
  

平 成 29 年 度 事 業 報 告 
 

  愛媛の森林
も り

基金では、森林及び緑化に関する普及啓発や、森林の利活用、

森林造成、ボランティア活動による緑化推進等を促進するため、基本財産の

運用収入等による森林基金事業、｢緑の募金｣を活用した緑の募金事業、県内

の放置森林整備を行う森林適正管理事業の３事業を推進している。 

平成 27 年度から実施している、媛すぎベンチ配布事業や特用林産物の消費

拡大促進事業により、森林資源の利活用を促進するとともに、平成 25 年度か

ら実施している「森林・山村の多面的機能発揮対策事業」により里山林の保

全管理活動を幅広く支援し、平成 29 年度から実施した「広葉樹林化モデル事

業」により、県内の針葉樹伐採跡地のうち条件不利地において、広葉樹林を

モデル的に造成し、森林の持つ公益的機能を高度に発揮する森林の造成を行

った。 

  なお、平成 29 年度に実施した事業の概要は次のとおりである。 

 

１ 森林基金事業の実施状況 

  基本財産の運用収入等を財源として、県内における森林及び緑化に関する

普及啓発、森林の利用・活用、森林の造成整備の推進を図る事業を実施した

ほか、これらの事業を計画的に実施しようとする団体等に対して助成した。 

（１）森林及び緑化に関する普及・啓発 

 ア 「えひめ山の日」記念イベント開催（1,694,071 円） 

    森林の有する意義、そして山の重要性を改めて認識し、感謝するとと

もに、森林を私たちの共有財産として大切に守り、次の世代に継承し、

森林（もり）と共生する新しい文化の創造を図るため、「えひめ山の日の

集い」を愛媛県との共催により開催し、緑の募金などに高額な寄付をい

ただいた企業及び団体に対し、感謝状を贈呈した。 

   ○式典及び記念行事 

    日  時：Ｈ29.11.11（土）10:00～15:00 

場    所：伊予郡松前町（エミフル MASAKI） 

参加者数：2,299 名 

    また、「えひめ山の日」の併催行事として行っている「森林散策」につ

いては、同日に上浮穴郡久万高原町の面河渓谷において実施した。 

    参加者数：100 名 
 

 イ 情報誌の発刊（309,215 円） 

    県民の森林に対する意識啓発に資するため、基金事業の実施状況や森

林及び緑化について、「愛媛の森林」第 35 号においてとりまとめ情報提

供した。 

発刊月 号数 発行部数 内  容 配布先 

 

H30.3 

 

 

35 

 

5,000 

基金事業の紹介 
森林・林業情報 
イベント情報 等 
 

一般県民（森林友の会、木っと
根っとワーク、各イベント等）、
賛助会員、協力企業、学校、関
係官公庁、林業関係団体等 

  ※情報誌の内容は、ホームページにおいても公開している。 



  

ウ 森林・林業写真コンクール(第 23 回)の開催（448,990 円） 

県内の森林が織りなす自然美、林業生産活動、山村社会の生活等の写

真を募集し、優秀な作品を表彰するとともに、普及啓発に活用した。 

 

  第第第第 22223333 回コンクール受賞作品一覧回コンクール受賞作品一覧回コンクール受賞作品一覧回コンクール受賞作品一覧    

賞 作品名 撮影場所 撮影者 

《一般部門》 

 最優秀 
秋光奏でる森 西予市宇和町岡山 山本 勝 

《テーマ「森林
も り

が育む生命
い の ち

」》 

 最優秀 
苔の海に沈む 

久万高原町 

笹倉湿原 
中川 雄喜 

《一般部門》 

 優 秀 
月光に燃ゆる 松山市窪野町 長谷 由美 

《テーマ「森林
も り

が育む生命
い の ち

」》 

 優 秀 
渓流の歌姫 宇和島市薬師谷 白石 信夫 

《一般部門》 

 佳 作 
おてつだい 大洲市如法寺 笹田 雅代 

《テーマ「森林
も り

が育む生命
い の ち

」》 

 佳 作 
食事中 

宇和島市 

吉田町立間 
平石 吉三郎 

入 選 

白い森 西条市瓶ヶ森 加藤 進 

夕暮れ 大洲市 笹田 温 

抜けて立つ 松山市北条 岡本 一志 

初冬の池畔 内子町弓削神社 河田 守 

天空の夜明け 伊予市中山 芝﨑 靜雄 

共同浴場 
四国中央市 

土居町 
小泉 次郎 

森に生きる 松野町滑床渓谷 井上 雄次 

秋の野 宇和島市三間町 井関 俊 

収 穫 の お 手 伝

い！ 
内子町石畳 大久保 重義 

 

 

 



  

 エ 林業新規就業者支援事業（660,532 円） 

    適切な森林整備と木材の安定供給を図るためには、林業の担い手育成

が重要な課題となっていることから、将来、本県林業の担い手として期

待される新規就業者を支援するとともに、新規就業者と上浮穴高等学校

森林環境科２年生との交流会を実施し、新たな担い手の確保に努めた。 

    ○29 年度支援実績：13 名   

○交流会参加者数：29 年度支援者 1 名、上浮穴高等学校森林環境科 19 名 

 

 オ 基金ホームページの管理（103,658 円） 

    当基金の事業実施状況や森林・緑化に関する情報を提供するほか、基

金の資産・運営状況等の情報を公開するため、ホームページの管理運営

を行った。 

  

カ 愛媛の森林友の会の育成及び研修活動（278,574 円） 

    自然に親しむとともに、森林・林業に対して理解を深めてもらうため、

「愛媛の森林友の会」会員を対象とした現地研修会を、「えひめ山の日」

の併催行事「森林散策」と合同で実施した。 

○会員の状況  現会員数：962 名(H30.3.31 現在)      

日  時 場  所 参加人数 内  容 

11 月 11 日（土） 上浮穴郡久万高原町 50 名 面河渓谷での森林散策 

合    計 50 名  

 

キ 森林・林業体験イベント事業（801,700 円） 

 （ア）木に親しむための活動（600,200 円） 

       県内の各市町の保育園、幼稚園、小学校やイベント等において、身

近な木製品が森林につながることを学習（制作木製絵本使用）したり、

「木製おもちゃ」「木の玉プール」等で自由に遊んでもらう等、木材を

身近に体験する空間を提供した。 

区   分 開催日 回 数 児童等の数 内   容 

保育園、幼稚園、

小学校・学習館等 
９月 14 日～ 

２月 26 日 
１９回  1,770 名 

木製絵本、 

木のおもちゃ遊び 

イベント会場 
11 月 11 日～ 

11 月 19 日 ６回  1,210 名     〃 

合    計 ２５回   2,980 名  

  ※人数の把握を行ってないイベントの参加人数については、１日 200 人と推計している。 

 

 

 

 

 



  

（イ）森林に親しむための活動助成（201,500 円） 

       県内のボランティア団体等が、一般県民を対象として行う森林散策

活動を支援した。 

  

森林に親しむための活動事業

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

えひめ森の案内人会 215,046 200,000 喜多郡内子町小田 一般県民を対象とした小田深山地内の渓谷散策

合　　　　　　計 215,046 200,000  

      

ク 愛媛の森林や巨樹・名木に関する書籍の頒布（354 円） 

これまで、当基金が発刊した書籍について紹介を行うとともに、例年

希望者に提供（有償）を行っている。 

    なお、決算額は、書籍郵送料を計上している。 

 

（２）森林の利用・活用の促進 

 

ア 木工作品製作キット配布事業（4,433,610 円）    

    県内の小中学校の生徒達が、体験を通じ、木に対する理解を深めても

らうため、クラブ活動等で木工作品の製作に取り組む１４６校（県下の

小中学校の３６％）に対し、県産材を使用した木工作品製作キットを配

布した。 

17年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計

申込数 106 89 96 131 126 120 131 147 158 161 137 144 146 1692

実績 21 34 68 85 93 120 131 147 158 161 137 144 146 1445

配布率 20% 38% 71% 65% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85%

要望数量 4525 3,998 4,583 6,584 5,114 4,701 5,480 7,162 7,506 7,440 6,928 6,513 5,000 75,534

実績 951 1,040 3,524 3,522 3,491 4,701 5,125 6,805 6,802 7,050 6,928 6,500 5,000 61,439

配布率 21% 26% 77% 53% 68% 100% 94% 95% 91% 95% 100% 100% 100% 81%

学
校
数

キ

ッ

ト
数

項目

 

 

 イ 媛すぎベンチ配布事業（243,000 円） 

    県産スギ材を使用したベンチを公共交通機関運営会社、公共施設運営

団体等に無償配布し、利用者数の多い待合所や停留所、公共施設等に配

布ベンチを設置した。 

 

配布先団体名 設置箇所・基数 事業費

瀬戸内運輸株式会社 新居浜市東城バス停留所　１基

伊予鉄道株式会社 松山城長者ヶ平待合所　２基

四国旅客鉄道株式会社 JR四国今治駅　みどりの窓口　２基

合　　　　計 243,000

243,000

 



  

 ウ 特用林産物の消費拡大促進事業（603,211 円） 

一般県民をはじめとする消費者に本県産特用林産物の消費宣伝を行 

う活動を助成した。 

 

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

愛媛県森林組合椎茸生産者連絡協

議会
506,840 300,000

松山市、今治市、

新居浜市の量販店

城山公園等県内イ

ベント開催地

愛媛県産原木乾しいたけ、乾たけのこ

消費宣伝活動を実施

今治地区乾たけのこ生産者協議会 319,963 300,000
今治市（ＪＡおち

いまばり　さいさ

いきて屋内）

アイデア料理の募集や試食会の開催

等、愛媛県産乾たけのこ消費宣伝活動

を実施

合　　　　　　計 826,803 600,000  

 

エ トレッキング（森林散策）コースの施設等整備事業（437,475 円） 

    保健休養の場としての森林の活用を促進するため、県民が安全にトレ

ッキング（森林散策）を行えるよう、コースの案内表示板等の整備を自

発的に行う団体等に対し、助成金の交付を行った。 

  

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

岩伽羅講 34,589 34,000 東温市樋口
岩伽羅山登山道の下刈り、倒木撤去等

の管理整備

中道復元整備事業実行委員会 301,122 200,000 南宇和郡愛南町

旧へんろ道「宿毛街道中道」のベン

チ、案内標識等の設置及び支障木伐

採、アクセス用林内作業道の再整備等

ふくさの森の会 211,758 200,000 東温市河之内
既設森林内散策道の維持管理及び案内

看板等の設置

合　　　　　　計 547,469 434,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（３）森林の造成整備の促進 

 

 ア 森林・山村の多面的機能発揮対策事業（28,989,712 円） 

森林が有する多面的機能を高度に発揮する、多様な森林の造成整備を

促進するため、山村等の活性化を目指した里山林の保全管理活動等を支

援した。  

 （ア）国庫補助事業（内 28,718,000 円） 

 

上限15万円
実質積上 （1/2以内）

金額 ha 金額 ha 金額 ha 金額 回 金額 ｍ 金額 金額

うずい里山保全の会 11.0 4,180,000 4,180,000

竹林をよくする会活動組織 1.1 418,000 4 200,000 618,000

西条竹林再生活動組織 1.2 456,000 456,000

越智今治森林組合 1.1 176,000 176,000

里山を良くする会 7.2 2,736,000 60,000 2,796,000

神子之森里山保全活動組織 0.5 80,000 0.7 266,000 0.6 96,000 442,000

今治竹林再生活動組織 5.4 2,052,000 2,052,000

瀬戸内備長炭生産組合 1.8 684,000 684,000

広田森林保全の会 15.5 2,480,000 2,480,000

立野の里保全の会 0.7 112,000 1.0 380,000 492,000

中山第一協業体 3.7 1,406,000 1,406,000

伊予竹林再生活動組織 4.7 1,786,000 1,786,000

稲荷集落営農組合 2.0 760,000 760,000

大洲市竹林整備の会 10.0 3,800,000 3,800,000

川上たけのこ生産組合 13.0 4,940,000 4,940,000

三瓶林研森林保全会 0.2 32,000 0.5 190,000 0.5 80,000 8 400,000 702,000

西予竹林再生活動組織 2.1 798,000 798,000

17 18.0 2,880,000 65.40 24,852,000 1.1 176,000 12 600,000 60,000 28,568,000 #R EF!

資機材

活動組織

活動推進費

交付金
合計上限5万円/回

実質積上

森林資源利用タイプ

森林・山村多面的機能発揮対策　H29年度実施状況

上限16万円/ha
実質積上

上限38万円/ha
実質積上

上限16万円/ha
実質積上

森林機能強化タイプ

上限1千円/m
実質積上

里山林整備

地域環境保全タイプ

竹林整備
教育・研修活動タイプ

 
 

（イ）基金単独事業（内 271,712 円） 

     国庫補助事業に取り組んでいる活動組織のうち 9 団体に対して、活

動経費や資機材等の購入を支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

２ 緑の募金事業の実施状況 

  森林整備及び緑化推進（以下「森林整備等」という）の必要性について、

県民の理解の醸成を図るため、「緑の募金」の趣旨を啓発し、募金活動を強化

するとともに、森林整備等の事業の実施や、自発的な活動を実施した団体等

に対して助成金を交付した。 

（１）募金活動の推進 

  「緑の募金」の趣旨を啓発するため、広報活動を実施するとともに、関係

団体と連携を図り、募金活動を計画的かつ効果的に実施した。 

 

 ア 募金推進事業（3,284,360 円） 

    春及び秋の募金活動期間を中心に、地区及び市町の森林と緑の推進協

議会や募金活動の協力を得られた団体と一体となり、積極的かつ健全な

募金活動を推進した。 

 平成29年度 　「緑の募金」実績

区　分 家庭募金 職場募金 企業募金 街頭募金等 合計 比率（％）

市町協議会 18,331,443 4,759,953 1,498,131 844,460 25,433,987 76%

地区協議会 0 982,108 0 6 982,114 3%

基金及び協力団体 56,118 1,029,110 4,826,346 1,184,939 7,096,513 21%

合　計 18,387,561 6,771,171 6,324,477 2,029,405 33,512,614 100%

比　　率（％） 55% 20% 19% 6% 100%

              （単位：千円）

 
注１：家庭募金等には学校募金を含む。 

注２：街頭募金等には、イベント募金を含む。 

注３：企業募金には、企業内職域募金を含む。 

 

イ 募金資材の購入・配布（1,067,804 円） 

    緑の募金活動を円滑に展開するために使用する「緑の羽根」等の募金

啓発用資材を購入配布した。 

・緑の羽根    ： 310,000 本（啓発用資材） 

・バッジ     ：  5,000 個（啓発用資材） 

 

 ウ 緑の募金活動の広報（773,556 円） 

    緑の募金について、その趣旨を広め、活動の拡充を図るとともに、森

林整備や緑化推進を啓発するため、幅広い広報活動を実施した。 

      時  期：春の募金活動期間 

（４月１日～５月 31 日、２月 15 日～３月 31 日） 

           秋の募金活動期間（９月１日～10 月 31 日） 

      方  法：チラシ、ポスター、インターネット、市町広報等に広

告を掲載した。 

 

 

 

 

 



  

 エ 植樹祭開催事業（1,697,629 円） 

    植樹活動を通して、森林や緑に対する親しみと理解を深めてもらい、

緑化思想の意識高揚を図るため、一般県民や緑の少年団の参加を得て、

植樹祭を開催した。 

①  開 催 日：29.５.13（土） 

②  開催場所：「今治市営スポーツパーク」（今治市） 

③  テ ー マ：「えひめのみどり みんなのかがやき 未来のかがやき」 

  ④ 式  典：表彰 緑化キャンペーンテーマコンクール特選 

            緑化キャンペーンポスターコンクール特選 

            森林・林業写真コンクール最優秀賞の表彰 

         緑の少年団の活動発表、緑の少年団による誓いの言葉 

⑤  記念植樹：メイン木 クスノキ（５本） 

小苗木  シャリンバイ（300 本） 

 

オ 緑化キャンペーンコンクールの実施（158,681 円） 

    （公社）国土緑化推進機構が、国土緑化の推進及び森林・林業に関す

る国民の意識高揚を図るために実施する緑化キャンペーンコンクール

（テーマ及びポスター原画）に協力するとともに、併せて愛媛県用の緑

化キャンペーンコンクールを実施した。 

 

 

　緑化キャンペーンポスター原画の選考結果　緑化キャンペーンポスター原画の選考結果　緑化キャンペーンポスター原画の選考結果　緑化キャンペーンポスター原画の選考結果

金賞 銀賞 銅賞 計

小学校 167 151 3 6 10 19

中学校 67 65 2 3 3 8

高等学校 29 25 1 1 1 3

合計 263 241 1 6 10 14 31

注）金賞については、全国キャンペーン用として、（公社）国土緑化推進機構に推薦

1

選考結果
入選区分 応募数

審　査
対象数 特選

 
 

 

　緑化キャンペーンテーマの選考結果　緑化キャンペーンテーマの選考結果　緑化キャンペーンテーマの選考結果　緑化キャンペーンテーマの選考結果

特選 入選 計

小学校 168 185 353 8

中学校 0 4 4

高等学校 18 10 28

合計 186 199 385 10 1 9 10

10

応募数

全国用 愛媛県用

選考結果

全国用
入選

10

愛媛県用

1
1

区分
計

 

 

 

 

 



  

 カ 緑化推進啓発事業（3,864,888 円） 

    緑化の推進を図るため、花の種、緑化樹苗木等の普及啓発資材を購入

配布した。 

 

購入物 数量 摘            要 

花の種 137,500 袋 
花の種を購入し、関係団体を通じて一般県民

へ配布した。 

緑化樹苗木 2,098 本 
各地区森林と緑の推進協議会に配布するな

ど、県下各地域での緑化を推進した。 

育樹活動・国土緑化

運動ポスター 
1,350 枚 

各地区森林と緑の推進協議会及び学校に配布

し啓発を図った。 

 

 

 

（２）森林整備事業 

  県民の森林・林業への参画意識の高揚を図るため、森林ボランティア活動

やＣＳＲ（企業の社会的責任）活動による森林整備を推進した。 

 

 ア 森林ボランティア活動促進事業（76,141 円） 

    基金の森林ボランティアグループ｢木っと根っとワーク｣の活動により

森林整備を実施した。 

 

活動の活動の活動の活動の実績実績実績実績 

日  時 場  所 参加人数 内  容 

９月２３日（土） 西条市 
(円山森林公園) 

１３名 下刈り作業 

２月２４日（土） 松山市 
(県有林) 

９名 林内整理、つる切り作業 

合    計 ２２名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 イ 企業の森林(もり)づくり促進事業（5,729,674 円） 

       ＣＳＲ活動による森林づくり活動を推進するため、「企業等との協定」

に基づき行われる活動を実施した。 

企業名・協定名 森林整備場所 内 容 
実施日 

社員ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 

委託･交付額

(円) 

アサヒビール(株) 

「アサヒビール感謝の森」 
西条市河原津 

下刈り 0.50ha 
H29.5.20 

23名 
391,000 

下刈り 1.14ha 
H29.12.2 

25名 

(株)伊予銀行 
「伊予銀行エバーグリーンの森」 

東温市松瀬川 

植栽・下刈り 

0.41ha 

H29.6.24 

42名 
  88,696 

間伐 1.40ha 
H30.2.2～ 

 H30.3.20 
2,351,304 

獣害防護材設置 H30.2.16 

西条市黒谷 下刈り 0.20ha 
H29.9.2 

38名 
21,924 

大洲市阿蔵 下刈り 1.20ha 
H29.11.25 

64名 
388,000 

（株）愛媛銀行 

「愛媛銀行ecHoの森」 

 

松山市食場町 

下刈り 0.45ha 
獣害防護材設置 

H2９.7.1 

48名 

1,590,000 植林 0.45ha 

森林環境教育 

H30.3.3 

32名 

獣害防護材設置  H30.2.16 

愛媛トヨペット(株) 

「愛媛トヨペットの森」 
今治市 

愛媛県植樹祭 

クスノキ 5本 
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 300本 

H29.5.13 

373名 
263,134 

楽天(株) 

「楽天の森」 
松山市久谷 

間伐 0.45ha 
 H30.1.19～ 

H30.3.20 
500,000 

下刈り 0.30ha 
H30.2.24 

19名 
130,200 

計   664名 5,724,258 

 

 

 

 

 

 

 



  

（３）森林整備等を行う者に対する助成金の交付 

  県民の森林整備等への参加意識の高揚を図るため、自発的な活動を行う団

体等に対し、助成金の交付を行った。 

  

ア 地球温暖化防止等啓発事業（407,190 円） 

    地球温暖化防止等、森林や緑が有する重要な働きについて県民の理解

を深めるため、イベント及び啓発資材等について助成した。 

 
団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

久万高原町森林と緑の推進協議会 177,190 177,190 久万高原町入野

久万材100％で構成される「久万高原の家モデ

ル住宅」に木工広場を常設し、木材の利用を

促進し、地球温暖化防止を普及啓発した。

久万高原町森林と緑の推進協議会 230,000 230,000 久万高原町中津、渋草

地域の産業まつりに無料木工コーナーを設

け、木材の良さを体感し、併せてエコグッズ

の配布により、地球温暖化防止を普及啓発し

た。

合　　　　　　計 407,190 407,190  
 

イ 緑の少年団等育成事業（7,500,000 円） 

    緑の少年団、ボーイスカウト、ガールスカウトなどの団体活動を通じ

て行われる緑化や自然愛護に関する情操教育等を促進した。 

 
団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

緑の少年団愛媛県連盟 6,900,670 6,500,000 県内全域

各緑の少年団が学校や地域の緑化や奉

仕活動を行うとともに、緑や森林につ

いての体験・学習活動を行った。

日本ボーイスカウト愛媛県連盟 500,293 500,000
松山市、砥部町、

八幡浜市、西条市、

内子町外

ボーイスカウトによる自然愛護活動及

び研究発表会を行い、自然愛護への理

解を深めた。

ガールスカウト愛媛県連盟 734,149 500,000
松山市、伊予

市、

大洲市等

連盟キャンプ、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄの森林の育樹、全国

レンジャーキャンプ、募金活動、地域の緑化

運動等の活動に取り組んだ。

合　　　　　　計 8,135,112 7,500,000  
 

 

 ウ 巨樹名木保全事業（400,000 円） 

    地域の巨樹、名木を後世に残すための、保護、育成活動を促進した。 

 
団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

伊予市由並小学校 216,000 200,000
伊予市双海町高

岸

由並小学校

樹木医・造園業者の指導・監督を仰ぎ

ながら、児童や教職員がクスノキの樹

勢回復及び環境整備に取り組んだ。

明神観桜会 219,960 200,000 明神小学校地

明神小学校内にあるソメイヨシノについて、

テングス病の除去やウメノキゴケをはじめと

するコケ類を除去し、樹勢回復を図った。

合　　　　　　計 435,960 400,000  
 

 

 

 

 

 



  

エ 公共施設等緑化事業（1,332,350 円） 

    学校、病院、公民館、社会福祉施設、公園等、地域住民の生活に密着

した公共施設等の環境緑化を促進した。 
団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

 今治市緑の募金推進協議会 200,000 200,000
JR今治駅前、図書館前、

市役所前

高校生による花苗の栽培・植え付けに

よる公共施設の緑化、プランターの設

置

 特別養護老人ホーム 久万の里 197,856 188,000 久万高原町菅生

施設利用者及び職員が協同で桜園に桜

等の苗木を植栽し施設周辺の緑化を図

る。

 大洲市森林と緑の推進協議会 634,350 634,350 市内一円の公共施設

市内の公共施設にヒラドツツジ・アジ

サイ・ソメイヨシノ等の苗木を植栽し

た。

 愛南町森林と緑の推進協議会 311,641 310,000 町内公共施設
町内公共施設等に花木を植栽し、環境

の保全及び緑化の推進を図る。

合　　　　　　計 1,343,847 1,332,350  
 

オ 地域緑化推進事業（7,819,654 円） 

    地域における独自の目的に基づく緑の造成、整備又は普及啓発活動の

促進を図った。 
団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

 東予地区森林と緑の推進協議会 100,000 100,000
西条市丹原町湯谷口　松

山道車道沿い市有地

地域住民の緑化普及啓発を図ることを目的と

して、周布小学校児童及び小松高校生による

森林整備（植栽）を行った。

 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 100,000 100,000 松山市北条児童センター

松山市北条児童センターにおいて、グ

リーンカーテン設置や花や樹木の植栽

を行った。

 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 204,139 200,000 松山市南部児童センター

松山市南部児童センターにおいて、屋

上庭園等の緑化や県産材を活用した積

み木づくり等を行った。

 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 200,000 200,000 松山市久枝児童館
松山市久枝児童館において、植樹・植

栽活動や木工教室を行った。

 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 210,000 200,000 松山市味生児童館

松山市味生児童館において、県産材を使った

木工教室の開催やグリーンカーテン設置、季

節の花の栽培等を行った。

 西条市森林と緑の推進協議会 330,000 330,000 市内小学校

各小学校において、緑や花を大切に育

て、身近に感じてもらうため、小学校

の花壇やプランターで花を育成した。

 今治市緑の募金推進協議会 2,200,867 2,200,000 市内全域
市内全域を対象に、学校及び公民館、

市道等の公共施設に緑化を行った。

 八幡浜市緑化推進委員会 452,016 329,000
市内公共施設（学校、病

院、国道等）

地域住民により市内公共施設等に花苗

の植栽を行い、緑化活動に努めた。

 伊方町森林と緑の推進協議会 200,000 200,000 町内公共施設周辺
地元老人会、緑の少年団等による花苗

の植栽や環境教育を行った。

 宇和島市森林と緑の推進協議会 224,586 200,000
宇和島市吉田町内公共施

設、学校等

公共施設や学校等への花苗の配布及び

プランター花壇設置による緑化に取り

組んだ。

上柏公益会 205,450 200,000 四国中央市上柏町内

小学生と地元ボランティアによる松柏

小学校の緑化樹の植樹や森林学習会を

実施した。

 新居浜市森林と緑の推進協議会 200,000 200,000 市役所前、池田池公園外

種子から育てたビオラ等の苗を、市内

公共施設等に植栽し、市民の緑化意識

の高揚を図った。  
 



  

団体名 事業費 交付金額 施行地 事業内容

湯の山公園管理協会 202,271 200,000 松山市湯の山東の法面
松山市湯の山東の法面に河津桜等を植

栽し、地域緑化に取り組んだ。

久万櫻樹会 221,350 200,000
久万高原町東明神・松山

市久谷国道440号沿

国道440号沿いに植栽されている桜の木の天狗

巣病を除去し、樹勢を回復することにより沿

線の緑化と美化の回復に努めた。

 中予地区森林と緑の推進協議会 821,944 821,944 管内一円

地域住民による公園、広場等の人の集

う場所への植樹活動や標示板設置を

行った。

牛渕昭和倶楽部 200,859 200,000 東温市牛渕龍沢泉
子供をはじめ地元住民により緑化樹を

植栽し、緑化意識の高揚を図った。

 内子町森林と緑の推進協議会 204,120 200,000
内子町北表

（ダラリ権現付近）

地域住民の参加により、石鎚山の分山で地域

名所の一つであるダラリ権現付近にしゃくな

げを植栽し、緑化推進と美観の向上を図る。

 大洲市森林と緑の推進協議会 640,300 640,300 市内一円

市内一円において、地域住民による山

ツツジ・アジサイ・ソメイヨシノ等の

苗木を植栽した。

 伊方町森林と緑の推進協議会 150,000 150,000 伊方町瀬戸
瀬戸アグリピア農村公園において、樹

木を植栽した。

 西予市森林と緑の推進協議会 180,552 180,000
西予市三瓶町主要道路周

辺、公園、公共施設外

西予市三瓶町内の各種団体に、花苗や

苗木を配布し、町内の主要な道路等の

周辺に植栽した。

 西予市森林と緑の推進協議会 204,360 200,000 西予市城川町高川地区内

地域住民が中心となり、花桃の植樹作

業等を行い、地域周辺の緑化整備を推

進する。

 西予市森林と緑の推進協議会 238,968 200,000 西予市明浜町高山

高山往還桜並木育成保存会等の地域づ

くり組織により、市道大早津東水源地

線沿道に桜の苗木を植栽した。

 宇和島市森林と緑の推進協議会 168,410 168,410 市内公共施設、集会所等

地域の団体等へ広葉樹苗木を配布し、

市内の公共施設や集会所等に植栽し

た。

宇和島城城山を守る会 200,096 200,000
宇和島市丸之内

宇和島城

過年度に植栽した樹木等が枯れないよ

う、下刈り等を実施するとともに、本

丸周辺において高木の剪定作業や枯損

木の捕植を行った。

合　　　　　　計 8,060,288 7,819,654  
 

 

 

カ （公社）国土緑化推進機構への交付金の交付（1,430,000 円） 

    （公社）国土緑化推進機構が実施する広域的な森林整備、緑化推進事

業、国際緑化等に活用する経費として、募金額（暦年集計）の３％＋50

万円を同機構に交付した。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



  

３ 森林適正管理事業の実施状況 

 

   林業の採算性の悪化による経営の放棄、離村や高齢化に伴う後継者の不

在などが原因で、長期に渡って必要な施業が行われていない森林を適正に

管理し、森林の公益的機能の回復と持続的な発揮に資することを目的とし

て、平成 14 年度から平成 23 年度までの 10 年間を計画期間として、標記事

業を実施してきた。 

平成 24 年度以降は、森林所有者から 10 年間の長期管理委託契約を受け

た森林の管理業務を継続して行い、これら森林の公益的機能が持続的に発

揮されるよう取り組んでいる。 

更に、平成 29 年度より、国・県の助成を受け、将来に渡って経済的な木

材生産が見込めず、公益的機能の発揮がより期待される針葉樹等伐採跡地

の条件不利森林について、森林所有者に代わり広葉樹を植栽し、モデル林

の造成に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度以降は、森林所有者から 10 年間の長期管理委託契約を受け

た森林の管理業務を継続して行い、これら森林の公益的機能が持続的に発

揮されるよう取り組む必要がある。 

なお、平成 29 年度は次のとおり事業を実施した。 

 

（１）森林受託管理事業(233,830 円)  

 ア 間伐 

間伐未実施となっている森林について調査を実施したが、該当箇所は

なかった。 

件数 面積

四 国 中 央 地 区 39 271.23 286.05 － － －

西 条 地 区 84 266.82 451.99 － － －

今 治 地 区 143 200.29 356.61 － － －

松 山 地 区 328 844.03 1,163.26 － － －

久 万 高 原 地 区 48 281.55 436.53 － － －

大 洲 地 区 401 932.76 1,222.49 － － －

八 幡 浜 地 区 78 192.34 428.49 － － －

宇 和 島 地 区 38 183.81 405.48 － － －

愛 南 地 区 29 88.6 146.15 － － －

合 計 1188 3261.43 4,897.05 0 0 0.00

単位：面積（㏊）、金額（円）

地区名
森林管理委託契約状況

間伐
実施面積
累計（㏊）

平成29年度森林施業委託事業実施

委託
件数

委託料 面積 備考

 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

単年度 362 542 504 488 407 314 396 383 564 937

累　 計 362 904 1,408 1,896 2,303 2,617 3,013 3,396 3,960 4,897

- 8% 19% 29% 40% 48% 55% 63% 71% 83% 102% 102%

森林適正管理事業の達成状況について

実　　　　　　　　績
合　計

4,897

（単位：ha)

区　　分

間伐
面積

達成率

10カ年
計　画

4,800



  

イ 森林保険加入実績 

間伐未実施のため、加入実績はなかった。 

 

ウ 災害復旧 

台風等で罹災した森林は全て植栽、下刈りを完了しているため、実施

実績はなかった。 

 

 

（２）広葉樹林化モデル事業（8,687,132 円) 

    県内の針葉樹伐採跡地において、クヌギ、コナラなどの広葉樹の植栽

を実施し、条件不利地における広葉樹林化をモデル的に造成し、山地災

害防止など、森林の持つ公益的機能を高度に発揮する森林を造成した。 

 

施行地 施業受注者
契約金額
（円）

事業量
（㏊）

事業内容

今治市玉川町

葛谷220ほか
越智今治森林組合 1,786,000 1.01 植栽（クヌギ）、獣害対策

上浮穴郡久万高原町

本組2129ほか
久万広域森林組合 973,000 1.20 植栽（コナラ）

大洲市平野町

野田乙1715
大洲市森林組合 393,000 0.71 植栽（クヌギ）

喜多郡内子町

村前1-1ほか
内子町森林組合 2,460,000 3.12 植栽（クヌギ）

北宇和郡鬼北町

大字延川1550
南予森林組合 3,005,000 1.68 植栽（クヌギ）、獣害対策

合　　　　　　計 8,617,000 7.72  
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