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公 益 財 団 法 人 愛 媛 の 森 林 基 金 は 、緑 輝く豊 かな郷 土 づくりを目指して、県 民 の 皆 様をはじめ 、県 、
市 町、団 体 、企 業 等 、各 界 各 層 の方々からの 温 かいご 理 解と格 別 のご 支 援をいただき、昭 和 6 1年 に 設
立されました 。
これまで、緑 化 思 想 の 普及 啓 発 、森 林 の 整 備 、緑 化 の 推 進 など、森 林 の 公 益 的 機 能 の 拡 充 強 化 に
資 するさまざまな 活 動 に 取り組 んで 参りました が 、今日で は 、山 村 地 域 に おける過 疎 化や 高 齢 化 の 進
行、長 期にわたる木 材 価 格 の 低 迷 などから、森 林・林 業を取り巻く環 境は大きく変 化し、森 林 の荒 廃 に
歯 止めがかからない 状 況となっております。
森 林 は 、私 たちの 生 活 に欠 かすことのできない水を 供 給したり、山 地 災 害 を防 止 するなど、さまざま
な恵 みをもたらしておりますが、こうした機 能も、森 林が 健 全な状 態にあってこそ高 度に発 揮されるもの
で す。
愛 媛 の 森 林 基 金 では 、県 民 共 有の 財 産 である森 林を 守り育 て、健 全な 姿 で次の 世 代にしっかりと引
き継 いでいきたいと願っています。
そして、これ を具 体 化 するためには 、県 民 の 皆 様 に 森 林 の 現 状 に 関 する 様 々な 情 報をお 伝 えし、森
林・林 業 が 担っている役 割 の 大 切さや、森 林・緑 がもたらす 限りない恩 恵などに対 する正しいご 理 解を
いただくことが 何よりも大 切と考えております。
今 後とも、この「 愛 媛 の 森 林」を 通じまして、皆 様 に森 林及び 緑 化に 関 する情 報を広く発 信して参り
ますので、森 林を守り緑を育 てる活 動に引き続き温 かいご 理 解とご 支 援をいただきますようお願い申し
上げます。
も

り

公益財団法人愛媛の森林基金
理事長

三好

晶夫

（愛媛県農林水産部長）
表紙・裏表紙の写真は、
「第 19 回えひめの森林 ･ 林業写真コンクール」（2 ～ 4 頁掲載）受賞作品。

公益財団法人愛媛の森林基金
事業のあらまし
基金ホームページの管理
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とともに、資
産、運営状況等を情報公開するためホームページを開設しています。
皆さんも是非一度アクセスしてみてください。

http://emk.jp/

えひめ山の日の集い

森林の有する意義、
山の重要性の認識を深め、
森林を私たちの共有財産として大切に守り、
次の世代に継承していくこと
を目的に、
親しみやすく、
参加しやすいイベントとして、
愛媛県と共催で開催しました。
式典では、
森林や環境に積極的に関わっている方々に、
CO2 吸収証書の授与、
森の名手･名人認定証の伝達、
緑の募金感
謝状の贈呈を行いました。

ち

せ

まゆ こ

記念行事では、
童話作家の千世 繭子さんが自身の山里での生活を紹介し、
絵本の読み聞かせにより森に生きる命の大
き むら ゆみ

切さを語りました。
さらに、
ジブリ映画
「千と千尋の神隠し」
の主題歌でお馴染みの木村弓さんが、
日本の叙情歌やジブリ映
画の主題歌等を
“たて琴”
の演奏を交えて歌いました。
小さいお子様も、
童話や歌を通じて森林に親しむことができました。
また、
午後の分科会は、
時折、
小雨のちらつく中ではありましたが、
竹林整備と自然観察会を実施し、
作業や散策を通じて
森林の良さを体感しました。
親子木工教室では、
森の産物である木材で、
思い思いの作品を親子で協力して作製し、
森の恵
みを感じました。

テーマ「森と生きる」
平成25年11月10日（日）

式

砥部町ほか

参加者426名

典

CO 2 吸収証書の授与

記念行事「森の文化祭」

童話作家 千世 繭子さんが語る
「森と命の物語」

分

竹林整備
（砥部町陶街道ゆとり公園周辺）

科

木村

弓さんの「森のコンサート」

会

自然観察会
（えひめ森林公園〜伊予市上三谷〜）

親子木工広場
（砥部町陶街道ゆとり公園）
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森林基金事業

第19回

えひめの森林・林業
写真コンクール
森林・林業・緑についての意識高揚を図るため、県内の森林が
織りなす自然美、林業生産活動や山村社会の生活などに関する写
真を募集し、第 19 回「えひめの森林・林業写真コンクール」を
実施したところ、184 点の応募があり、選考委員会で選定のうえ、
次のとおり決定しました。

選考委員
古茂田 不二
宮本 正
山田 信広
青野 正義

EPA 愛媛写真家協会 会長
EPA 愛媛写真家協会 理事
アサヒビール株式会社松山支社 課長補佐
公益財団法人愛媛の森林基金 参事

最優秀《一般部門》
［ 里山の夕暮れ ］
撮 影 者◎井関 俊
撮影場所◎宇和島市三間町
この地区の方が守っている樹齢
100 年以上もたっているネブの木
をいつまでも守ってほしい。
※「ネブ」は「ネムノキ」の古名。

応募総数 184 点 / 応募者数 49 名
最優秀賞（一般・テーマ）
優 秀 賞（一般・テーマ）
佳
作（一般・テーマ）
入
選
中高校生賞

各1点
各1点
各1点
10 点
1点

最優秀《テーマ部門「水・森に感謝」
》
［ 水車 ］
撮 影 者◎白石 信夫
撮影場所◎内子町石畳
水車、昔は何処の農村にもあり、粉を挽いた
り脱穀をしたり大切なものでした。
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森林基金事業
優秀《一般部門》
［ 再生の森 ］
撮 影 者◎中川 雄喜
撮影場所◎久万高原町石鎚山系
石鎚山系の笹倉湿原へ向かう途
中で見かけた光景です。巨木が朽
ちて倒れ、そこに光が差し込み新
しい植物がたくさん育っていま
した。正しく命の循環です。

優秀《テーマ部門「水・森に感謝」》
［ 秋色 ］
撮 影 者◎土居 健二
撮影場所◎内子町小田
秋になり大雨で川もきれいにな
り紅葉も最高です。

佳作《一般部門》
［ 華の競演 ］
撮 影 者◎黒川 勝彦
撮影場所◎西山興隆寺
日暮れて、街に灯がともるのを
待って見た。華やかに競って咲く
二つの花々は見事だった。

佳作《テーマ部門「水・森に感謝」》
［ ダム湖の朝 ］
撮 影 者◎佐伯 登
撮影場所◎四国中央市金砂湖
静寂な朝の湖面への映り込みを
撮っていましたが、運良くダムの
職員の乗った船がやって来て、大
きく波紋が広がり、奥の霧と青空、
そして映り込みなど条件が揃っ
て、最高の写真になりました。
第 19 回
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入選

［ 晩秋の流れ ］
⑴岡田

輝夫

⑴竹本

良三

⑴藤原

正徳

⑴小倉

信明

⑵久万高原町

［ 梅園の夜空 ］

⑵新居浜市

［ 梅雨の実り、菖蒲の彩 ］

⑴長谷

由美

⑵大洲家族旅行村

⑵大洲市稲積

⑴山台

雄三

⑴清家

光江

⑵宇和公園

［ 輝き ］
⑴はまゆう

みよこ

⑵松野町

⑵西条市

⑵撮影場所

［ 緑色に輝いて ］
⑴山本

勝

⑵西予市明間

［ 朝光 ］
温

［ 桜散る頃 ］

［ 霧氷に輝く ］

入選（アサヒビール特別賞）⑴撮影者

⑴笹田

⑵撮影場所

［ 次の世代へ ］

⑵鬼北町滑床

［ 若木をまもる ］

⑴撮影者

⑵小田深山
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中高校生賞 ⑴撮影者 ⑵撮影場所

［ 息吹 ］
⑴稲葉

愛笑

⑵宇和島市

森林基金事業

愛媛の森林友の会現地研修会

自然に親しむと共に、
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実施し
ました。
面河渓谷の国有林を、
愛媛森林管理署の方々に案内して頂き、散策しました。当日は秋晴れ。前日の雨にも関わらず、
清らかで穏
やかな川の流れに、
森林が山を守っていることを実感し、森林のありがたさを感じました。

～面河渓谷を訪ねて～

10月27日（日） 久万高原町

面河渓谷へ到着

参加者/76名

紅葉には 1 週間ほど早かったようです。

森林・林業体験イベント事業

森林に関する体験を通じて、
森林の果たす役割や森林整備の重要性について、
広く県民にアピールするための活動を実施しました。

木に親しむための活動
県内の保育園や幼稚園やイベント等において、幼児や児童が木材でつくった
おもちゃ等で自由に遊び、木の絵本等で森林について学ぶ機会を提供
●時
期／平成25年8月29日（木）～平成26年2月14日（金）
●場
所／県内保育園、幼稚園、小学校、児童館並びに各種イベント会場
●内
容／木製絵本読み聞かせ、木の玉プール遊び、木のおもちゃ遊び
●対 象 者／幼児、児童及び保護者
●参加実績
学校又はイベント名

実施回数

参加人数

保育所・幼稚園・小学校

16校

1,475名

児童館等

２施設（延べ３回）

296名

イベント

2会場（延べ8回）

推計／4,000名

20箇所（延べ27回）

推計含む／5,771名

合

計
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森林基金事業
木材の利活用の促進

木工作品製作キット配布事業
木工作品の製作希望がある県内の小中学校へ、県産スギ材を使用した木工作品製作
キットを配布しました。
総合的学習の時間やクラブ活動、地域交流活動等で、活用されました。

応募数及び配布実績
158校

6,802セット

CDラック 1,667セット
小物入れ

1,171セット

本立て

3,095セット

三段棚

869セット

●児童・生徒の感想
山の木を大切に育てるには、間ばつすることが大切だということが分かりました。また、間ばつした木を
いろいろなことに利用するとしげんを大切に使うことができるなと思いました。

木を使って、小物入れなどいろいろな物を作ることができるので、木はとてもべん利なものだということ
が分かりました。もっと、木のことを知りたくなりました。

私は、木工せい作キットを作って木材の心地良い肌触りや香りなどいろいろわかりました。
私は、小物入れを作って木はとてもすばらしい物と思いました。そして木の香りはとてもいいにおいがし
ました。家庭の中でもこんないいにおいの物を置いてみたいと思いました。

私は、CDラックを今作っています。くぎを打つのはむずかしかったです。プラスチックせいのではなく、
木で作っていた方がいいなと思えてきました。そして木はぬくもりがあると思います。木のかおりも、なん
だかリラックスできるにおいがします。
せい作するのは力がいるので大変ですが根気よく作りたいです。
私の部屋に早くかざりたい気持ちでいっぱいです。

実際、僕は、愛媛県産の木材というのは、あまり見たことはありませんでした。お店に行ったときに木材
のコーナーに行ったことがあるのですが、すべてが海外のものでした。それに、僕が今思えば、愛媛県産ど
ころか日本産の木材をあんまり見たことがありません。でも、今日初めて愛媛県産をさわって、とても感動
しました。とってもスベスベしていて、サラサラで、とても色が良くビックリしました。このサラサラでスベ
スベの木をつくるのも林業にたずさわる人々がいないと、こんな良い木材はできないんだなあと思いまし
た。いい木材をつくるには、下草刈りや枝打ち、除間伐などのことを行ってこそ、良質で美しい木材ができ
るのだと思いました。僕は林業者の人々は、気が遠くなるような多い作業をこなして良質な木材をつくって
いるのだなあと、愛媛産の木材をつかって思いました。もっと森林を大切にしていきたいです。

〔製作状況〕
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森林基金事業

●先生の感想
「総合的な学習の時間」の中で、豊かな森を作っていくためには森林を資源として活用していくことが
大切であるということを学んできた。その学びの延長として、間伐材を利用することができ、児童も学びを
実感することができた。
袋を開けた瞬間、教室に杉の香りが広がった。児童から、
「うわぁ、本物の木のにおい！」という歓声
が上がり、木の感触を確かめるように材料をなでる児童も見られた。木目や節には同じものが一つもな
く、天然の証であることを伝えると、興味深く聞いていた。そして、糸のこで加工したり、釘と金づちで
組み立てたりすることの難しさも経験することができ、有意義な活動となった。
まず、どの生徒も木の香りに感激し、興味･関心を持って作品づくりに取り組むことができた。
愛媛県産ということで、木が身近に感じられ、木材になるまでの過程や林業に携わっておられる方々
の思いや苦労を想像し、実感することができた。
森林を受け継ぎ、後世に残すことができるように、今、自分たちができることをしていきたいという気
持ちが高まった。
今治地方水と緑の懇話会「森林教室」で、森林の働きや森林を守る活動を実施した後、この製作を実施
しました。森林教室で、小枝を使ってストラップ作りをし、木材を使うことが森林を守ることにつながるこ
とを教えていただきました。その直後だったので、このキットの説明プリントがよく分かり、児童は愛媛の
木材のよさを感じるとともに、このように使うことの大切さを感じながら製作することができました。色を
つけることなく自然の木を味わいたい、早く持って帰りたいという児童ばかりでした。ほとんどの児童が早
速持ち帰り、自分の部屋に置いたそうです。
愛媛県産材ということで、児童に安心して作らせることができました。ビニールを開けたとき、ふわっと
よい木の香りがし、児童の口から「いいにおい。」という感想がもれていました。のこぎりや金づちを使っ
たことがない児童もいましたが、みんなで教え合ったり支え合ったりしながら、和気あいあいと楽しそうに
作品作りをしていました。
同封されていたパンフレットは、4年生には少し難しい内容でしたが、簡単な説明をしながら一緒に見て
いくと熱心に聞いていました。3学期におこなう社会科の「わたしたちの愛媛県」につなげていくことがで
きると思いました。

〔作品例〕
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愛媛の森林基金助成事業
（トレッキングコースの施設等整備事業）

保健休養の場としての森林の活用を促進するため、多くの人々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
板等を整備する活動を助成しました。

えひめ森の案内人会

(所在地:松山市)

久万高原遊山会

(所在地:砥部町)

西条市大保木で、案
内 標 識 及び 古 道 に 入
る際の注 意喚 起の 看
板を設置した。

久万高原町東明神
で 、皿 ヶ 嶺 周 辺 のト
レッキングコースの案
内表示板の設置、風倒
木等の整理、雑草木の
刈払い等を行った。

地域づくり研究会「源流」(所在地:今治市)

野井自治会

松山市久谷で、三坂
峠を通る遍 路道の崩
落 箇 所 の 補 修 、草 刈
り、ゴミ拾 い 、看 板 の
設置を行った。

宇和島市津島町岩
淵 野 井 で、トレッキン
グコースに繁茂した草
木の伐採、倒木の切断
除去、路面の修復等を
行った。

ふくさの森の会

てんやわんや王国

(所在地:東温市)

東温市河之内の森
林 体 験 活 動 を 実 施し
ている山林で、散策道
の 倒 木や 転石の 除 去
及び、路面や斜面の整
地を行った。

(所在地:宇和島市)

(所在地:宇和島市)

宇和島市津島町 高田
上谷 で、トレッキング
コースに繁茂した草木
の 伐 採 、倒 木 の 切 断
除去、路面の修復等を
行った。

郷土の森林づくり管理事業

公益的機能の発揮とボランティアフィールドの造成を目的に、森林所有者の同意のもと、市や森林組合が行った広葉樹植栽地の
下刈り等に対して、助成を行いました。 ケヤキやヤマザクラ、クヌギ等からなる森林へと、すくすくと成長しています。

下刈り…6.31ha

今治市 (0.39ha)

大洲市 (5.52ha)

宇和島市 (0.40ha)

8 愛媛の森林 ● 愛媛の森林基金助成事業（トレッキングコースの施設等整備事業）／郷土の森林づくり管理事業

森林基金事業

森林・山村の多面的機能発揮対策事業
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
管理活動を支援しました。

「森林・山村の多面的機能発揮対策」のご紹介
－林野庁補助事業－

里山林は、居住地近くに広がり、薪炭用材の伐採、落葉の採取等を通じて地域住民に継続的に利用
されることにより、維持・管理されてきた森林です。
しかし、このような里山林は、昭和３０年代の石油・ガスなどの化石燃料の普及、化学肥料の普及等
により地域住民との関係が希薄になり、侵入竹などによる荒廃が進んでいます。
そこで、林野庁では、地域住民が森林所有者、NPO法人、民間団体などと一緒に活動組織を作っ
て、里山林の保全管理や資源を利用するための活動に対して支援を行います。

当基金は、国が実施している「森林・山村多面的機能発揮対策」を積極的に推進するため、事業の採択を始
め、国への申請事務や交付金の管理などを行う「地域協議会」という役割を担っています。
平成25年度は、21の活動組織から申請があり、次のような活動に対して支援を行いました。
●里山林等での景観を維持するための活動
●侵入竹林の伐倒、除去活動
●集落周辺の広葉樹等の搬出活動
●森林環境教育の実践

（16万円/ha）
（38万円/ha）
（16万円/ha）
（5万円/回）

活動計画の作成

雑草木の刈り払い

侵入竹除去・竹林整備

森林環境教育の実施

しいたけ原木の伐採・搬出

本対策に取り組む「活動組織」を募集（H26年 9月頃まで）しています。詳細については、
当基金までお問い合わせ下さい。
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緑の募金事業

緑の募金で
防ごう地球温暖化
〜地球に、
もっと、みどりを!!〜
緑の募金への協力のお願い
地球の平均地上気温は、二十世紀の間に約０．
６℃（我が国では約１℃）上昇しました。温暖化の原因は、大気中の二酸化炭素
（CO 2）やメタンガスなど、温室効果ガスの濃度の増加によるものです。
何十億年という長い年月をかけて、地中深くに閉じ込められていた、炭素の固まりである石炭や石油（化石燃料）を、地中よ
り掘り出し、エネルギー資源として利用していることが大きな原因となっています。
COP ７（国連気候変動枠組条約第７回締約国会議）で最終合意した「京都議定書」では、我が国の温室効果ガス排出量を削
減する目標を定め、森林による CO 2の吸収で大きな役割を占めることとしています。
このため、今、地球温暖化防止のためのできることを、私たちは、それぞれの立場で実行していかなければなりません。
「緑の募金」は、私たちに出来る、一番身近な、地球温暖化防止への取り組みです。
公益財団法人愛媛の森林基金では、皆様から寄せられた「緑の募金」を県内の森林整備や緑化活動などに有効に活用させて
いただき、地球温暖化防止に寄与しています。

平成 25 年度 募金実績額

平成 26 年度 募金目標額

ご協力ありがとうございました。
厚くお礼申し上げます。
（目標額 3,900 万円）

目標額達成に向けて、ご協力をお願いします。

34,279,312円 39,000,000円
緑の募金の一部は、東日本大震災被災地の防災林の整備や生活地域
周辺の緑化等にも充てられます。（H24 ～ H26 の３年間）

募金
期間

愛媛県では、

募金
方法

当基金（事務局：県庁森林整備課）あるいは、各市町森林と緑の推進
協議会（事務局：市町役場）が主体となり、街頭や家庭、職場等で募金
を行っております。

春期（2〜5月） 秋期
（9〜10月）

特に4月15日から5月14日の間を、
みどりの月間としております。

協賛団体
（企業）

募集中

売上の一部を緑の募金に
寄付していただける企業
等を協賛団体として募集
しています（緑の募金自
動販売機など）。協力し
ていただける皆様は、当
基金へご一報ください。

・伊予銀行……………………………愛媛県庁支店

普通

1249805

・愛媛県信用農業協同組合連合会…愛媛県庁支店

普通

5214233

緑の募金
振込先口座 ・愛媛銀行…………………………………県庁支店 普通 0187530
公益財団法人（当基金）への寄付は所得税・法人税等の優遇措置が受けられます。
当基金は、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人として、
「公益財団法人」に認定されています。公益財団法人に対
して寄付を行った場合、法人については一般の寄付とは別に一定の限度額の範囲内で法人税における損金算入ができます。個人
おいては、一定の金額を寄付金控除として所得から控除することができる等、所得税・個人住民税の優遇措置が受けられます。
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緑の募金事業
大切な森林を守るために、
いま、森林づくりへの
参加（アクション）が必要です。

松山市中央商店街アーケードにて
平成 25 年 4 月 14 日（日）

募金活動の推進
当基金では、毎年『緑の月間（４月 15
日～５月 14 日）』に、街頭募金活動を
実施しています。また、緑の募金活動支
援団体が、県下各地の様々な場所で、街
頭募金活動を実施しています。これらの
活動を通じて、県民の皆様に「緑の募金」
をアピールさせて頂いています。

愛媛県植樹祭の開催
平 成 25 年 ４ 月 20 日（ 土 ） に、 西 予
市の「あけはまシーサイドサンパーク」
で、平成 25 年度愛媛県植樹祭を開催
しました。「愛媛から 緑を愛そう 広
げよう」のテーマのもと、地元緑の少
年団による活動発表等が行われると共
に、参加者で記念植樹を行いました。

式典の様子

記念植樹

緑の少年団活動発表
緑の募金運動／愛媛県植樹祭 ● 愛媛の森林 11

緑の募金事業

愛媛県緑化キャンペーンコンクールの開催
平成 26 年度の緑化キャンペーンなどに使用するポスターと標語の募集を行い、それぞれ次の作品が特選に選ばれました。

ポスターの部
平成26年用
愛媛県緑化キャンペーン
ポスター原画

森を抱いて
松山東雲高等学校 1年
お お た

き

り

え

大田 希梨絵
小さい頃、近所に生えていたコナラの木までよく散歩
に行ってはその周りで遊んでいました。春には鳥のさえ
ずりを聞き、夏には木陰で休み、秋になると落ちている
どんぐりを拾って、冬のクリスマスリースの飾りにし
ました。自然のすばらしさ・・・すなわち、心地良さ、
包容力、威厳、優しさをコナラの木から学んで育ってい
きました。
この絵では、
“私達人間は常に自然と共存している”
ということをイメージして描きました。
近頃「自然破壊」ということがしきりに言われていま
すが、それは人間が自然と共存ができていない事の表れ
ではないでしょうか？人間と自然がもっと深く共存で
きるよう、自分なりに考え、小さな事から少しずつ実行
に移して行きたいです。

平成26年用

キャンペーンテーマの部

愛媛県緑化キャンペーン
テーマ

愛媛から

八幡浜市立千丈小学校 5年
まつまえ

さ

き

松前 咲紀

緑いっぱい

夢いっぱい

私が通っている千丈小学校の校区には、とてもきれいな桜なみ木があります。
春になると、県道ぞいが、ピンクでいっぱいになります。私は、あの桜なみ木
が大好きです。来年も、あの桜の道を通る日が待ち遠しいです。季節が変わると、
いろんな顔を見せてくれる自然って、本当にすてきだなと思います。
また、私は、今年の八月、緑の少年団の交流集会に参加しました。伊予市に
あるえひめ森林公園で、いろいろな学校の人たちと交流したり、竹を使って食
器やはしを作ったりしました。自分たちで作った道具で食べたそうめんは、と
てもおいしかったです。空気もきれいで気持ちよく、えひめの中にも、こんな
にいい場所があるのだなと思いました。
このように、花や緑がいっぱいの、ふるさとえひめは、私の自まんです。い
つまでもこの自然を大切にし、わくわくするような夢いっぱいの町が、どんど
ん広がっていってほしいと思い、このテーマを考えました。
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緑の募金事業

企業による寄付・
「緑の募金」
の紹介
県 内 の 多 く の 企 業 か ら 、 当 基 金 へ の 寄 贈や 「 緑 の 募 金 」 な ど に 、 様 々 な 形 で 御 協 力 を 頂 き ました。

も

り

「アサヒビール森林づくり資金」による多様な活動
アサヒビール株式会社からは、平成 25 年度も「四国の水・森に感謝キャンペーン」からビール１本
につき１円を寄付して頂き、これにより、様々な事業を行いました。

●寄付金額／1,001,138円（企業の森活動協定資金を除く）
○さくら等緑化苗木の提供……………
《H25年度

4,041本

累計 30,160 本》

○小中学生への木工キット配布………
《H25年度

500セット》

○えひめの森林・林業写真コンクール…
《表彰》

苗木配布

木工キット配布

植樹祭での表彰

「緑の募金」協賛企業の紹介⑴（敬称略：50音順）
緑の募金

自動販売機の売上から「緑の募金」へ寄付
株式会社伊藤園

〔25年度募金額 6,632円〕

募金
〈1％〉

売上げの約2％
飲料会社と自販機オーナー
との契約内容による

株式会社ウエストアライアンス

〔25年度募金額 63,217円〕

募金
〈1％〉

設置・契約

飲料会社

販売手数料

自販機
設置オーナー
緑の募金自販機

振り込みは飲料会社が代行します

ダイドードリンコ株式会社

〔25年度募金額 162,148円〕

自動販売機からの「緑の募金」システム

「緑の募金」機能付き自動販売機オーナー様のご紹介（敬称略：50音順）
●アイエン工業㈱
●いすゞ自動車四国㈱

●久万広域森林組合活性化
センター

●伊予興業㈱

●コープ喜田村店

●内子町森林組合

●コープ神郷店

●愛媛県職員生活協同組合

●コープ中荻店

●愛媛森林管理署

●㈱四国中検 中予検査所

●大洲市森林組合

●昭和電設㈱

●㈱岸本水引店

●南予森林組合

●㈱楠田商店

●農村環境改善センター

●㈱村田農場
●㈱レジャーライフ
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緑の募金事業

「緑の募金」
協賛企業の紹介⑵（敬称略：50音順）
商品等の売り上げの一部を「緑の募金」へ寄付
株式会社今村紙工
非木材紙を使用した祝儀袋の売り上げの
一部を寄付

〔25年度募金額 133,472円〕

緑の募金協賛企業を募集しています
会社の営業活動を通して、それぞれの方法
で「緑の募金」に参加していただける会社
等を募集しています。

有限会社内藤鋼業
「愛媛ペレット」
の売上の一部を寄付

〔25年度募金額 128,020円〕
株式会社ビッグウッド
「中古家具」
の売り上げを寄付

㈱今村紙工 非木材紙を使用した祝儀袋

〔25年度募金額 263,429円〕

㈲内藤鋼業 愛媛ペレット

株式会社モーリ
「間伐材eco和紙製品」
の売り上げの一部を寄付

〔25年度募金額 3,159円〕

㈱ビッグウッド

㈱モーリ 間伐材
eco和紙製品「森の一葉」

「緑の募金箱」設置企業の紹介［当基金扱い］（敬称略：50音順）
●青空食堂
●愛媛県職員消費生活協同組合
●愛媛ペプシコーラ販売
●スリーエフ各店舗
●生活協同組合コープえひめ
●ビッグウッド各店舗
●サニーマート（支援団体「国土緑化松山市推進委員会」扱い）

募金箱

「道の駅」
への募金箱の設置について
全国の「道の駅」を中心に、地域の緑と地球環境を守る活動（道の駅グリーンプロジェクト）を実施しています。
本県においては、次の４駅に緑の募金箱（募金箱付き新聞ラック）を設置して頂いています。（敬称略：50音順）
●「道の駅」 伊方きらら館
●「道の駅」 瀬戸町農業公園
●「道の駅」 内子フレッシュパークからり
●「道の駅」 広見森の三角ぼうし

「緑の募金箱」
設置にご協力下さい
県民の皆様誰もが、いつでも
「緑の募金」を通じて森林・緑づくりに参加できるよう、募金箱を店舗・事務所な
どに設置していただき、緑の募金運動への協力をお願いしています。

設置
手順

①まず、当基金までご一報ください。
②申込書類を送付しますので、所要事項を記載の上返送をお願いします。
③募金箱等の資材と専用振込用紙
（振込手数料無料）をお届けします。
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緑の募金事業

「緑の募金」
協力企業等の紹介（敬称略：50音順）
既掲載の「緑の募金」協賛企業以外の企業・団体からも、緑の募金を頂きました。ご協力ありがとうござい
ました。（平成 25年度 当基金 直接受取分）

●井関農機㈱

●大一ガス㈱

●㈱いぶき

●ダイキ㈱

●今治市立近見小学校６年生

●太陽石油㈱

●今治造船㈱

●高岡建設㈱

●㈱伊予銀行

●トータスエンジニアリング㈱

●伊予森林組合

●南レク㈱

●潮冷熱㈱

●西日本電信電話㈱愛媛支店及び㈱NTT西日

●愛媛県厚生農業協同組合連合会

本-四国 社員一同

●愛媛県農業協同組合中央会

●㈳日本造園建設業協会愛媛県支部

●愛媛県酪農業協同組合連合会

●㈱羽澤建設

●えひめ中央農業協同組合

●富士ゼロックス四国あいさとくらぶ

●大街道中央商店街振興組合

●㈱母恵夢本舗

●おべ工業㈱

●㈲マツモト

●㈱久保建設

●松山観光港ターミナル㈱

●西条環境整備㈱

●松山市立さくら小学校

●ＪＡえひめ物流㈱

●眞鍋造機㈱

●重松建設㈱

●㈲吉福林業

●四国ガス㈱

●ルナ物産㈱

●四国電力㈱松山支店

●ロッキー産業㈱

●四国乳業㈱

●㈱若山建設

●四国溶材㈱

●渡部工業㈱

緑の募金への高額寄付（10万円以上）
●㈱愛媛銀行……160,000円      
●四国コカコーラボトリング㈱……425,666円
●生活協同組合コープえひめ……145,817円

その他の取り組み
イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
毎月 11日のイオン・デーにレシート投函ボックスが設置されます。当日受け
取られた黄色いレシートを当基金のボックスにご投函いただきますと、各店舗か
らレシート合計金額の１％に相当する額の商品が当基金に寄贈されます。
●登録団体名／公益財団法人 愛媛の森林基金
●登 録 店 舗／イオンリテール（株）イオン松山店
（平成 25 年度現在）
マックスバリュ西日本(株)平田店
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緑の募金事業

木っと根っとだより 第16号
当基金の森林ボランティア団体「木っと根っとワーク」では、今年度、東、中、南予の各1箇所で以下のとおり
活動を行い、地域の森林整備等に励みました。

第1回

日 時／平成25年9月21日(土)
場 所／県有林黒谷事業所（西条市）
参加者／25名
作業道と植栽予定地の草刈りを行いました。
作業前は雑草でうっそうとしており、道がつい
ていても森林へ入りにくい状況でしたが、作業
後は楽に入れるようになり、森林の見回りや整
備がしやすくなりました。

草刈り作業

第2回

日 時／平成25年11月30日(土)
場 所／市有林（大洲市）
参加者／13名
愛媛県の森林づくりフィールドに登録されて
いるこの大洲市有林で、竹の伐採作業を始めて
今年度で 3年目になります。徐々に整備範囲を広
げ、ヒノキ林に侵入している竹の伐採が進んで
きました。毎年毎年、森林に明るさが戻ってき
ているようです。

竹の伐採作業

第3回

日
場

時／平成26年3月9日(日)
所／愛媛県森の交流センター（東温市）

参加者／20名

好天に恵まれ、ほかほか陽気の中、芝生の手入れと生け垣の剪定作業を行いました。作業の数日後に
小学生が遠足で訪れるとのことで、作業の手にも力が入りました。
また、1年間の作業の締めくくりとして下刈り鎌を研ぐなど、ボランティア器具の整備も行いました。

芝生の手入れ
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剪定作業

緑の募金事業

企業の森林づくり活動協定による

森林整備

地球環境問題の深刻化に加えて、企業の社会的責任（CSR）への注目の高まりを
受けて、近年、多くの企業が森づくりに関心を持ち始めています。平成19年度からス
タートした本県の「企業の森林づくり」制度は、企業、森林所有者、愛媛県、当基金が
「企業の森林づくり活動協定」を結び、企業からの資金提供による森林整備と、社員
等によるボランティア活動をセットにしたかたちで森林整備を進めています。

企業の森〈図〉

●参加企業数
4社（当基金関係のみ）
●協定森林面積／約109ha
●提供資金額
約280万円（年間）

【各協定締結者の役割】
森林所有者
フィールド登録者
（公有林、個人有林など）

森林づくり活動協定

企 業

緑の募金
企画立案
技術指導
地域活動支援

全体・現地コーディネーター
愛媛県（森の交流センター）

森林管理者
（公財）愛媛の森林基金

○企業
・社員及びその家族等による森林づくり活動への参加及び地域との交流促進
・協賛金（寄付金）の拠出、
・活動内容の情報発信
○森林所有者
・企業に活動フィールドを提供
・企業社員及びその家族等が実施する森林づくり活動への支援
○愛媛県
・企業の活動に対する技術指導
・活動状況の情報発信、連絡調整その他活動全般に対する支援
○ ( 公財 ) 愛媛の森林基金
・寄附金を緑の募金として受け入れ、企業の意向を尊重し、協定
森林における植林及び育林活動等の森林整備等を実施

「アサヒビール感謝の森」
アサヒビール株式会社
協定森林

西条市黒瀬 、西条市河原津

協定面積

約42ha

協定期間

H26.4.1～H29.3.31(３年間)

Ｈ25.6.29「アサヒビール感謝の森」でボランティア

Ｈ 26.3.8林内環境整備作業

Ｈ25.11.30「伊予銀行エバーグリーンの森」でボランティア

Ｈ 26.3.8ヤマモモの植栽作業

Ｈ25.7.13「愛媛銀行ecHoの森」でボランティア

Ｈ 25.7.13下草刈り作業

H25.4.22「愛媛トヨペットの森」でボランティア

H25.11.25鹿侵入防止柵の設置作業

「伊予銀行エバーグリーンの森」
株式会社伊予銀行
協定森林

西条市福成寺、松山市横谷、東温市松瀬川、
大洲市阿蔵、大洲市高山

協定面積

約51ha

協定期間

H25.4.1～H30.3.31(５年間)

エコー

「愛媛銀行 ecHo の森」
株式会社愛媛銀行
協定森林

松山市食場

協定面積

約38ha

協定期間

H25.4.1～H30.3.31(５年間)

「愛媛トヨペットの森」
愛媛トヨペット株式会社
協定森林

東温市松瀬川

協定面積

約6ha

協定期間

H26.4.1～H29.3.31(３年間)

愛媛県内では、上記企業の他、(社 )愛媛県空調衛生設備業協会、生活協同組合コープえひめ、太陽石油 (株 )が愛媛県及び森林
所有者との３者協定により、企業の森林づくり活動を実施しています。
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緑の募金事業

緑の募金交付事業
地球温暖化防止等の啓発
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、愛媛の森林基金や団体が行うイベン
ト等において、PR 用のパンフレットや冊子、緑化用苗木等を配布しました。

久万高原町森林と緑の推進協議会
（木工広場の開催）

緑の募金は、
皆さまからの寄付金を
利用して、国内外の
森林づくりをはじめ、
次世代を担う人づくりを
行なっています

緑の少年団等の育成
自然とのふれあいや緑化活動を通じて行われる情操教育を促進するため、緑の少年団、ボーイスカウト、ガールスカ
ウトの活動に助成しました。

緑の少年団交流集会
（学習活動）

橘小学校緑の少年団
（花いっぱい運動）

松山市正岡小学校緑の少年団
（桜の植樹）

結出緑の少年隊
（しいたけ作業）

ボーイスカウト
（花苗植栽）

ガールスカウト
（自然観察会）
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緑の募金事業
公共施設等の緑化
学校、病院、公民館、社会福祉施設、公園
など、地域住民の生活に密着した公共施設
の環境緑化を促進しました。

久万高原町森林と緑の推進協議会
（役場施設の緑化）

愛南町森林と緑の推進協議会
（保育所の緑化）

中津巨樹名木保存会
( ソメイヨシノの樹勢回復 )

伊予市森林と緑の推進協議会
( 剪定状況 )

巨樹名木の保全
地 域 の 巨 樹 や 名 木 を 後 世 に 残 す た め、
保護、育成活動に助成しました。

地域緑化の推進
地域における独自の目的に基づく緑化の造成・整備、普及啓発活動を促進しました。

上柏公益会
（小学生と地元住民よる緑化樹の植樹）

西条市森林と緑の推進協議会
（小学校内での花壇の緑化）

西条市森林と緑の推進協議会
（小学校内でのプランターによる緑化）

今治市緑の募金推進協議会
（市民による学校の緑化）

伊方町森林と緑の推進協議会
（地域住民による花壇の緑化）

西予市森林と緑の推進協議会
（地域住民による主要道路への植栽）

このように、緑の募金は様々な緑化活動などに有効に活用されています。今後とも、
様々なニーズに柔軟に対応して参りますので、ご意見・ご要望がございましたら、(公財)
愛媛の森林基金までお寄せください。
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森林適正管理事業
○森林受託管理事業
当基金では、森林の管理を行うことが困難になった森林所有者の方々か
ら、10年間の森林管理委託を受けています。
（契約の締結は平成23年度で終
了。
契約期間は最長のもので平成34年3月31日まで。
）
平成25年度は、アクセス道が台風で被災したことにより整備が延期と

●間伐7.64ha：新居浜市
●災害復旧（下刈）1.65ha
大洲市、伊方町、西予市

なっていた森林の間伐と、災害復旧で植栽した森林の下刈りを行いました。

【間伐（新居浜市）】

（施行前）

（施行中）

（施行後）

○林地流動化事業
管理契約が終了する森林等について、今後も適正な管理がされるよう、市町、森林組合、林業事業体等に管理森林の情
報提供を行っていきます。
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ふるさとの山々
シリーズ第28回

おお

ばん

ざん

大判山
西田 六助

<Nishida Rokusuke>

大判山と窪地区

大判山を背後に

山頂から西方を

大判山は西予市宇和町田之筋地区と野村
町の渓筋地区の間に聳える脊稜の一つで高
さは（三角点の標石の高さ７９８.７ｍ・実際
の高さ７９９.３ｍ※印参照）
です。西方の伊崎
付近から眺めると中央付近が三角形で左右
対称のどっしりした山容をしており、典型的
な「富士山型」の秀峰で、まさに『聖なる山』
であり、古くから地域の人々の信仰の対象に
なっていました。
登山口になる窪地区の南にある山を臥牛山
（がぎゅうざん）
と言い、北側の中腹に平地が
あって、
昔、
お寺があったといわれています。
また地区の北側の山を今城とかお伊勢山
と呼んでいて、頂上は平坦になっており、砦が
あったのは間違いなく、頂上にはお伊勢山の
祠があり、年に１回窪地区で「おこもり」をし
ています。
大判山の頂上には田野中４ケ村（田野中・
平野・伊崎・窪）で石鎚権現を祀っていて、石
囲いの立派な祠があり、毎年７月の第１日曜
日に窪地区で「おこもり」があります。
・・一部
窪地区の資料参照・・
行動開始は宇和町田之筋地区の窪地区の
入り口にある集会所から歩き始めますが、上
記の臥牛山やお伊勢山に思いをはせて下さ
い。北側に人家があり、南側は主に畑などが

山頂権現像の祠

大判山概念図

あって開けています。地区内の舗装道を通り、 九州の山並み、
北方面は神南山などが眺めら
人家がなくなるころ、大きく右方へ曲がり、そ
れ気持ちの良い山である。
の背後に大判山が覆いかぶさるように見え
下山は往路を引き返すか、
または野村町渓
て来ます。そしてヘアピンカーブを曲がり、農 （たに)筋地区の鳥鹿野(とじかの)部落に向
道から林道へ、谷川に架かる橋を渡り谷に
け林道
（約４km）
を下ることもできます。
急坂を
沿って左手（右岸）の山道を行く。橋の手前の
下り、
尾根伝いに鞍部
（下大判の取り付き）
まで
右手（左岸）は大判山の南側に出て道が判然
歩き、渓筋（東方）方向の作業道を下ると数分
としないので利用されていません。最近道標
で大きな林道にでる。
この道を北に向かって
も立てられ道も歩きやすくなっています。谷
１０分程度歩くと三叉路となり、
今度は南に向
筋を約３０分程度登り、再び林道に出て左方
かって下っていくと１時間程度で渓筋公民館
へ１５０ｍほどで分岐となる。
ここを右の登り
に到着します。
方面へ３００ｍ行くと林道の終点で登山道に
登り、
下り共に歩きがいのあるコースであり、
変わります。
山に入ったという感じの山で、山歩きの醍醐
大きな尾根を登り、
トラバース気味で主稜線
味を満喫されるものと思います。
にとりつく。
稜線を南へ、
最後の標高差１００ｍ
は尾根を直登する。
急坂で、
露出した岩が多く
緊張を強いられるが、随所に鎖が掛けられて
※三角点標石が山の頂上やその近くに設置さ
いて、
岩角、
樹木の根っこを掴みながら高度を
れているが、
これは地形を正確に測量するた
上げる。
山頂の手前に大きな岩角があり、
それ
めのもので山の高さとはあまり関係がない。
を越すと山頂であり、
石鎚権現の祠とその前に
ただ測量の目標により見通しの効く場所に設
自然石のテーブルがある。
何のためなのか？
置される場合が多く山頂と思われている方
山頂から南東方向の野村町方面の視界は
が多い。
高さの表示は標石の頂部であり、
地形
ないが、
三方向は開け展望は良い。
眼下に窪地
図などでもこの高さが表示されている。
地元の
区や田之筋が西方の烏殿（５８８ｍ）の左方に 「田之筋緑の少年団」が平成２３年１１月２７
宇和町中心部が右方には山田地区が眺めら
日に測量し高さを確認した。 愛媛新聞：平成
れ、
南に目を向けると鬼が城山系から宇和海、 ２３年１１月２９日に掲載
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緑の少年団の紹介

四国中央市の緑の少年団
（隊）
の紹介

※団（隊）員数は平成25年4月現在

たかもんじゅやま

◆高文珠山緑の少年団（金生第二小学校）
結成時期

昭和61年12月1日

団員数

188名（男101名、女87名）

活動内容

⑴緑の少年団結団式

毎年４月に、高文珠山登山を全校児童で行い、頂上で緑の少年団
の結団式を行っています。その後、みんなで大きな木の枝に作られ
たぶらんこや木登りなどをして遊んでいます。

にこにこ森の散策

⑵「にこにこ森」の散策

近くの雑木林（通称「にこにこ森」）へ季節ごとに出かけ散策を行っています。平成25年度は、去年誕
生した当校のキャラクター「たかもん」へのプレゼントを探そうと、班の仲間たちと協力して森の中を探
し回りました。今まで見過ごしてきた森の様子や季節の変化に気付き、楽しい体験活動となりました。

⑶その他

一人一鉢栽培、 清掃活動等

かわたき

◆川滝小学校緑の少年団（川滝小学校）
結成時期

昭和55年4月1日

団員数

51名（男31名、女20名）

活動内容

⑴花の栽培

年間を通じて、パンジーやマリーゴールド、サルビアなどの花を育
てています。2学期に植えた桜草は卒業式に花道として使います。

⑵シイタケ栽培

公民館の花壇への植え付け

くぬぎに穴をあけ、菌を打ち込んで2年後には収穫ができます。収穫したシイタケは、みんなで持っ
て帰って食べます。

⑶桜の苗木の植樹

卒業記念に行っています。

しょうはく

◆松柏小緑の少年団（松柏小学校）
結成時期

平成2年2月2日

団員数

427名（男236名、女191名）

活動内容

⑴林業教室と植樹体験

毎年５年生が、校区内にある馬瀬林道において、森林についての学
学校での植樹
習を行っています。25年度は2月6日に上柏集会所で、林業教室が開
催され、上柏公益会の方や市・県の林業課の方から、
「山や森林の大切さについて」の話を聞きました。
その後、学校で、南校舎落成を記念してつつじや桜等200本余りの植樹を行いました。

⑵緑化委員会

土作りや花の定植をしたり、花の世話を呼びかけるポスターを作ったりして意欲的に活動していま
す。プランターで育てた花は、卒業式や入学式の会場づくりにも活用しています。

【緑の少年団の主な活動】
緑化活動

花木の栽培(一人一鉢運動、花いっぱい運動)、植物の管理・育成

奉仕活動

クリーン運動、地域美化活動、地域への花苗等の配布、緑の募金運動、交通安全キャンペーン

野外活動

野鳥観察、巣箱かけ、遠足、登山、キャンプ
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緑の少年団の紹介
さんがわ

◆寒川小学校緑の少年団（寒川小学校）
結成時期

昭和60年5月17日

団員数

290名（男151名、女139名）

活動内容

⑴環境委員会の活動

毎月の委員会活動の時間に土づくりや花の定植等を行い、常時
活動として毎日水やりや花壇の手入れを行っているので、年間を通
して様々な花が校内にあふれています。

⑵全校一人一鉢栽培活動

環境委員会による玄関前
花壇の花の定植活動

大きく美しい花が咲くよう願いを込めて植え、世話をすることで、一年を通じて花を咲かせることが
できています。

⑶その他

ボランティア清掃、朝の自主清掃

ど

い

◆土居小学校緑の少年団（土居小学校）
結成時期

平成3年12月14日

団員数

187名（男78名、女109名）

活動内容

⑴栽培活動

5月には、二人一プランターの活動でサルビアとマリーゴールドを
植えました。秋には植え替えを行い、１～４年生は、パンジーとビオ
ラを、5，6年生は、一人ずつ自分の鉢にサクラソウを育てました。サ
クラソウは卒業式に飾りました。

環境美化活動

⑵栽培委員会活動

季節の花の栽培を行い、毎日水やり等の世話を行っています。
また、掲示を利用して、自分で興味のある植物を調べて紹介したり、全校で育てている植物の世話の
仕方を紹介したりして、全校へ意識付けを行っています。

⑶環境美化活動
しんぐう

◆新宮小中学校緑の少年団（新宮小学校・中学校）
結成時期

平成20年7月1日（新宮小学校）／昭和60年5月1日（新宮中学校）

団員数

18名（男12名、女6名）

活動内容

⑴茶摘み

保護者とともに新宮の特産物である「茶」に関わる勤労体験学習
「茶摘み」を毎年行っています。丁寧に手で摘み取って新茶に加工
し、学校給食で毎日味わっています。

茶摘

⑵合同町内清掃

7月に合同町内清掃を、幼稚園児や地域の方々と行いました。自分たちのふるさとを自分たちの手で
きれいにし、たくさんの人が訪れる町にしたいという願いをもって一生懸命活動に取り組みました。

⑶野菜・花の栽培

25年度は人権の花を贈る活動に取り組み、一人ひとつのプランターでパンジーを育て、公民館、郵
便局、交番などに贈りました。

学習活動

緑の教室･森林教室・木工教室などの体験学習、環境調査、農作物･林産物の栽培、動植物の保護

その他

地域行事への参加、収穫祭

【緑の少年団の結成状況】
（Ｈ25.4現在）
110団体、10,435名の団員が県下各地で活発な活動を展開しています。
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森の名手・名人のご紹介
平成25年度

愛媛県「森の名手・名人」

［加工部門］
竹加工

坂本 タマ子さん（大洲市在住）
昭和 39 年に竹材業を開始。竹ざし・竹刀用の竹材
加工を行い生業としてる。材料となる真竹は、弾力
があり、折れにくく、油抜きをしても光沢があると
いう特性があり、竹ざしや竹刀の加工に適している。
油抜きをした後の天日干しをする風景が、地元の風
物詩になっており、新聞などに度々掲載されている。
また、地元小中学校において、竹や竹材業の説明を
行うなど地域学習に惜しむことなく寄与している。

愛媛県「森の名手・名人」
平成14年度「森の名手・名人」…3名

【森づくり部門】〈造林手〉 石丸

亨 （久万高原町在住）
【森づくり部門】〈造林手〉 大竹 武雄 （西予市宇和町在住）
【森の恵み部門】〈椎茸栽培（原木）〉 山本 光高 （大洲市在住）
平成15年度「森の名手･名人」…3名

【森の恵み部門】〈椎茸栽培（原木）〉 栗田

国夫 （大洲市在住）
【加工部門】〈炭焼き ･ 炭窯づくり〉 大木 一 （内子町在住）
【森の伝承・文化部門】〈草木染め〉 村尾 忠 （今治市朝倉在住）
平成16年度「森の名手･名人」…5名

【森づくり部門】〈造林手〉 堀川

善弘 （宇和島市津島町在住）
【森の恵み部門】〈椎茸栽培
（原木）〉 小西 長幸 （大洲市長浜町在住）
【加工部門】〈和傘づくり〉 泉 正 （内子町在住）
【加工部門】〈竹細工〉 西川 静廣 （松山市在住）
【森の伝承・文化部門】〈手漉和紙〉 宇田 武夫 （四国中央市在住）
「森の名手・名人」とは、国と（公社）国土緑化推進機構が連携して推

進している「もりのくに・にっぽん運動」の一環として、樵、筏師、マタ

ギなど森林に関わる生業や地域社会に染みこんだ営みのうち、優れた技を

14

極め、他の技術・技能者・生産者たちの模範となっている達人のことです。

人が選定され、今年度も、新たに１人が選定され、

全国の埋もれた森林文化に光を当てることを目的として、平成 年度から、

愛媛県ではこれまで

49

毎年、選定・公表されています。

平成 年度「えひめ山の日の集い」において認定証が伝達されました。

25

平成17年度「森の名手･名人」…6名

【森づくり部門】〈造林手〉 岡信

一 （久万高原町在住）
【森づくり部門】〈造林手〉 宇都宮 幸子 （西予市城川町在住）
【森づくり部門】〈造林手〉 清水 皆子 （西予市城川町在住）
【森の恵み部門】〈椎茸栽培〉 谷本 浩 （伊予市双海町在住）
【加工部門】〈炭焼き･炭窯づくり〉 中井 龍男 （愛南町在住）
【加工部門】〈太鼓づくり〉 山下 吉明 （大洲市河辺町在住）
平成18年度「森の名手･名人」…4名

【森づくり部門】〈造林手〉 二宮

一雄 （西予市宇和町在住）
【森づくり部門】〈造林手〉 梶川 二郎 （久万高原町在住）
【加工部門】〈木造和船づくり〉 渡邊 忠一 （今治市伯方町在住）
【加工部門】〈磨き丸太加工〉 小倉 アサヱ （久万高原町在住）
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森の名手・名人のご紹介

平成19年度
「森の名手･名人」…4名
きこり

【森づくり部門】〈樵－伐木造材－〉 山内

司郎 （久万高原町在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 高橋 茂行 （西予市野村町在住）
【加工部門】〈和蝋燭づくり〉 大森 太郎 （内子町在住）
【森の伝承部門】〈手漉き和紙〉 稲月 千鶴子 （内子町在住）
ろうそく

平成20年度
「森の名手･名人」…4名
きこり

【森づくり部門】〈樵－伐木造材－〉 水本

亀清 （大洲市在住）
【森づくり部門】〈樵－機械集材－〉 舘野 勉 （久万高原町在住）
【加工部門】〈桐下駄づくり〉 宮部 眞喜男 （内子町在住）
【森の伝承・文化部門】〈和釘(木工具)づくり〉 白鷹 幸伯 （松山市在住）
きこり

平成21年度
「森の名手･名人」…4名

【森づくり部門】〈造林手〉 大森

恒雄 （久万高原町在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 芝 茂 （鬼北町在住）
【加工部門】〈炭焼き
（伊予の切炭）
〉 村上 春義 （大洲市在住）
【森の伝承・文化部門】〈棕櫚細工〉 長生 志郎 （内子町在住）
平成22年度
「森の名手･名人」…6名

【森づくり部門】〈造林手〉 西森

福夫 （久万高原町在住）
【森づくり部門】〈機械集材〉 曽我部 俊朗 （四国中央市在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 増田 勝敏 （大洲市在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 上川 勝利 （大洲市在住）
【加工部門】〈炭焼き・炭窯づくり〉 久能 二三男 （愛南町在住）
【加工部門】〈木桶職人〉 亀岡 繁男 （内子町在住）
平成23年度
「森の名手･名人」…5名

【森づくり部門】〈伐木造材〉 森

福栄 （西予市在住）
【森づくり部門】〈林内路網開設〉 脇田 富弘 （久万高原町在住）
【森づくり部門】〈機械集材〉 藤岡 雄二 （内子町在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 梅岡 芳夫 （大洲市在住）
【加工部門】〈木工〉 井村 康博 （久万高原町在住）
平成24年度
「森の名手･名人」…5名

【森づくり部門】〈林内路網開設〉 山下

清則 （久万高原町在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 大田 誠雄 （伊予市在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 菊地
徹 （大洲市在住）
【森の恵み部門】〈シイタケ栽培〉 中岡 隆雄 （大洲市在住）
【加工部門】〈木地師〉 甲斐 義孝 （久万高原町在住）
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賛助会員のご紹介
当基金の事業推進にご協力頂いた「賛助会員」の皆様のご紹介
「賛助会員」とは、
個人･企業･団体の別を問わず、
当基金の趣旨に賛同し、
当基金が実施する全ての公益
目的事業の財源の一部を「年会費」としてご負担頂く方のことです。
平成26年3月末現在で、
824口･4,120,000円のお申し込みをいただきました。
（市町別・五十音順・３口以上の方は口数を記入）
林業関係
愛媛県森林組合連合会
愛媛県森林土木協会

愛媛県漁業協同組合連合会
68口（松山市） 愛媛県漁業信用基金協会
100口（松山市） 愛媛県漁船保険組合

（松山市） 愛媛森連産業(株)

（松山市） (株)大竹組

（新居浜市）

（松山市） (株)協和産業

（松山市） (株)河端組

（新居浜市）

（松山市） 瀬戸内緑地(株)

（松山市） (株)菅工務店

（新居浜市）

愛媛県水源林造林協議会

（松山市） 高浜町漁業協同組合

（松山市） 大樹産業(有)

（松山市） 薦田建設(株)

（新居浜市）

(社)愛媛県木材協会

（松山市） 中島三和漁業協同組合

（松山市） 高須賀緑地建設(株)

（松山市） (株)シゲタ

（新居浜市）

越智今治森林組合

（今治市） 松山市漁業協同組合

（松山市） 成瀬緑化産業(株)

（松山市） 不動建工(株)

（新居浜市）

（今治市） 日本造園建設業協会愛媛県支部 （松山市） (有)守谷建設

（新居浜市）

八西森林組合

（八幡浜市） 大浜漁業協同組合

いしづち森林組合

（西条市） 大浜漁業協同組合来島支所

（今治市） (株)ひらい緑地

（松山市） (株)横井産業

（新居浜市）

えひめ森林環境保全整備(有)

（西条市） 小部漁業協同組合

（今治市） (株)山本造園土木

（松山市） 安藤工業(株)

（西条市）

大洲市森林組合

（大洲市） 菊間町漁業協同組合

（今治市） (株)游亀

（松山市） (株)今井工務店

（西条市）

担い手公社河辺やまびこ(有)

（大洲市） 桜井漁業協同組合

（今治市） 愛媛緑地(株)

（今治市） (株)越智工務店

（西条市）

伊予森林組合

（伊予市） 宮窪町漁業協同組合

（今治市） (株)大西屋

（今治市） 西条建設(株)

（西条市）

(株)プロシーズ

（伊予市） 三浦漁業協同組合

（今治市） 丹下建設工業(株)

（西条市）

宇摩森林組合

（四国中央市） 八幡浜漁業協同組合

（宇和島市） (株)瀬戸内園芸センター
（八幡浜市） (有)横山緑化センター

（宇和島市） 新高建設(株)

（西条市）

（新居浜市） (有)大成工業

（八幡浜市） 上田建設(株)

（大洲市）

宇和国産材加工協同組合

（西予市） 新居浜漁業協同組合

(株)エフシー

（西予市） 壬生川漁業協同組合

（西条市） ヤシロ農園(有)

（八幡浜市） 河辺建設(株)

（大洲市）

西予市森林組合

（西予市） 伊予漁業協同組合

（伊予市） 横平農園(有)

（八幡浜市） 谷本建設工業(株)

（大洲市）

松山流域森林組合

（東温市） 寒川漁業協同組合

（四国中央市） 愛媛県造園緑化事業協同組合

(株)いぶき

（久万高原町） 弓削漁業協同組合

（上島町） 御荘造園開発(株)

久万広域森林組合

（久万高原町） 愛南漁業協同組合

（愛南町）

（砥部町） ●内水面

内子町森林組合

（内子町） 肱川漁業協同組合

南予森林組合

（鬼北町） 銅山川漁業協同組合

南宇和森林組合

（愛南町） 愛媛県内水面漁業協同組合連合会 （西予市） 愛媛土建(株)
4口（松山市） 肱川上流漁業協同組合
面河川漁業協同組合

農業関係
商工団体関係

●農協
愛媛県山林種苗農業協同組合

（松山市） 愛媛県商工会議所連合会

愛媛県信用農業協同組合連合会 （松山市） 愛媛県商工会連合会

（大洲市）

（愛南町） (株)西田興産

（大洲市）

建設業関係

砥部町森林組合

愛媛森林管理署

（東温市） 富永建設(株)

泉建設(株)

（伊予市）

(株)伊予ブルドーザー建設

（伊予市）

（大洲市） (株)愛亀

（松山市） (株)弘陽工務

（四国中央市） (株)愛橋

（松山市） 中予建設(株)

（西予市） (株)門屋組
（久万高原町） (株)岸本設計工務

（伊予市）
（伊予市）

（松山市） (株)髙石組

（四国中央市）

（松山市） (株)星川工務店

（四国中央市）

（松山市） (株)井石建設

（西予市）

(株)黒石ネット

（松山市） (有)大塚工務店

（西予市）

国土防災技術(株)松山営業所

（松山市） (株)東部綜合建設

（西予市）

（松山市） (株)坂本重機建設

4口
（松山市） (株)西建設

（西予市）

（松山市） 新生建設(株)

（松山市） 平野建設(株)

（西予市）

愛媛県農業協同組合中央会

（松山市） 愛媛県中小企業団体中央会

（松山市） (株)杉野工務店

（松山市） (株)山下建設

（西予市）

全国共済農業協同組合連合会

（松山市） 愛媛中小企業指導センター

（松山市） 大伸建設(有)

（松山市） 山本建設(株)

（西予市）

（松山市） 西岡総合建設(株)

（松山市） 南條工業(株)

（東温市）

松山商工会議所

愛媛県本部

全国農業協同組合連合会愛媛県本部 （松山市） 宇和島商工会議所

（宇和島市） (株)野間工務店松山支店

（松山市） (株)久保建設

（久万高原町）

今治立花農業協同組合

（今治市） 八幡浜商工会議所

（八幡浜市） (株)福田組

（松山市） 高岡建設(株)

（久万高原町）

越智今治農業協同組合

（今治市） 新居浜商工会議所

（新居浜市） (株)富士造型

（松山市） (株)高山建設

（久万高原町）

えひめ南農業協同組合

（宇和島市） 西条商工会議所

（西条市） 三井住友建設(株)松山営業所

（松山市） 拓明建設(株)

（久万高原町）

西宇和農業協同組合

（八幡浜市） 大洲商工会議所

（大洲市） (株)横田建設

（松山市） 竹本工業(株)

（久万高原町）

（大洲市） 伊予商工会議所

（伊予市） 渡部工業(株)

（松山市） (株)羽澤建設

（久万高原町）

（今治市） (株)美川建設

（久万高原町）

愛媛たいき農業協同組合
●土地改良区

四国中央商工会議所

愛媛県土地改良事業団体連合会 （松山市） 西予市商工会

（四国中央市） (株)小林組
（西予市） 重松建設(株)

（今治市） (株)小泉組

（砥部町）

道後平野土地改良区

（松山市）

(株)せんば

（今治市） 久保興業(株)

（内子町）

松山市土地改良事業協議会

（松山市） 金融機関

(株)大旺

（株)
（今治市） 坂井建設

（内子町）

今治市越智郡土地改良協議会

（今治市） (株)伊予銀行

（宇和島市） 中川建設(株)

（内子町）

（宇和島市） 西岡建設(株)

（内子町）

（宇和島市） (株)ブリッジカンパニー

（内子町）

(株)宮田建設

（宇和島市） (株)森本

（内子町）

(株)新光建設

（八幡浜市） (有)三崎建設

（伊方町）

南予用水土地改良区連合

（八幡浜市） (株)愛媛銀行

道前平野土地改良区

（西条市） 川之江信用金庫

東温市土地改良連絡協議会

（東温市）
緑化事業関係

漁業関係
愛媛県漁業共済組合

アトム緑化開発(株)
（松山市） (株)愛媛庭園
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10口（松山市） (株)浅田組
6口（松山市） 一若建設(株)
（四国中央市） 大河建設(株)

（松山市） 浜上建設(株)

（八幡浜市）

（松山市） (株)渦井建設

（新居浜市） 砕石業関係

賛助会員のご紹介
愛媛砕石(株)

（松山市） (社)愛媛県紙パルプ工業会 （四国中央市） 四国溶材(株)

文保

（松山市）

大生産業(株)

（松山市） (株)トーヨ

（四国中央市） 日本食研ホールディングス(株) （今治市） 高内

美代子

（松山市）

大伯砕石(株)

（今治市） 三木特種製紙(株)

（四国中央市） 原印刷(株)

（今治市） 高内

得竹

（松山市）

（今治市） 高内

(株)シンツ

（宇和島市）

檜垣造船(株)

（今治市） 高浜

壮一郎

（松山市）

西南砕石工業(株)

（八幡浜市） 消費者団体

マルマストリグ(株)

（今治市） 武智

千里

（松山市）

協和生コン(株)

（西条市） 愛媛県生活協同組合連合会

（松山市） (有)山西石材

4口
（今治市） 田村

悦子

（松山市）

(株)トーヨー砕石

（西条市） 愛媛有機農産生活協同組合

（松山市） 伊予興業(株)

（新居浜市） 土居

通宣

（松山市）

松浦建設(株)

（大洲市） 生活協同組合コープえひめ 20口
（松山市） 酒井興産(株)

（新居浜市） 俊成

薫

（松山市）

南予砕石工業(株)

（西予市）

（新居浜市） 乗松

秀樹

（松山市）

バラエティーショップ真鍋質店 （新居浜市） 東野

克己

（松山市）

中予砕石(株)

三王ハウジング(株)

（久万高原町） 各種団体

愛媛工業(株)

（松野町） (公社)愛媛県浄化槽協会
愛媛県石油商業組合

測量設計関係

(公社)愛媛県宅地建物取引業協会

（松山市） 石鎚登山ロープウェイ(株)

（西条市） 堀尾

順子

（松山市）

（松山市） 水沼建具店

（大洲市） 正岡

喜久利

（松山市）

6口
（松山市） 四国乳業(株)

（東温市） 正岡

博明

（松山市）

10口
（久万高原町） 正岡

光彦

（松山市）

(株)愛媛建設コンサルタント

（松山市） (社)愛媛県猟友会

（松山市） (有)久万重機サービス

(社)愛媛県測量設計業協会

（松山市） (社)えひめ産業廃棄物協会

（松山市） (有)久万清掃

（久万高原町） 松本

純一郎

（松山市）

(株)小笠原工務所

（松山市） 松山金亀ライオンズクラブ

（松山市） 久万総合開発(株)

（久万高原町） 宮内

容子

（松山市）

(株)親和技術コンサルタント

（松山市）

山口

章一

（松山市）

(株)大栄測量設計

（松山市） 医療機関

山本

亜紀子

（松山市）

南海測量設計(株)

（松山市） (医)弘友会

重子

（松山市）

(株)芙蓉コンサルタント

愛大農学部
（大洲市） 泉

英二

（松山市） 横山

（松山市）

橘

燦郎

（松山市） 南

(株)サンコー設計

（今治市） 一般企業等

中安

章

（松山市） 梶原

(株)瀬戸内

（今治市） 井関農機(株)松山総務部

（松山市） 西川

敦

（松山市） 秦

(株)米北測量設計事務所

（今治市） (株)NPシステム開発

4口
（松山市） 江崎

次夫

（東温市） 妻鳥

孝行

（八幡浜市） 倉敷紡績(株)北条工場

（松山市） 林

（東温市） 松本

敏

（大洲市）

門田

正文

（伊予市）

黒田

敬

（伊予市）

(株)八周

和男

聰

（今治市）
重雄

康晃

（宇和島市）
（新居浜市）
（新居浜市）

(株)西条設計コンサルタント

（西条市） コスモ松山石油(株)

(株)橋本測量設計

（伊予市） 三德電機(株)

(有)ダイチ測研

（西予市） 質SHOP UKIGUMO 真鍋質店松山店 （松山市） 相原俊一郎

（松山市） 曽根

吉嗣

(有)協栄調査測量設計事務所

（内子町） 城東開発(株)

4口
（松山市） 浅野

素英

（松山市） 山川

浩一郎

大一ガス(株)

（松山市） 石川

奣弘

（松山市） 水野

信彦

（東温市）

ダイキ(株)

（松山市） 市川

憲次

（松山市） 相原

早苗

（久万高原町）

（松山市） 小松

敏

（松前町）

（松山市） 向井

玲二

（松前町）

運輸関係

10口
（松山市）
（松山市） 個人

伊予鉄道(株)

（松山市） タカウチスタジオ(有)

（松山市） 江野尻

(社)愛媛県トラック協会

（松山市） (株)テレビ愛媛

（松山市） 岡田

(社)愛媛県バス協会

（松山市） 南海放送(株)

（松山市） 小野寺

四国名鉄運輸(株)

（松山市） 日本植生(株)松山営業所

（松山市） 神尾

桑原運輸(株)

（新居浜市） ふたば(株)

自動車関係

容彰
得多
久

（松山市） 菅

泰昭
宜登

（松山市） 丹

慶一

（伊予市）
（四国中央市）

（砥部町）

（松山市） 濱田

芳貴

（東京都）

（松山市） 小林

千翔来

（岡山県）

平和印刷工業(株)

（松山市） 神野

一仁

（松山市）

浅川造船(株)

（今治市） 佐川

惠一

（松山市） その他

愛媛県軽自動車協会

（松山市） 今治ヤンマー(株)

（今治市） 上甲

俊史

愛媛の森林基金職員一同 （松山市）
（松山市） （公財）

愛媛自動車販売協会

（松山市） 大山石材(有)

（今治市） 白石

功

（松山市） 環境政策課親睦会

（松山市）

高岡自動車工業

（松山市） 越智電機産業(株)

（今治市） 白石

崇

（松山市） 農業経済課親睦会

（松山市）

山本自動車工業(株)

（松山市） (株)桜井

（今治市） 白石

博文

（松山市） 農地整備課愛耕会

四国ガス(株)

（今治市） 仙波

隆三

（松山市） 林友会

四国通建(株)

（今治市） 高内

章有

（松山市） 滑床自然休養林等保護管理協議会 （松野町）

製紙業関係

（松山市）
4口（松山市）

○賛助会員募集
当基金の活動の趣旨や愛媛の森林そ生にかける熱い思いにご賛同いただける方であれば、企業、
団体、個人の別は問いません。
ぜひ当基金の賛助会員となっていただき、当基金が実施する公益目的事業の財源として「年会費」
をいただければ幸いです。

年会費

1口

5,000円

お申し込みは、( 公財 ) 愛媛の森林基金事務局 TEL089-941-2111（内線 5318）
または、当基金ホームページ（http://emk.jp/）[ 賛助会員コーナー ] [ 会員募集 ] まで。
【会員の特典】
◦基金主催の各種イベントのご案内 ◦情報誌の配布 ◦賛助会員証の発行 ◦情報誌等において賛助会員名の登載
※公益財団法人愛媛の森林基金は、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人として、愛媛県知事から「公益財団法人」の認定を受けており、法人の方については、法人税法
第 37 条に規定する寄付金の損金算入限度額の特例が、個人の方については、所得税法第 78 条に規定する特定寄付金として寄付金控除が受けられます。
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お し ら せ
『愛媛の森林基金助成事業』と『緑の募金交付事業』について
Invited

本誌でご紹介しているこれらの事業について、下表のとおり募集を行っています。

募集

回

応募期間

事業の着手時期

第１回

２月１日～２月末日

４月１日～５月末日までに着手を行う予定の事業

第２回

４月１日～４月末日

６月１日～ 10 月末日までに着手を行う予定の事業

第３回

９月１日～９月末日

11 月１日以降に着手を行う予定の事業

も

り

平成26年度 公益財団法人愛媛の森林基金主催 イベント計画
Events

当基金では、平成 26 年度も引き続き様々な事業・イベントを計画しております。

行事

春

期

県植樹祭（5/10、四国中央市）
緑の募金活動期間（春期：4/1～5/31）
・街頭募金活動

夏

期

森林ボランティア活動
緑の募金活動期間（秋期：9/1～10/31）

秋

期

森林ボランティア活動 森林友の会現地研修会
えひめ山の日の集い（
「えひめ山の日」
は11月11日。
）

冬

期

森林ボランティア活動
緑の募金活動期間（春期：2/15～3/31）

4〜6月

7〜9月

10〜12月

1〜3月

コンクール
発刊物

平成27年用 緑化キャンペーンポスター・標語コンクール
第20回えひめの森林･林業写真コンクール 愛媛の森林 第32号

実施時期等については一部変更となる場合がありますのでご了承ください。
皆様の参加をお待ちしております。

も

り

｢公益財団法人愛媛の森林基金 発刊図書｣の御案内
Books
出版物

当基金では、県内の美しい自然や森林、地域に受け継がれている木の文化、県内の樹木の名前の由来など
を皆様にご紹介するために、図書の出版事業を行っています。是非、ご一読下さい。図書の詳細やご注文
につきましては、当基金ホームページ（http://emk.jp/）の [ 出版物のご案内 ] からもご覧頂けます。

えひめの巨樹・名木
木を生かす
えひめ 森林と木の生活誌
木の恵み

1,520円
1,520円
610円
1,010円

ふるさとの森

1,520円
えひめの木の名の由来
2,030円
こえ
森林にいのちの聲を聴きに行こう 1,000円
えひめの身近な巨樹・名木100選 500円

以上のお問い合わせは、
（公財）愛媛の森林基金事務局TEL089-941-2111（内線
5318）までお気軽にどうぞ。

28 愛媛の森林 ● おしらせ

「愛媛の森林友の会」や「木っと根っとワーク」に
入会して、緑に親しんだり、森林ボランティア活動に
参加して、地球環境の保全に気持ちの良い汗を流
してみませんか。18歳以上の方ならどなたでも結構
です。年会費等も無料です。皆様のご入会を心から
お待ちしております。

（郵送やFAXで受け付けています。コピー又は切り取ってお使い下さい）
も

り

愛媛の森林友の会 入会申込書
住

所

〒

−

連絡先

ふりがな

氏

名

T ・ S ・ H

生年月日

年

月

日生

性

別

職

業

TEL

男

・

女

男

・

女

（入会の動機や参加したいイベント等、自由にご意見をお書き下さい）

通信欄

（切り取り）

木っと根っとワーク 入会申込書
住

所

〒

−

連絡先

ふりがな

氏

名

生年月日

T ・ S ・ H

年

月

日生

性

別

職

業

TEL

（入会の動機や参加したいイベント等、自由にご意見をお書き下さい）

通信欄
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［愛媛県立今治高等技術専門校生徒がデザインしたポスターです。］

編集・発行

も

り

公益財団法人 愛媛の森林基金
〒790-8570

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県農林水産部森林局森林整備課内
TEL.089-941-2111（内線5318）
FAX.089-912-2594
URL http://emk.jp/

