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少年団の育成公共施設の緑化

緑の募金

緑化木の配布
森林の整備

緑の募金期間 春期：4月1日～5月31日 秋期：9月1日～10月31日

愛知県内の募金団体（56団体） 緑の募金についてのお問合せは、お近くの募金団体へお願いします
名古屋市緑化推進委員会

（公財）豊橋みどりの協会

岡崎市緑の募金委員会

一宮市緑化推進市民協議会

瀬戸市緑の募金委員会

半田市緑の募金事務局

春日井市緑の募金委員会

豊川市緑の募金委員会

津島市緑の募金委員会

碧南市緑の募金委員会

刈谷市緑化推進協議会

豊田市緑の募金委員会

安城市緑化推進委員会

西尾市緑の募金委員会

蒲郡市緑の募金委員会

犬山市緑の募金委員会

常滑市緑の募金

江南市緑の募金会

小牧市緑化推進協議会

稲沢市緑の募金の会

新城市緑の募金委員会

東海市緑の募金

大府市緑の募金

知多市緑化推進会

知立市緑化推進協議会

尾張旭市緑の募金委員会

高浜市緑の募金委員会

岩倉市緑の募金の会

豊明市緑の募金委員会

日進市緑の募金委員会

田原市緑の募金委員会

愛西市緑の募金委員会

清須市緑化推進協議会

北名古屋市緑の募金委員会

弥富市緑の募金委員会

みよし市緑と花の推進委員会

あま市緑の募金委員会

長久手市緑の羽根募金委員会

東郷町緑の募金委員会

豊山町緑の募金

大口町緑化推進委員会

扶桑町緑化推進委員会

大治町緑の募金委員会

蟹江町緑の募金委員会

飛島村緑の募金委員会

阿久比町緑募金委員会

東浦町緑の募金委員会

南知多町緑の募金委員会

美浜町緑の募金委員会

武豊町緑の募金委員会

幸田町緑化推進委員会

設楽町緑の募金委員会

東栄町緑化推進委員会

豊根村緑の募金委員会

（一社）日本ボーイスカウト愛知連盟

（一社）ガールスカウト愛知県連盟

にご協力をお願いします

緑の募金に御協力いただきありがとうございます
2021年の緑の募金実績は、83,017,085円でした。（前年比112.0％）

１ 森林の整備および緑化の推進（10,940千円）

市町村及び緑化推進委員会による苗木の配布
●緑化木配布事業　18市町　4,080本

3名4団体を愛知県植樹祭の席上で表彰
●緑化功労者表彰

学校やみどりの少年団、活動団体等による苗木の植栽、里山の
整備等

●地域緑化促進事業　14箇所

学校の創立記念植樹、緑のまちづくりを推進するための植樹等
●県民参加の緑づくり活動推進事業　1校1団体

森林・林業関係イベントで緑化の普及啓発を実施
●普及啓発活動　3件

学習活動、奉仕活動、野外活動等に対する助成
●みどりの少年団活動　76団

2 緑の募金事業（18,414千円）

4 （公社）国土緑化推進機構交付金（1,910千円）

緑の募金推進キャンペーン（毎年5月[みどりの日]）
緑化強調期間（春［4月1日～5月31日］、秋［9月1日～10月31
日］による植樹活動、啓発活動等）

●緑の募金活動推進

「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(緑の募金
法)」第18条の規定による交付金

委員会管理費等
●募金管理費
緑の羽根、募金箱等

●募金資材購入

委員会管理費等
●事業管理費

学校緑化コンクールの実施
国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクールへの推薦

●コンクール等の実施及び推薦

市町村等56団体が地域の環境緑化等に活用
森林整備、公共施設緑化、普及啓発、みどりの少年団育成等

3 募金団体への交付金（51,753千円）

緑の募金は、家庭・学校・企業・職場・街頭など、多くの皆様のご協力により支えられています。
こうした募金は、森林の整備や緑化の推進、青少年の育成など様々な事業に活用されています。

緑の募金

野生動物の
すみか

川や海の生物
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緑化木配布

学校の緑化

緑を増やす

私たちは「緑の募金」をすることで
　SDGsが掲げる17のゴールの達成に貢献しています

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6月施行）
に基づき、愛知県知事が指定した公益社団法人愛知県緑化推進委員会が、市町村等
の緑の募金団体の協力を得て実施しています。

「緑の募金」とは

家庭募金、学校募金、企業募金、職場募金、街頭募金、常設募金箱の設置、ピンバッジ
募金、緑の募金自販機の設置等がございます。（詳しくはホームページをご覧ください）

募金の方法

・
・

・

二酸化炭素の吸収源となる緑が増え、地球温暖化の防止に貢献します。
学校や公園等、公共施設等への植栽や整備を行い、潤いと安らぎのある快適な
環境をつくります。
CSR活動として取り組むことにより、企業のイメージアップにつながります。

募金のメリット

「緑の募金」として多額のご寄附（個人10万円以上、企業・団体20万円以上）をいただい
た皆様に県緑化推進委員会会長（愛知県議会議長）感謝状を贈呈。また、3万円以上の
ご寄附をいただいた企業・団体へは、緑の募金協力木製プレートを贈呈しております。

顕彰制度

令和3年度
愛知県緑化ポスター原画コンクール

小学生の部
特選【愛知県知事賞】

雨宮颯汰さんの作品（春日井市）

中学生の部
特選【愛知県知事賞】

榑林佳穂さんの作品（刈谷市）

SDGs（持続可能な開発目標）とは、貧困や気候変動、平和、環境など
世界が抱える課題に対処するため、国連が定めた17の目標です。
私たちは、緑の募金を通じて、SDGsの達成に向けて貢献していきます。

木材の利用

緑 の 募 金
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半田市緑の募金事務局

春日井市緑の募金委員会

豊川市緑の募金委員会

津島市緑の募金委員会

碧南市緑の募金委員会

刈谷市緑化推進協議会

豊田市緑の募金委員会

安城市緑化推進委員会

西尾市緑の募金委員会

蒲郡市緑の募金委員会

犬山市緑の募金委員会

常滑市緑の募金

江南市緑の募金会

小牧市緑化推進協議会

稲沢市緑の募金の会

新城市緑の募金委員会

東海市緑の募金

大府市緑の募金

知多市緑化推進会

知立市緑化推進協議会

尾張旭市緑の募金委員会

高浜市緑の募金委員会

岩倉市緑の募金の会

豊明市緑の募金委員会

日進市緑の募金委員会

田原市緑の募金委員会

愛西市緑の募金委員会

清須市緑化推進協議会

北名古屋市緑の募金委員会

弥富市緑の募金委員会

みよし市緑と花の推進委員会

あま市緑の募金委員会

長久手市緑の羽根募金委員会

東郷町緑の募金委員会

豊山町緑の募金

大口町緑化推進委員会

扶桑町緑化推進委員会

大治町緑の募金委員会

蟹江町緑の募金委員会

飛島村緑の募金委員会

阿久比町緑募金委員会

東浦町緑の募金委員会

南知多町緑の募金委員会

美浜町緑の募金委員会

武豊町緑の募金委員会

幸田町緑化推進委員会

設楽町緑の募金委員会

東栄町緑化推進委員会

豊根村緑の募金委員会

（一社）日本ボーイスカウト愛知連盟

（一社）ガールスカウト愛知県連盟

にご協力をお願いします

緑の募金に御協力いただきありがとうございます
2021年の緑の募金実績は、83,017,085円でした。（前年比112.0％）

１ 森林の整備および緑化の推進（10,940千円）

市町村及び緑化推進委員会による苗木の配布
●緑化木配布事業　18市町　4,080本

3名4団体を愛知県植樹祭の席上で表彰
●緑化功労者表彰

学校やみどりの少年団、活動団体等による苗木の植栽、里山の
整備等

●地域緑化促進事業　14箇所

学校の創立記念植樹、緑のまちづくりを推進するための植樹等
●県民参加の緑づくり活動推進事業　1校1団体

森林・林業関係イベントで緑化の普及啓発を実施
●普及啓発活動　3件

学習活動、奉仕活動、野外活動等に対する助成
●みどりの少年団活動　76団

2 緑の募金事業（18,414千円）

4 （公社）国土緑化推進機構交付金（1,910千円）

緑の募金推進キャンペーン（毎年5月[みどりの日]）
緑化強調期間（春［4月1日～5月31日］、秋［9月1日～10月31
日］による植樹活動、啓発活動等）

●緑の募金活動推進

「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(緑の募金
法)」第18条の規定による交付金

委員会管理費等
●募金管理費
緑の羽根、募金箱等

●募金資材購入

委員会管理費等
●事業管理費

学校緑化コンクールの実施
国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクールへの推薦

●コンクール等の実施及び推薦

市町村等56団体が地域の環境緑化等に活用
森林整備、公共施設緑化、普及啓発、みどりの少年団育成等

3 募金団体への交付金（51,753千円）

緑の募金は、家庭・学校・企業・職場・街頭など、多くの皆様のご協力により支えられています。
こうした募金は、森林の整備や緑化の推進、青少年の育成など様々な事業に活用されています。

緑の募金

野生動物の
すみか

川や海の生物
を育てる

森を元気
にする

安らぎを
与える

少年団の育成

水を
蓄える

森の整備

町の緑化

緑化木配布

学校の緑化

緑を増やす

私たちは「緑の募金」をすることで
　SDGsが掲げる17のゴールの達成に貢献しています

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6月施行）
に基づき、愛知県知事が指定した公益社団法人愛知県緑化推進委員会が、市町村等
の緑の募金団体の協力を得て実施しています。

「緑の募金」とは

家庭募金、学校募金、企業募金、職場募金、街頭募金、常設募金箱の設置、ピンバッジ
募金、緑の募金自販機の設置等がございます。（詳しくはホームページをご覧ください）

募金の方法

・
・

・

二酸化炭素の吸収源となる緑が増え、地球温暖化の防止に貢献します。
学校や公園等、公共施設等への植栽や整備を行い、潤いと安らぎのある快適な
環境をつくります。
CSR活動として取り組むことにより、企業のイメージアップにつながります。

募金のメリット

「緑の募金」として多額のご寄附（個人10万円以上、企業・団体20万円以上）をいただい
た皆様に県緑化推進委員会会長（愛知県議会議長）感謝状を贈呈。また、3万円以上の
ご寄附をいただいた企業・団体へは、緑の募金協力木製プレートを贈呈しております。

顕彰制度

令和3年度
愛知県緑化ポスター原画コンクール

小学生の部
特選【愛知県知事賞】

雨宮颯汰さんの作品（春日井市）

中学生の部
特選【愛知県知事賞】

榑林佳穂さんの作品（刈谷市）

SDGs（持続可能な開発目標）とは、貧困や気候変動、平和、環境など
世界が抱える課題に対処するため、国連が定めた17の目標です。
私たちは、緑の募金を通じて、SDGsの達成に向けて貢献していきます。

木材の利用

緑 の 募 金
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最近５か年の実績（千円）

緑の募金の推移（種別内訳）

693

7,451

14,190

15,019

35,932

821

671
83,017

7,301

16,023
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1035

R3緑の募金実績 83,017（千円）

39,756（千円）
48%

家庭募金
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企業募金
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