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　当委員会の主要業務であります、緑の募金運動を本年度も３月25日（水）から５月31日（日）までの間、

県下一斉に展開しました。

　例年、募金運動初日にイオン鳥取北店とイオン日吉津ショッピングセンターでみどりの少年団による街頭募

金を実施していましたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、街頭募金は中止といたしました。

　家庭募金、職場募金、企業募金にご協力をいただきありがとうございました。

　９月１日より秋の緑の募金運動を実施します。みなさまのご協力、よろしくお願いします。

　令和２年募金運動計画

　（１）目 標 額　2,200万円

　（２）募金期間　春期　令和２年３月25日（水）～５月31日（日）

　　　　　　　　 秋期　令和２年９月１日（火）～ 10月31日（土）

　（３）募金方法　学校募金、家庭募金、職場募金、企業募金等

　この緑の募金は、「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）に基づいて実

施するもので、森林整備や地域・学校などの身近な緑化の推進、次世代の森林環境を担っていく、みどりの少

年団の育成等に有効に活用させていただきます。

　　令和２年（2020年）春の緑の募金結果は、

学校募金92万円、家庭募金1,481万円、企業募金71万円、職場募金210万円、その他募金16万円、

　　合計1,870万円　対前年比94.2%となりました。

　いただきました浄財は外部有識者による「緑の募金等運営協議会」で審査等を経た上で、緑化事業の推進に

大切に使わせていただき、皆様方の地域環境の改善等に役立たせていただきます。

■春の緑の募金にご協力いただき、ありがとうございました。■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動



■自動販売機で緑の募金　　　　　　

■第61回全国植樹祭が神奈川県で開催される

■公募事業を募集しています

■事務局より

　令和２年２月14日（金）に、第８回通常総会を正会員96名のうち76名

（出席27名、委任状49名）の出席を得て開催しました。

　総会は藤縄 喜和理事長の挨拶に続いて、公益社団法人国土緑化推進機

構からの祝辞披露、その後議長に智頭町森林組合代表理事組合長　寺坂 

安雄さんを選出し、議

事に入りました。

　二つの議案「令和元

年度事業報告及び収支

決算について」と「役員の改選について」をご審議いただき、

承認されました。

　報告事項「令和２年度事業計画及び収支予算について」

も了解をいただきました。

　今年度の事業の推進について、皆様方の温かいご理解、ご協力をよろしくお願いします。

と　き　令和２年２月14日（金）
ところ　白兎会館「ちどり」

■第8回通常総会の開催　■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動

　令和２年３月25日（水）、全日本ロータス同友会 鳥取

県支部様より「緑の募金」へのご寄付があり、事務局の

谷口 裕加様より当委員会松原 節夫常務理事へ贈呈してい

ただきました。

　令和２年７月８日（水）、パナソニックアソシエイツ鳥

取株式会社様より「緑の募金」へのご寄付があり、県議会

議長室において、代表取締役社長山田 哲様、社員代表と

して中島 光広様より当委員会藤縄 喜和理事長（県議会議

長）へ贈呈していただきました。

　「緑の募金」へのご協力、誠にありがとうございました。

　ご寄付いただきました「緑の募金」は、緑豊かでうるおいのある郷土を次代に引き継ぐため、森林整備、身

近な環境の緑化推進や県内の小学校で組織されているみどりの少年団の育成等のため有効に活用させていただ

きます。

■緑の募金贈呈式■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動



■自動販売機で緑の募金　　　　　　

■第61回全国植樹祭が神奈川県で開催される

■公募事業を募集しています

■事務局より

公益社団法人 鳥取県緑化推進委員会役員名簿

区　分 氏　名 会員区分 摘　　　　　要

理 事 長 藤縄　喜和 正　会　員 鳥取県議会議長

副理事長 森本　智史 正　会　員 鳥取県農林水産部森林・林業振興局長

副理事長 前田　幸己 正　会　員 鳥取県森林組合連合会代表理事会長

理　　事 奥本　範子 正　会　員 鳥取県連合婦人会会長

理　　事 亀屋　愛樹 正　会　員 鳥取県市長会事務局長

理　　事 小谷　　章 正　会　員 鳥取県町村会　大山町副町長

理　　事 谷垣　重彦 正　会　員 烏取県農業協同組合中央会専務理事

理　　事 茅原　和彦 賛 助 会 員 日本海テレビジョン放送（株）専務取締役

理　　事 中村　力男 正　会　員 （一社）鳥取県建設業協会専務理事

理　　事 藤原　眞澄 正　会　員 鳥取県山林樹苗協同組合理事長

理　　事 荒木　隆宏 賛 助 会 員 （株）新日本海新聞社総務局次長

理　　事 霜村　芳照 正　会　員 鳥取県木材協同組合連合会副会長

常務理事 松原　節夫 正　会　員 （公社）鳥取県緑化推進委員会事務局長

監　　事 西谷　勝之 正　会　員 （一社）鳥取県造園建設業協会会長

監　　事 長谷川和郎 正　会　員 鳥取県椎茸生産組合連合会会長

（任期：令和３年２月総会終了時）



■自動販売機で緑の募金　　　　　　

■第61回全国植樹祭が神奈川県で開催される

■公募事業を募集しています

■事務局より

■第65回鳥取県植樹祭の開催について■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を延期していましたが、森林の役割や大切さ、森・川・海のつ

ながり、農林水産業との関連性等について情報発信し、植樹活動等を通じて、広く森林づくり活動に県民参加

を呼び掛けるとともに、「とっとりグリーンウェイブ」の気運を更に高めるため、第65回鳥取県植樹祭を開催

します。

１　テ ー マ　「カジカ鳴く　清流育む　森
も

林
り

づくり」

２　日　　時　令和２年10月31日(土)　午前10時から午後３時まで

３　場　　所　東伯郡三朝町横手　「ふるさと健康むら」

４　主　　催　鳥取県、三朝町、公益社団法人鳥取県緑化推進委員会

５　協　　力　鳥取県中部森林組合、株式会社山陰合同銀行

６　来場者数　県民、みどりの少年団など200人

７　開催概要

　◇式　典（午前10時から）

　　・オープニング　太鼓演奏（三徳山行者太鼓保存会 えん太）

　　　　　　　　　　みどりの少年団入場行進

　　・表　彰

　　　○県植樹祭テーマ

　　　　最優秀賞：森
もり

　勇
とし

樹
き

さん （応募時　米子市)

　　　　優 秀 賞：石
いし

橋
ばし

　瑠
る

奈
な

さん （応募時　湯梨浜町立羽合小学校５年）

　　　○鳥取県美しいもりづくり功労者知事表彰　５名

　　・森林・みどりへの想い発表

　　　　みどりの少年団代表ほか

　　・代表植樹（みどりの少年団が育てたヤマボウシ）

　　・「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の開催ＰＲ

　◇参加者植樹（午前11時から）

　　　シャクナゲ、ヤマボウシ、イロハモミジ、イタヤカエデを植樹

　◇森林・木にふれる催し（午後１時から）

　　・木工教室　　・日本遺産ガイドによる三朝温泉散策

　◇その他

　　・三朝町特産物等の販売、緑化苗木無料配布

　　・ 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取、みどりの少年団による苗木スクールステイ、とっとり共生の森、

Ｊ－クレジット､ 県産材需要拡大への取り組み

８　新型コロナウイルス感染症対策の取組

　感染症対策として以下の取組を実施し、守られない場合は入場をお断りします。また、このことを開催チラ

シ等により事前周知します。

　・入場時の検温(発熱があった場合、入場をお断りします。)　　・マスクの着用

　・こまめな手指消毒（受付及び会場に消毒用アルコール設置）　　・人と人の距離の確保

　・緊急時連絡先記入及び接触確認アプリ(ＣＯＣＯＡ)の事前ダウンロードのお願い



■自動販売機で緑の募金　　　　　　

■第61回全国植樹祭が神奈川県で開催される

■公募事業を募集しています

■事務局より

■誕生記念樹贈呈事業■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動

　お子様の誕生をお祝いし、県内に居住している誕生１年以内の赤ちゃんを対象に「誕生記念樹贈呈事業」を

実施しています。

　対象は、令和元年９月１日～令和２年８月31日までに生まれた鳥取県内在住の赤ちゃんで、応募いただく

方も鳥取県内在住者に限ります。募集期間は、令和２年９月１日（火）～ 10月20日（火）まで。

　贈呈樹種は、「ヤマボウシ」「ハナミズキ」「シャラノキ」「コデマリ」「オタフクナンテン」「コムラサキシキ

ブ」「アジサイ（紅）」の苗木７種類150本。該当される赤ちゃんがおられましたら、ぜひご応募ください。

　詳しい案内は、本委員会のホームページをご覧ください。

　（写真はすべてイメージ写真です。）

ヤマボウシ ハナミズキ

シャラノキ

コデマリ オタフクナンテン

コムラサキシキブ アジサイ（紅）



■自動販売機で緑の募金　　　　　　

■第61回全国植樹祭が神奈川県で開催される
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お問い合わせ先会員募集のお願い
　公益社団法人鳥取県緑化推進委員会は、県民の皆様による「緑の募金」

等を財源として、森林の整備や緑化の推進を通じて、緑豊かな住みよ

い県土の発展に寄与することを目的として設立された公的団体です。

　本委員会の組織運営は、緑の募金及び正会員（県、市町村、団体、個人）

及び賛助会員（企業）の皆様からの会費を主要な財源としており、県

民の皆様のご理解・ご協力の上に成り立っています。

　趣旨にご賛同いただける皆様のご加入を心よりお願い申し上げます。

　　　会員年会費　：　個人・団体・企業　　一口　１万円

〒680-8570　鳥取市東町一丁目220
鳥取県農林水産部森林・林業振興局内
公益社団法人鳥取県緑化推進委員会
電話：0857-26-7416
FAX：0857-26-8192
URL：http://www.tottori-green.or.jp

■令和３年（2021年）用国土緑化運動・育樹運動の標語を募集しています■第14回通常総会の開催　　　　　　

■平成22年度　緑の募金運動

　国土緑化運動の一環として、植樹及び森林・樹木の保護・育成の助長並びに一般国民の緑化思想の高揚を図

るため、緑化に関するポスター等に使用する標語を募集しています。

　

○標語の内容：簡潔で語調がよく、国土緑化の意を表し、

植樹及び森林・樹木の保護・育成又は環境

緑化意欲の高揚を強調したものであり、創

作に限ります。

○応 募 方 法：ハガキに住所、氏名、職業（学校名・学年）、

標語を記載して応募してください。

○締 め 切 り：令和２年10月９日（金）

○そ　の　他：入賞作品の著作権は、公益社団法人国土緑

化推進機構に帰属。

○応　募　先：〒680-8570

　　　　　　　鳥取市東町一丁目220番地

　　　　　　　鳥取県農林水産部森林・林業振興局内

　　　　　　　　公益社団法人鳥取県緑化推進委員会

※ 国土緑化運動及び植樹運動ポスターに使用する作品については、必要に応じて一部修正を加えることがあります。


