
番号 地方 市町村 申　　　請　　　者 事　　　業　　　名 事　　業　　目　　的 実施金額

1 NPO法人和歌の浦万葉薪能の会 「髙津子山を桜の山に」―髙津子山の整備 髙津子山が咲き乱れる自然豊かな山になるよう整備 300,000

2

浜宮みどりの少年団 植樹及び花等の植栽事業

校内花いっぱい運動を進める 115,519

3
花山うららくらぶ 植樹事業

植樹を通じ自然の恵みの大切さを肌で感じてもらう 144,864

4
和歌山県鳥獣保護員連絡会 実のなる木植樹事業 鳥類の生育環境を良くすると共に、生徒及び地域住民の

自然保護意識を育む 130,696

5 和歌山県立和歌山高等学校 和歌山高校緑の植栽推進事業Ⅲ 体育館周辺を美化整備する一環 99,360

6
和歌山県立和歌山東高等学校 学校中庭の緑化

学校中庭の緑化 廃止

7

海南市 みなみの子みどりの少年団 植樹及び花等の植裁事業
職員・児童が花と樹木で季節感あふれる校地及び周辺環
境を作るため

300,000

小計 7 件 1,090,439

8 紀の川市緑化推進委員会 三和地区緑化事業 周辺環境を保全し、地域住民の憩いの場を維持するため 110,160

9
紀の川市立上名手小学校 上名手小学校学校林整備・活用推進事業

森と遊ぶ・森を感じる・森に学ぶ 300,000

10 いなか伝承社 森のおさんぽ会　特別編 地域の未来のための緑化活動の啓発 39,529

小計 3 件 449,689

11 (公財)橋本市文化スポーツ振興公社 桜づつみ公園植樹事業 環境、景観の美化および憩いの場 298,080

12 上兵庫区長 上兵庫区川堤植樹事業 環境、景観の美化および憩いの場 30,000

13

恋野区長 恋野地区整備事業 環境、景観の美化および憩いの場 85,212

14 似賀尾池水利組合 似賀尾池北側公園整備事業 環境、景観の美化および憩いの場 223,020

15 嵯峨谷区 嵯峨谷花木街道・ホタルと紅葉のスポット設置事業 嵯峨谷花木街道・ホタルと紅葉がたのしめるスポット 60,840

16 すみだこども園保護者会 森のようちえん事業 森林公園の中で木や小動物などの自然に触れる 148,674

17  子育てｻ-ｸﾙぽっぽくらぶ＆ぺこぽこサークル 「自然と触れ合おう」 森の役割や緑化の必要性を学ぶ 291,370

18 NPO法人　ひきこもり支援サークルとらいあんぐる とらいあんぐる森と自然体感事業 森林の持つ癒やし効果と緑化の大切さを体感する 79,396

19 応其こども園保護者会 森のようちえん 森林公園に行き、山や木に触れ色々な経験をする 86,530

20 あや小みどりの少年団 学校を緑でつつもう！ 教育活動の中心に環境教育を位置づける 300,000

21
かつらぎ町 花園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実行委員会 有田川周辺植裁事業

河川沿いにﾓﾐｼﾞの景色を創るため継続的に植栽実施 300,000

22 九度山町 九度山保育所　保護者会 森のようちえん事業 森林公園に行き、山や木に触れ色々な経験をする 46,764

23
高野町 高野町緑化推進協議会 高野山森林公園整備事業 高野山森林公園内ｱｼﾞｻｲ園に足を運ばれた参拝人や住民

の方々を迎えるべく整備 300,000

小計 13 件 2,249,886

森林体験・木工工作

森林体験・植栽（花苗80本）

植栽（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ18本）

森林学習・森林散策・木工工作

植栽（ﾔﾏｱｼﾞｻｲ200本）

植栽（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ12本、ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ4本、ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸﾎﾞｰﾙ4
本、ｶｽﾃﾘﾝﾋﾟﾝｸ3本、ﾁｬｯﾌﾟﾘｯﾄ3本、紅額ｱｼﾞｻｲ3本、城ヶ崎
ｱｼﾞｻｲ3本）

植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ30本）

植栽（ﾓﾐｼﾞ20本）

森林散策・木工工作・竹工作

森林体験・木工工作

森林体験・植栽（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ40本）

紀の川市

橋本市

事　業　内　容

植栽（ｻﾝｼｮｳﾉｷ1本、ｳﾒﾓﾄﾞｷ1本、ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ20本、ﾈﾑﾉｷ1
本、ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ1本、ﾔﾏﾓﾓ1本、ｽﾀﾞｼﾞｲ1本、ﾏﾕﾐ1本）

植栽（ﾔﾏﾌﾞｷ100本）

実施する中庭調査の結果、浄化槽・配管等があり将来的に
樹木の生長に支障が出る事がわかったため

植栽（苗木　ﾕｷﾔﾅｷﾞ 10本、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 2本、ｼﾞｭｰﾝﾍﾞﾘｰ 2
本、花苗　ﾅﾃﾞｼｺﾃﾙｽﾀｰ100本、ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｸﾗﾒﾝ100本、葉ﾎﾞﾀ
ﾝ50本、ｼﾞｭﾘｱﾝ100本、ﾊﾟﾝｼﾞｰ100本、ﾋﾞｵﾗ100本、ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ
100本、芝ｻﾞｸﾗ50本、日々草100本、ﾛﾍﾞﾘｱ100本、ﾊﾞｰﾍﾞﾅ50
本、ﾍﾞｰｼﾞｰ50本）

植栽（ｿﾒｲﾖｼﾉ 10本）

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ・草木染め・森林体験・木工クラフト・間伐作業

平成２７年度　緑の募金事業実施一覧表

伊都

和海

那賀

和歌山市

草刈り・枝落とし

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 100本､ﾌﾞﾙｰｻﾙﾋﾞｱ 227本、ｻﾙﾋﾞｱ 467本、ﾍﾟﾆｭﾆ
ｱ 80本、ﾋﾞｵﾗ 2,431本、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ 3,888本、ﾊﾟﾝｼﾞｰ 267本

植栽（ﾔﾏﾂﾂｼﾞ10本、ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ10本、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ15本、ﾔﾏｱ
ｼﾞｻｲ25本、ｺｳﾔﾏｷ2本）・草刈り・枝落とし

自然体験（森のお散歩）、植栽（ｺｳﾔﾏｷ1本）

植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ30本、ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ30本）

植栽（ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ2本、ﾔﾏｻﾞｸﾗ1本）



番号 地方 市町村 申　　　請　　　者 事　　　業　　　名 事　　業　　目　　的 実施金額事　業　内　容

平成２７年度　緑の募金事業実施一覧表

24
有田 有田市 有田市みどりの少年団 みどりの少年団活動支援事業

実践活動を通じ自然を愛する心豊かな人間性を育てる 30,000

小計 1 件 30,000

25 印南町緑化推進会 印南町植栽事業 緑化の推進と景観整備を図る 165,240

26 切目川ダム環境整備ボランティア協議会 切目川ダム環境整備事業 ダム周辺環境への愛着を深め、景観の向上を図る 219,600

27 みなべ町 軽井川区 軽井川区緑化事業 地区民の交流・国道利用者の緑化意識向上 92,600

28

日高川町みどりの少年団
（中津支部）

学校の緑化事業並びに緑化啓発事業
自然に親しみ緑を大切にする気持ちを育てる 36,482

29

日高川町みどりの少年団
（美山支部）

ふるさと美山の自然・林業・環境から学ぶ 自然に親しみ豊かな山林の環境を保全する精神を育む

233,002

小計 5 件 746,924

30 紀伊田辺ライオンズクラブ 「ライオンズの森」桜植栽事業 「ライオンズの森」桜植栽 121,500

31 西大谷愛郷会 西大谷地区周辺緑化事業 西大谷地区の緑化 300,000

32
近野小学校 学校の緑化 校門付近の植木の充実と花壇等の充実を図り、校内の緑

化に努める 148,063

33
上富田町 生馬小学校

｢校庭の植樹活動・環境美化活動」
＆「地域の環境美化活動」

地域の美化活動・「口熊野の森」植樹活動・校庭内の植樹
活動・花作り活動 180,000

小計 4 件 749,563

34
東牟婁 新宮市 新宮港振興会 平成２７年度黒潮公園緑化整備事業 黒潮公園を新宮港内における色鮮やかな緩衝帯として整

備 300,000

小計 1 件 300,000

合計 34 件 5,616,501

植栽（ﾔﾏｱｼﾞｻｲ300本、ﾂﾂｼﾞ100本）

森林体験・木工教室・植栽（花苗　日々草40本、ﾄﾚﾆｱ40本、
ﾎﾟｰﾁｭﾗｶ40本、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ40本、ｻﾙﾋﾞｱ20本、ﾌﾞﾙｰｻﾙﾋﾞｱ10
本、ﾒﾗﾝﾎﾟｼﾞｭﾗﾑ20本、とうがらし20本、ﾊﾟﾝｼﾞｰ40本、ﾋﾞｵﾗ40
本、ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｸﾗﾒﾝ20本、ﾍﾞｺﾞﾆｱ40本、ｼﾞｭﾘｱﾝ40本、ﾎﾟﾘｱﾝ40
本、ｱﾘｯｻﾑ40本、ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ40本、桜草40本、ﾘｰｶﾞｽﾍﾞｺﾞﾆｱ
40本）

植栽（ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ10本）

植栽(ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ150本、ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ50本）

植栽（苗木　ｱｼﾞｻｲ2本　花苗　ﾊﾟﾝｼﾞｰ等））

植栽（種まき　ｹｲﾄｳｽﾏｰﾄﾙｯｸﾚｯﾄﾞ、ｻﾙﾋﾞｱﾌﾗﾒﾝｺﾚｯﾄﾞ等）

植栽（花苗ﾃﾞｰｼﾞｰ30本、ﾋﾞｵﾗ45本、ﾉｰｽﾎﾞｰﾙ30本、ﾊﾟﾝｼﾞｰ
45本、ﾌﾟﾘﾑﾗ15本）

植栽（ｴﾄﾞﾎｶﾞﾝｻﾞｸﾗ35本、ｻﾂｷ60本、ﾔﾏｻﾞｸﾗ25本）

植栽（ｻﾂｷ200本）

植栽（ﾍﾞﾆﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ60本）

植栽（苗木　ﾕｷﾔﾅｷﾞ5本、花苗　ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ､ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ、ﾊﾟﾝ
ｼﾞｰ、ﾍﾞｺﾞﾆｱ、ﾎﾟｰﾁｭﾗｶ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）日高

日高川町

印南町

西牟婁

田辺市


