

462,600 3件採択
588,698 3件採択
400,000 府内緑の少年団4団

3,850,000

3,184,376

4,600,000

4,456,728 678件

3. 緑化活動・普及啓発費
緑化活動交付金
ポスターコンクール等事業費

300,000

広域的な森林整備・緑化の推進

1,100,000

258,607
1,149,852 中央交付金

普及啓発費

700,000

550,471

広報活動費

150,000

145,736

6,850,000

6,561,394

6,500,000

6,567,369

20,650,000

20,134,007

0

695,449

0

△ 3,320,302

小計
4. 推進事務費
当期支出合計（D)
当期収支差額

(Ａ) - (Ｄ)

次期繰越収支差額

(Ｃ）-（Ｄ)
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平和の緑づくり、図書館催事、クラフト
出店、森林ESD関連イベント

