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

1 和歌山西ライオンズクラブ
和歌山市７ライオンズクラブ
アースデー合同例会（植樹アクティビティ）

アースデー地球の日（４月２２日）前後に地球
環境保護の市民運動としての松の苗木を植樹
する。

植栽（クロマツ50本） 268,326

2 浜宮みどりの少年団 植樹及び花等の植栽事業
校庭に学年の木を植樹し、校内花いっぱい運
動を進める

植栽（苗木　マンサク3本、アジサイ3本　花
苗　サクラソウ100本、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ100本、ｻ
ﾙﾋﾞｱ60本、ﾍﾟﾁｭﾆｱ60本、ポーチュラカ80
本、ﾍﾞｺﾞﾆｱ60本、ﾊﾟﾝｼﾞｰ60本、ﾋﾞｵﾗ100本、
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ300球） 254,890

3 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 髙津子山を桜の山に再生する 植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ5本）、下草刈り

400,000

4 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
もらうため

植栽（ﾔﾏﾂﾂｼﾞ15本、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ25本、ﾊﾞｲｶ
ｳﾂｷﾞ10本、ﾔﾏｱｼﾞｻｲ20本）、下草刈り、剪
定等 152,402

5 加太北丁自治会 加太北の浜緑化推進事業 暴風・防砂・景観美化並びに津波減災 植栽（ｸﾛﾏﾂ35本）

180,100

6 加太観光協会 加太「うみと森をつなぐプロジェクト」
海の環境保全、郷土愛を育む地域づくり、花の
名所づくりを目的に、加太湾へそそぐ川のある
森林公園で植栽を行う。

植栽（ガクアジサイ500本）
320,680

7 那賀 紀の川市 上名手小学校 上名手小学校学校林活用推進事業

学校林での様々な体験活動等を通じて、人々
の生活や環境と森林との関係について理解・
関心を深め、森林と人が共生する社会の実現
を担う児童を育成する

森林体験学習・木工工作・草木染

141,493

8 （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、景観の美化及び憩いの場とするため 植栽（エドヒガン30本）

197,640

9 円津庵郷土の森を守る会 円津庵郷土の森整備事業　三期整備 環境、景観の美化及び憩いの場とするため 植栽（ヤマザクラ20本）

158,220

10 市民憩いの広場維持管理委員会 平成２９年度　市民憩いの広場植樹事業
植樹により景観を整備し、憩いの場としての機
能を増進するため

植栽（ヤマブキ60本、マルバシャリンバイ50
本、南天25本）

298,836

11 似賀尾池水利組合 似賀尾池北側公園整備事業　五期整備
環境・景観の美化及び市民の憩いの場とする
ため

植栽（エドヒガン20本）
265,507

12 名倉南区 名倉南区ポケットパーク整備事業
環境・景観の美化及び市民の憩いの場とする
ため

植栽（フジ2本、サツキ５０本）

97,000

13 橋本ひだまり倶楽部 市民に愛される「郷土の森」つくり
年間を通じて市民に愛される「郷土の森づくり」
を目指す。

植栽（イロハモミジ15本、アキグミ10本）、草
刈、伐採

384,580

14 高野口町上中区 橋本市高野口町上中地区緑化推進啓発事業
間伐体験、木工体験、植樹により地域住民、
子どもたちの緑化推進啓発を行う

植栽（ドウダンツツジ10本）、間伐体験、木
工体験

338,040

橋本市伊都

平成２９年度　緑の募金事業（１次）　交付金　実績

和歌山市和海



15 幼保連携型認定こども園あやの台幼稚園 緑いっぱい自然体験事業
植樹、自然体験をとおして緑化啓発および環
境づくりを行う

植栽（サツキ300本）、自然探索、木工体験

400,000

16 あやの台保育園 緑いっぱい自然体験事業
植樹、自然体験をとおして緑化啓発および環
境づくりを行う

植栽（サツキ300本）、自然探索、木工体験

400,000

17 すみだこども園保護者会 ひだまり探検隊、すみだこども園植樹事業
園児が森林公園に行き、山や木に触れ、指導
者から山の動きを教わったり山の恵みを使っ
てノコギリの使い方を経験する。

植樹（ヤマモモ1本、アキグミ1本）、木工体
験

199,784

18
特定非営利活動法人ひきこもり
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 緑化、森林整備の重要性を学ぶ 森林セラピー体験・植栽

111,672

19 応其こども園保護者会 子どもの森林探検隊、応其こども園植樹事業
園児が森林公園に行き、山や木に触れ、指導
者から山の動きを教わったり山の恵みを使っ
てノコギリの使い方を経験する

植栽（サツキ8本）、森林体験学習・木工工
作

126,777

20 紀見地区子育てサークル「ぽっぽくらぶ」 自然とふれあい学び事業

未就園児親子が森林公園に行き、木に触れ指
導者から山の機能を教わったり、森にあるもの
で工作することで森の役割、緑化の必要性を
学ぶ。

森林学習、森林公園内観察、木工工作

213,380

21 あや小みどりの少年団 運動場を緑でつつもう！

教育活動の中心に環境教育を位置づける。
学校内の自然環境を充実させるとともに、地域
の人々と協働し、地域の環境美化活動や保全
活動を行う。

植栽（パンジー240本）

349,704

22 清水小みどりの少年団 学校を花でいっぱいにしよう
校庭樹木の剪定、森林間伐体験により緑の大
切さを知る。

校庭整備、樹木の剪定、木工工作、自然観
察、間伐体験

135,901

23 恋野小みどりの少年団 恋野小学校周辺の緑化
緑化意識の高揚、自然とのふれあいを楽し
み、森林や緑への関心を深める

植栽（イヌマキ6本）、木工工作

286,890

24 萩原町内会 萩原地区環境美化事業
地区の環境美化を図り、住民の憩いの場とす
る

植栽（ヤマザクラ8本、サツキ20本）

89,208

25 花園ボランティア実行委員会 有中谷川周辺植栽事業 河川沿いにもみじの景観を創る 植栽（イロハモミジ25本）

400,000

26 九度山町 九度山保育所 九度山保育所　森の元気っ子事業
園児が森林公園に行き、山や木に触れ、指導
者から山の動きを教わったり山の恵みを使っ
てノコギリの使い方を経験する

森林体験学習・間伐・木工工作

81,150

27 高野町 高野町緑化推進協議会 高野山森林公園整備事業 高野山森林公園内のアジサイ園緑化 植栽（ﾔﾏｱｼﾞｻｲ160本）
321,408

28 有田市 有田市みどりの少年団 宮原地域緑化推進等活動事業 校内の花壇の手入れや地域森林の整備活動
植栽（花苗　ペチュニア45本、べゴニア45
本、ポーチュラカﾞ45本、トレニア45本）

50,000

29 有田市 ありだ里山緑化友の会 千田里山桜植栽事業
北山山頂付近（須佐神社本宮跡地）の桜植栽
事業

植栽（エドヒガン60本）

400,000

30 湯浅町 山田山ホタルと緑の会 山田山ホタル生息地緑化事業 ホタル生息地上流部の緑化事業 植栽（ヤマザクラ20本、エドヒガン20本）

278,208

橋本市

伊都

有田

かつらぎ町



31 有田川町 有田川町立石垣中学校 石垣中学校緑化事業 校庭の緑化整備及び生徒への緑化推進啓発 植栽（サツキ20本）

51,632

32 有田川町 あじさい祭り実行委員会 吉原区アジサイ園緑化事業 吉原区アジサイ園の緑化事業 植栽（ヤマアジサイ５１本）

166,183

33 有田川町 和歌山県鳥獣保護管理員連絡会 実のなる木植樹事業
鳥類や小動物の良好な生育環境の形成を図
り、地域住民の自然保護意識を育む

植栽（ネムノキ3本、ネズミモチ1本、ムクロ
ジ2本、イタヤカエデ2本、タラヨウ2本、イロ
ハモミジ1本） 317,556

34 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
植栽（ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ10本、ｻﾂｷ10本、ヤマザ
クラ50本、ﾔﾏﾂﾂｼﾞ50本、カスミザクラ15本）

235,143

35 切目中学校みどりの少年団 「ふるさと切目の自然・林業・文化・環境から学ぶ」
林業学習を通してふるさとの文化や産業を知
る。環境美化に努め、環境問題に関心を高め
る

植栽（ベゴニア40本、ロベリア40本、ペチニ
ア40本、ガザニア21本、ネメシア11本、ナス
タチウム10本、コリウス40本、パンジー80
本、ビオラ68本、ノースボール40本、アリッ
サム40本、テルスター40本、ジュリアン40
本、ガーデンシクラメン20本、デージー40
本、バコバ20本、ハボタンミニ13本、リーガ
スベゴニア40本）、木工工作

243,000

36 晩稲区 常楽広場緑化事業
緑化事業により地区民の交流及び緑化意識向
上を図る

植栽（サツキ30本、カジカエデ5本）

38,340

37 高野区 高野緑化事業
植栽を通じて地区民の親睦及び緑化推進を図
る

植栽（サツキ30本、ウバメガシ40本、イヌツ
ゲ9本）

38,415

38 日高川町 伊藤川区 地区の緑化・環境整備 区内の広場の緑化を行い、憩いの場とする 植栽（エドヒガン10本、ヤマアジサイ7本）

107,827

40 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 学校緑化並びに緑化普及啓発
植栽（苗木：ｷﾝﾓｸｾｲ1本　花苗：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ
100球、ﾊﾟﾝｼﾞｰ20本、ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ20本、ﾍﾞｺﾆｱ
20本、ﾎﾟｰﾁｭﾗｶ20本、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ20本） 74,207

41 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 学校環境整備

学校環境緑化（花苗ﾊﾟﾝｼﾞｰ100本、ﾋﾞｵﾗ1７
本、ﾃﾙｽﾀｰ50本、桜草20本、ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｸﾗﾒﾝ
20本、、ﾉｰｽﾎﾞｰﾙ３0本、白たえ菊１６本、ﾘｰ
ｶﾞｽﾍﾞｺﾞﾆｱ40本,） 114,440

42 田辺市立近野小学校 学校の緑化事業 校内緑化

植栽（苗木 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ１本、花苗　ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ
球根5２球、ﾊﾟﾝｼﾞｰ１８０本、ﾋﾞｵﾗ３５本、ﾍﾟ
ﾁｭﾆｱ１８本、ｹｲﾄｳ２２本、ｷｷｮｳ６本、ﾏﾘｰ
ｺﾞｰﾙﾄﾞ６本、ﾎﾟｰﾁｭﾗｶ７０本） 125,791

43
社会福祉法人大塔あすなろ会
障害者支援施設あすなろ木守の
郷

施設敷地内の緑化事業
施設敷地内の緑化推進により、景観美化、緑
育を図る

45,383

44 新宮市 新宮港振興会 平成２９年度黒潮公園緑化整備事業 黒潮公園緑化整備事業 植栽（ヤマザクラ36本）
400,000

45 那智勝浦町 二河区 町道二河４号線桜植栽事業 町道二河４号線桜植栽事業 植栽(ヤマザクラ２0本)
190,000

日高川町

西牟婁

印南町

日高

有田

田辺市

みなべ町

東牟婁



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

1 那賀 紀の川市 風市自治区 風市自治区緑化事業
区民が集まる所にフジを植栽し、区民の憩い
の場を作る

風市構造改造センターにフジ（白１本、紫２
本）を植樹

24,150

2 畦田区 畦田区緑化事業
過疎化対策の一環として、魅力ある地域づくり
のため、地区をあげて緑化整備、景観美の向
上に取り組む。

クチナシ８本、サツキ２０本、ユキヤナギ１２
本、マンサク１０本、イロハモミジ１０本

186,904

3 境川区 境川区緑化推進事業 コミュニティセンターの緑化 ドウダンツツジ５本、イロハモミジ５本

24,510

4 日高川町みどりの少年団江川支部 学校の環境整備並びに緑化 自然に親しみ、自然を愛する

植栽（ポーチュラカ２００本、マリーゴールド
５０本、ペチュニア１００本、インパチェンス５
０本、トレニア５０本、メランポジューム５０
本）

374,934

5 日高川町みどりの少年団山野支部 学校の緑化 自然を愛し、健康で豊かな心の人間に育つ

ラナンキュラス、マーガレット、ネメシア、サ
イネリア、トレニア、サルビア、ニチニチソ
ウ、ベゴニア各１５本、ペチュニア、コリウ
ス、マリーゴールド、ジニア各６本、ポロニア
ピナータ・ラナンキュラス・桜草・ネメシア・ア
リッサム各33本） 145,564

6 日高川町みどりの少年団笠松支部 校庭の環境美化活動 自然を愛し、守り育てる

ペチュニア６、ニチニチソウ１２、ポーチュラ
カ６、イソトマ６、ジニアブロフュージョン６、
ケイトウ６、キンギョソウ６、ベゴニア６、メラ
ンポジューム６

40,110

7 印南町 樮川区 黒潮フルーツライン植栽事業
黒潮フルーツラインにおける緑化の推進と景
観整備

植栽（ヤマツツジ５０本）

94,521

8 西牟婁 田辺市 紀伊田辺ライオンズクラブ 「ライオンズの森」桜植栽事業
動鳴気峡（田辺市）にある「ライオンズの森」に
ける衰退木の除去と植樹

植樹（ヤマザクラ）１０本

94,500

日高

日高川町

平成２９年度　緑の募金事業（２次）　交付金　実績

有田川町有田


