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理事長あいさつ
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61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。
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 20 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。
記念行事では、
女性初のエベレスト登頂に成功し、
本県にもゆかりのある登山家 田部井 淳子さんに、
山から見た自
然環境の大切さを講演していただきました。
さらに、
健康運動指導士による
「歩く」
講座、
朗読ユニットによる朗読ライブを
はじめとする盛りだくさんの催し物を通じて参加者の皆様が森林への感謝の気持ちを新たにすることができました。
また、
午後の分科会は、
小雨のちらつく中ではありましたが、
トレッキング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26年11月9日（日）

式

参加者415名

典

緑の募金感謝状贈呈

記念行事

登山家 田部井 淳子さんが語る
「山から見た自然環境」

分

トレッキング

科

自然観察会

健康運動指導士 宇佐 亮子さんによる
「歩く」をテーマにした講座

会

親子木工広場
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森林基金事業

第20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 20 回「えひめの森林・林業写真コンクール」を
実施したところ、219 点の応募があり、選考委員会で選定のうえ、

選考委員
古茂田 不二
宮本 正
山之内 正昭

愛媛写真家協会 会長
愛媛写真家協会 理事
公益財団法人愛媛の森林基金 出納員

次のとおり決定しました。
応募総数 219 点 / 応募者数 62 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
2点

最優秀《一般部門》
［ 日没情景 ］
撮 影 者◎長谷 由美
撮影場所◎瓶ヶ森男山
石鎚山へしずむ夕陽を男山から撮影してみま
した。うっすらと霧が流れてきて幻想的な光
景でした。

最優秀《テーマ部門「里山」》
［ 晩秋の頃 ］
撮 影 者◎井関 俊
撮影場所◎宇和島市三間町
三間町の毛利家 ( 旧庄家 ) で、晩秋の風景を
撮影しました。
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優秀《一般部門》
［ 静寂 ］
撮 影 者◎芝崎 静雄
撮影場所◎内子町小田深山
林立する杉林の中、霧に包ま
れた黄葉 1 本。凛として立って
います。素適な光景に出会えまし
た。

優秀《テーマ部門「里山」
》
［ 柿の収穫 ］
撮 影 者◎井上 富子
撮影場所◎内子町
正月用の吊し柿として柿の収
穫が始まる。まもなく里山にも寒
い冬が来る。

佳作《一般部門》
［ 夕映えの中で… ］
撮 影 者◎平石 愛子
撮影場所◎内子町泉谷
棚田に夕日が沈む様子を撮影。

佳作《テーマ部門「里山」
》
［ 山里に生きる ］
撮 影 者◎木綱 武雄
撮影場所◎内子町石畳
内子町石畳地区でのタバコ畑で農
作業をしている家族の人達を撮っ
て見ました。
第 20 回
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森林基金事業
入選

［ 森林の中稲収穫 ］
⑴福本

満

⑵長浜町樫谷

［ 小春日和 ］
⑴井上

昭

勝

⑵撮影場所

［ 目覚め ］
⑴宰務

光人

［ 雲上の大樹 ］
⑵久万高原町

［ 一瞬の色どり ］

⑵内子町石畳

［ 宇和平野霧情 ］
⑴山本

⑴撮影者

⑵宇和町宇和平野

⑴宰務

裕子

春奈

雄喜

⑵石鎚山中腹

［ 筏下り ］

⑵翠波公園

［ 里山の稲木干し ］
⑴皆川

⑴中川

⑵久万高原町

⑴乘松

賢二

⑵内子町川登

［ 山里の恵み ］
⑴白石

信夫

⑵久万高原町

中高校生賞 ⑴撮影者 ⑵撮影場所

［ 芽が出た ］

［ ツリークライミング ］
⑴武内

勇雄

⑴智葉

⑵宇和島市滑床

［ 渓流のカーニバル ］
⑴稲葉

愛笑
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⑵西予市野村町

瑛海

⑵河辺町

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。
石鎚土小屋の国有林を、愛媛森林管理署の方々に案内して頂き、豊かな森林を散策することによって、
森林を身近に感じ、森林
の大切さを実感してもらうことができました

〜石鎚土小屋の秋を求めて〜

11月3日
（月） 文化の日

石鎚土小屋へ到着

参加者/65名

いざ、岩黒山へ

午前中は幽玄な石鎚山の姿も

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しました。
●時
期／平成26年7月14日（月）〜平成27年2月14日
（日）
●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

1,455名

児童館等

3施設（延べ4回）

375名

イベント

3会場（延べ10回）

推計／4,700名

22箇所（延べ30回）

推計含む／6,530名

合

計
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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
161校

7,050セット

CDラック 1,602セット
小物入れ

1,997セット

本立て

3,451セット

●児童・生徒の感想
ぼくが小物入れを作ってみて、心に残ったのは、きれいでいいにおいのする木を組み立てられたことで
す。完成して見てみたら、テレビで見たことがある寿司の出前入れのように見えましたが、これには、家族
の小物が入れられます。
ぼくたちのために、木をきれいに切って使いやすくしてくださり本当にありがとうございました。大切に
します。
私はいとのこでハート形に切り抜きました。かわいくできました。かんたんにできてびっくりしました。２
回目だけど前やったのとはちがうやり方で楽しかったです。ありがとうございました。
小物入れを作りました。片手で木を押さえながら組み立てていきました。小物入れには、ぼくの好きなも
のを入れます。楽しみにしています。杉の木をつかってとてもいい作品ができました。
私たちに、本立てや小物入れやCDラックの材料をくださりありがとうございます。私は本立てを作り、
本などを立てて使っています。私たちは好きなキャラクターなどを描いて使っています。
森林を大切にするということ、木を大切にすることをこの活動を通して分かりました。木は生きている、
人といっしょで生きている。木を大切にすることは木の命をむだにしないということがわかりました。
木をむだにしない活動は本当に楽しかったです。
私の家には木があります。その木は捨てたりせずに大切に使いたいです。
小学校を卒業をするまで、残り数ヶ月となった今の時期に、このような貴重な体験をさせて頂く機会に
恵まれたこと、とても嬉しく思います。釘を持つことさえ殆ど無い今の世の中で、釘を打つことの難しさ、木
と木が組み合ったときの喜び等を直に学ぶことができたのは、私達のために木を加工し、送ってくださっ
た方々のお蔭とだと感じています。
また、釘打ちだけでなく、木の特色についても知ることができました。仕上げのニスを塗った際、数分も
せずにニスが木に染みこんでいく様は非常に興味深いものでした。これを機に、林業や今回使用した杉以
外の木の特色も調べてみたいと思います。

〔製作状況〕
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●先生の感想
５・６年生は、側板に模様を入れたり、角を丸くしたりする等、各自が工夫しながら取り組むこ
とができた。初めて木工作品製作に取り組んだ４年生は、苦労しながらも作品を仕上げることがで
き、木工製作の楽しさを味わうことができた。
それぞれ家庭に持ち帰り、活用することで、県産木材や自然環境について親子で話し合うよい機
会になったと思われる。

糸のこや金槌、きりの正しい使い方を学習し、安全に留意しながら、生活に生かせる木工作品を
作成することができた。また、社会科「私たちの県」の単元から、愛媛県には山地が多く、杉や檜
が数多く植樹されていることに結びつけた学習ができた。
４年全員が、完成したＣＤラックを手に、喜んで家に持ち帰ることができた。

本事業の主旨について理解をさせる指導を実施後、木材の種類や特徴、県産材の利点や林業、森林資源
の保全などについて今後の林業の行方について説明をした。
これらの指導後に、各学年２時間の作品制作
を行い、
完成品の一部を文化祭にて、学習展示を行った。
作品制作に関しての技術等については、加工をあまり必要としないので、中学校の技術科の学習におい
て、木材加工の初歩的な技術指導や機械等の応用加工技術の習得時に重宝するキットであると感じた。

社会科や家庭科の学習と関連させ、資料をもとに、森林の働きについて学んだ後、愛媛県産の森
林のよさを話し合い、製作に取り組んだ。実物に触れ、体験活動をすることにより、森林への興味
関心も高まった。
森林の働きや木についての説明もあり、社会科や図画工作科の授業と関連させて活用することが
できた。愛媛県（地元産）の素材を使うことにで、森林の働きや木についての知識をより深めるこ
とができた。また、愛媛県のよさにも触れることができた。
糸鋸やかなづちなどの用具の使い方に慣れることができ、素材が小学生の児童にも加工しやす
く、扱いやすい材料であった。

〔作品例〕

郷土の森林づくり管理事業 （下刈り 3.06ha）
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成
長しています。
今治市 (0.39ha)

大洲市 (2.67ha)
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林業新規就業者支援事業
林業の就業促進や担い手の育成のため、一定の要件を満たした林業新規就業者に活動費用を支援しました。

事業内容
⑴支援対象者（次の内容をいずれも満たした者）
●新規採用時において、30歳以下の者
●平成26年1月1日〜平成26年8月31日の間に新規採用された者
●県内の認定林業事業体に採用され、６ヶ月以上経過した者
●伐木、造材、運材、下刈り等、林業現場作業に従事する者
⑵支援内容／就業するために必要な費用として５万円／一人
⑶支援実績（平成26年度）／9名
⑷新規就業者からの声
●Iターンで愛媛県へ移住し、林業の職場に就いた。何事も焦らず、自分のレベ
ルを把握し、出来る事から確実にこなしていきたい。
●林業の現場に慣れることがまず一番であるが、効率よく安全に作業するた
めの工夫をしていきたい。また、現場作業だけでなく、事業の事務や山につ
いても詳しくなり、山林所有者から何を聞かれても説明できるよう日々努力
していきたい。
●林業機械の資格も取り、一人前の操作ができる努力していきたい。

目録贈呈

林業新規就業者集合

林業への抱負や希望を語る

愛媛の森林基金助成事業
森林に親しむための活動事業

トレッキングコースの施設等整備事業

森林の果たす役割や森林整備の重要性を広く多くの

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、

人々にアピールする森林散策活動を助成しました。

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

松山離島振興協会

(所在地:松山市)

(所在地:松山市)

久 万 高 原 町猪 伏で、
久 万 高 原 町 四 国カルス
トの 遊 歩 道を散 策し、
天 然 林 を 案 内 しまし
た。

松 山 市 小 浜 で、県 産
材の丸 棒加 工杭を活 用
し、遊 歩 道 に 階 段 を 設
置しました。

滑床を愛する会

久万高原遊山会

(所在地:宇和島市)

(所在地:東温市)

南 予アルプ スと呼 ば
れる鬼ヶ城 山 系 の自然
美 の 観 察 会を行 いまし
た。

久万高原町黒瀬川から簑
川にかけて、二箆山周辺のト
レッキングコースの案内標
識設置、風倒木等の整理、
刈払い等を行いました。

ふくさの森の会

中島地区まちづくり協議会

(所在地:東温市)

東 温 市 河 之 内 で、保
育 園 、幼 稚 園 児を 対 象
に、バードコールを作成
するなど体 験 活 動を行
ました。
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松 山 市 宇 和 間 で、県
産 材の丸 棒加 工杭を活
用し、遊 歩 道 に 階 段 を
設置しました。

(所在地:松山市)

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。また、この活動に取り組む組織に対し、円滑に事業を推進できるよう必要経費の助成を行いました。

「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。

−（公財）愛媛の森林基金単独事業−
林野庁が実施する上記事業に取り組む活動組織に対し、この事業を円滑に推進できるよう必要経
費を助成しています。

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。
林野庁補助事業分については、平成26年度において27の活動組織から申請・採択を行い、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

（16万円/ha）
（38万円/ha）

現地の林況調査

●集落周辺の広葉樹等の搬出活動
●森林環境教育の実践

雑草木の刈り払い

侵入竹除去・竹林整備

（16万円/ha）
（5万円/回）

森林環境教育の実施

しいたけ原木の伐採・搬出

また、
（公財）愛媛の森林基金単独事業については、上記27活動組織のうち23活動組織
から申請・採択を行い、助成を実施しました。
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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 26 年度 募金実績額

平成 27 年度 募金目標額

35,130,521円 39,000,000円
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）

募金
期間
募金
方法

目標額達成に向けて、ご協力をお願いします。

愛媛県では、

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。
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。

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
については、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 26 年 4 月 19 日（土）

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 26 年 ５ 月 10 日（ 土 ） に、 四 国
中央市の「伊予三島運動公園」で、平
成 26 年度愛媛県植樹祭を開催しまし
た。「愛媛から 緑いっぱい 夢いっぱ
い」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 27 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27年用
愛媛県緑化キャンペーン
ポスター原画

森と人の共存
愛媛県立小松高等学校 ３年

長瀬 悠
これまで特別たくさんの自然の中で育ってきたと
いう意識はありませんでした。しかし、小さい頃を
思い返してみると、よく遊んでいた近所のお寺には
大きな楠が生命力をみなぎらせ、近くの広場では桜
の木が春に幻想的な風景を見せてくれました。また、
小学校のボランティアでは花の苗を植えたりもしま
した。無意識のうちに自然と共に育ち、自然は私に
たくさんのものを与えてくれました。
緑化キャンペーンポスターを描くにあたり私がこ
の絵に込めたのは、そんな大切な自然と私たちが共
存しながら、未来へと繋ぎ育んでいこうという思い
です。自分の身近なところへ目を向けて、少しずつ
でも緑を増やすことができればと願っています。

平成27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

しまのみどり 山のみどり えひめのみどり

大洲市立粟津小学校

鎌田

圭佑

１年

ぼくがかよっているあわず小学校は、みどりいっぱいの山にかこま
れています。うんどうじょうの上には、大きないちょうの木がありま
す。あきになると、ぎんなんがなります。そして、うんどうじょうは、
きいろいはっぱでいっぱいになり、じゅうたんのようです。
また、学校のちかくには、ぎおんじんじゃがあります。はるになる
と、きれいなさくらがさき、さくらまつりもあります。たくさんの人
が、さくらを見にこられます。ぼくたちも、せいかつかのじかん、はる、
なつ、あき、ふゆにぎおんじんじゃにいき、しぜんのかんさつのべん
きょうをしました。
ぼくは、はたきのまちのように、みどりいっぱいのおおず、みどり
いっぱいのえひめになってほしいなとおもって、このテーマをかんが
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。

「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

〔26年度募金額 4,933円〕

募金
〈1％〉

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

〔26年度募金額 63,202円〕
サントリービバレッジサービス株式会社

〔26年度募金額 5,044円〕

募金
〈1％〉

売上げの約2％

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

自動販売機からの「緑の募金」システム

ダイドードリンコ株式会社

〔26年度募金額 154,859円〕

「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㈱
●伊予興業㈱
●内子町森林組合
●愛媛県職員生活協同組合
●愛媛森林管理署
●大洲市森林組合

●㈱岸本水引店
●㈱楠田商店
●久万広域森林組合活性化センター
●コープ喜田村店
●コープ神郷店
●コープ中荻店
●㈱四国中検 中予検査所

「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

●昭和電設㈱
●南予森林組合
●農村環境改善センター
●八西森林組合
●㈱村田農場
●㈱レジャーライフ

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。

アサヒビール株式会社
「四国の水・森の感謝キャンペーン」からビール１本につき１円を寄付

〔26年度募金額 33,161円〕
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

〔26年度募金額 110,061円〕

アサヒビール㈱
四国の水・森に、感謝

有限会社内藤鋼業
「愛媛ペレット」の売上の一部を寄付

㈲内藤鋼業 愛媛ペレット

〔26年度募金額 174,850円〕
株式会社ビッグウッド
「中古家具」の売り上げを寄付

〔26年度募金額 417,285円〕
㈱ビッグウッド

㈱今村紙工 非木材紙を使用した祝儀袋
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緑の募金事業

（敬称略：50音順）
「緑の募金箱」設置企業の紹介［当基金扱い］

●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 10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」 内子フレッシュパークからり
●「道の駅」 しまなみの駅御島
●「道の駅」 日吉夢産地
●「道の駅」 広見森の三角ぼうし

●「道の駅」 今治湯ノ浦温泉
●「道の駅」 小田の郷 せせらぎ
●「道の駅」 瀬戸町農業公園
●「道の駅」 ひろた
●「道の駅」 みしょうＭＩＣ

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 26 年度現在）
マックスバリュ西日本(株)平田店

イオン有料レジ袋収益金
イオングループでは、食品売場でのレジ袋無料配布を終了し、レジ袋を希望するお客様に対して有料で販売
することとなり、実費を差し引いた販売収益を当基金に寄付して頂きました。
●登録団体名／イオンリテール(株)イオン川之江店 イオン今治店 イオン松山店

（平成 26 年度現在）

「木材利用ポイント」
における森林づくり・木づかい寄付について
地域材の需要拡大の取組を促進し、需要を大きく喚起する対策として、地域材の利用に対してポイントを付
与し、農山漁村地域経済全体への波及効果を及ぼす取組である「木材利用ポイント」の寄付対象団体として登
録をし、寄付を頂きました。

「どんぐりポイント」
による寄付について
環境に良い商品 の目印である「どんぐりポイント」制度において、地球温暖化対策に関心の高い地域とし
て愛媛県が選ばれました。当基金は、その寄付団体として登録をし、寄付を頂きました。
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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 26年度 当基金 直接受取分）

●(有)愛高警備保障
●(株)相原組
●浅川造船(株)
●(株)アットハウジング・ＡＺ
●石鎚登山ロープウェイ(株)
●井関農機(株)
●一若建設(株)
●(株)いぶき
●(株)伊予銀行
●伊予森林組合
●潮冷熱(株)
●NTT西日本四国カンパニー 社員一同
●愛媛県厚生農業協同組合連合会
●愛媛県職員消費生活協同組合
●愛媛県信用農業協同組合連合会
●愛媛県農業協同組合中央会
●愛媛プレカット(株)
●大街道中央商店街振興組合
●大洲市森林組合
●越智電機産業(株)
●おべ工業(株)
●(株)門屋組
●(株)協和産業
●(株)久保建設
●西条環境整備(株)
●西条市立丹原西中学校
●ＪＡえひめ南
●ＪＡえひめ物流(株)
●重松建設(株)

●四国ガス(株)
●四国電力(株)松山支店
●四国乳業(株)
●四国溶材(株)
●(株)シンツ
●大一ガス(株)
●ダイキ(株)
●高岡建設(株)
●トータスエンジニアリング(株)
●内海曳船(株)
●成川木材店
●新居浜市農業協同組合
●日本食研ホールディングス(株)
●(社)日本造園建設業協会愛媛県支部
●伯方造船(株)
●(株)羽澤建設
●八西森林組合
●(株)濱﨑組
●富士ゼロックス四国あいさとくらぶ
●富士通システムズ・ウエスト労働組合
●フジボウ愛媛(株)
●(株)ブリッジカンパニー
●(株)母恵夢本舗
●(有)マツモト
●松山観光港ターミナル(株)
●眞鍋造機(株)
●ルナ物産(株)
●ロッキー産業(株）
●ロータス愛媛(株)

緑の募金への高額寄付（10万円以上）
●㈱愛媛銀行…156,500円

●生活協同組合コープえひめ…186,043円

「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

木っと根っとだより 第17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26年9月27日(土)
場 所／県営精鋭樹新居浜採種園（新居浜市）
参加者／19名
県営精鋭樹新居浜採種園防火帯の草刈りを行
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26年11月29日(土)
場 所／市有林（大洲市）
参加者／9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 4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 時／平成27年2月28日(土)
場 所／愛媛県森の交流センター（東温市）
参加者／14名
好天のもと、生け垣の剪定作業ならびに剪定枝の
処理を行いました。
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。

剪定作業
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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137ha
●提供資金額
約210万円（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（寄附金）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)

「アサヒビール感謝の森」でボランティア

下刈作業

「伊予銀行エバーグリーンの森」でボランティア

シカ食害防止テープ巻き作業

「愛媛銀行ecHoの森」
でボランティア

スギ・ヒノキの植栽作業

「愛媛トヨペットの森」でボランティア

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。

常盤緑の少年団
（地域への花苗配布）

日浦緑の少年団
（植樹活動）

直瀬緑の少年隊
（花苗植栽）

野村小学校緑の少年隊
（花壇づくり）

ボーイスカウト
（研究発表会）

ガールスカウト
（プランターづくり）
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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）

四国中央市立三島小学校ＰＴＡ
( 樫の木の保全 )

伊予市森林と緑の推進協議会
( オガタマノキの保存 )

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。

西条市森林と緑の推進協議会
（花苗植栽後の水やり）

今治市緑の募金推進協議会
（小学校内での花苗の植栽）

松山市社会福祉事業団
（地域住民による花苗の植栽）

内子町森林と緑の推進協議会
（自治会を中心とした石楠花の植栽）

八幡浜市緑化推進委員会
（地域住民による花壇の緑化）

宇和島市森林と緑の推進協議会
（地元中学生による花苗の植栽）

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年間の森林の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。）

●災害復旧（下刈）0.84ha
伊方町、西予市

平成26年度は、災害復旧で植栽した森林の下刈り等を行いました。

【下刈（西予市三瓶町）】

（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
わし

シリーズ第29回

が

とう

ざん

鷲ヶ頭山
西田 六助

<Nishida Rokusuke>

鷲ヶ頭山

烏帽子岩と焼けた樹木

コバノミツバツツジ

安神山から宮之浦地区

平成２６年４月に登った。他の山域と異
なり、大きな樹木がなく焼け跡のような様
相で、随所に焼けただれた黒い樹木がみら
れ、以前に山林火災があったのを思い出し
た。調べてみると『平成１７年５月２８日
台（ウテナ））から出火した火は６月１
日まで燃え続け１３０haを焼いて鎮火し
た。 応援の自衛隊員を含め８００人態勢
を組み、ヘリコプター１０機で空からの消
火活動も進められた。幸い、けが人や民家
への被害はなかった・・・・・』とあり、
忘れていた記憶がよみがえった。それが
１０年近くの年月で、やっと緑の山に変わ
ろうとしている。山林火災を起こさないよ
う火器の使用には十分注意しなければなら
ないとの思いをした。
登山は神社にお参りをしてからのコース
を紹介することにしよう。
大山祇神社の鳥居を入り、少し奥まった
左手に日本最古と言われる雨乞いの楠、そ
してご神木としての大きな楠が神殿前に
あり、それらを見てお参りをし、門前を
左折して小川にかかる橋を渡ると国宝館
の前にでる。小川に沿って上流へ進み、

山頂からの稜線

右折して、公園入り口の駐車場で、さらに
左折し、安神(ｱﾝｼﾞﾝ)山わくわくパーク入
り口から、カラーブロックを敷き詰めた
歩道が続き、入日の滝分岐がある。左方の
コンクリート道を登る。途中に展望所があ
り、そこで少し休憩。眼下に神社の森、宮
浦地区が一望できる。コンクリートのジグ
ザクの急坂を登るに従い視界が開けて安神
山（２６７m）に到着。南側は断崖になっ
ていて、２カ所に長さ２０ｍほどの鎖がか
かっているが、クライミング経験者以外に
は薦められない。
少し広い頂には石鎚権現と竜王社が祀ら
れている。天気がよいと、対岸は広島県の
大崎上島・その南側は愛媛県関前村（現
今治市）など、東側には烏帽子岩、鷲ｹ頭
山、その左側に多田羅大橋の橋脚の先端が
見えている。出発するとすぐに頭を打ちそ
うな岩があり、その下を潜る形で通過。
烏帽子岩はすぐ近くで巨岩が重なる東側
を巻くような形で登り、下ると緩やかな尾
根道で、左右の視界も開け、眼下に入り日
の滝・その上方に大三島の水がめ台(ウテ
ナ)ダムも望める。

鷲ヶ頭山概念図

正面にアンテナがある山頂が迫って見え
る。林道の支線と思われるところに日陰が
あり案内板もあった。少し行くと入り日の
滝への標識があり、小さな尾根伝いに送電
線があり下ることができるが急坂である。
林道に出合い、すぐに尾根伝いに登山道
がある。一気に登ると再び林道と出合う。
尾根の端になり展望が良い。車道を回り込
むと再び登山道があり急坂である。一気に
登ると割合に疲れを感じることなく山頂に
到着。
鷲ヶ頭山（４３７m）には ＮＨＫとＢ
Ｓ、あともう一つのアンテナがあった。頂
上はもう少し先であるが樹林に囲まれ展望
は良くない。アンテナの南側、尾根筋は展
望がすごく良い。復路は来た道を引き返す
方が無難であろう。
往復３〜４時間程度で、登山時期として
は４・５月、この時期はいたるところにツ
ツジ類が咲き、家族連れなど手軽に楽しめ
る。秋も風情があってよい。夏場は日陰も
なく、暑さの関係で避けた方がよいと思わ
れる。
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緑の少年団の紹介

松野町・鬼北町の緑の少年団
（隊）
の紹介
※団（隊）員数は平成26年4月現在

◆目黒緑の少年隊（松野町立松野南小学校）
結成時期

昭和54年1月30日

団員数

8名（男4名、女4名）

活動内容

⑴森林教室
今年も滑床山開きの神事にあわせて、森林についての学習を行
う森林教室を開催し、木製クラフトの「壁掛け」や学校の大王松
の松ぼっくりを使って製作しました。

松ぼっくりのお店

⑵ホタルの飼育
目黒地区のイベント「蛍の畦道ライトアップ」に参加するための活動の一つとして「蛍の飼育・放流」を
実施しています。地元の方々に協力していただいて雄雌を採取し、産卵、孵化まで行っています。蛍が美し
く舞うには、環境が大切だということを再確認することができました。

⑶その他
「蛍の畦道ライトアップ」での「松ぼっくりのお店」出店、目黒トンネル周辺清掃活動等

◆愛治緑の少年団（鬼北町立愛治小学校）
結成時期

昭和57年3月4日

団員数

22名（男11名、女11名）

活動内容

⑴稲作体験活動
公民館の協力を得て、地域のお年寄りに指導してもらいながら、
餅米の田植え、稲刈り、脱穀の作業を行っています。収穫した米で、
餅米の田
餅つきを行い、お世話になった方々に、つきたての餅を届け、ともに
収穫の喜びを味わいました。また、１２月には、藁を使って注連縄飾りを作りました。

⑵栽培活動と花配り
全校児童で一鉢ずつ花を植えて、毎日水をやり、大切に育てました。きれいに咲いた花は、夏休み前
に、毎日登下校の時に見守っていただいている「まもるくんの家」に、日ごろのお礼をこめて配りました。

⑶その他
さつまいも作り、水質調査、森林教室

◆日吉みどりの少年団（鬼北町立日吉小学校）
結成時期

昭和55年4月1日

団員数

54名（男25名、女29名）

活動内容

⑴野菜栽培と地域探検（郷土学）
毎１年生は、郷土学で、地域ボランティアの指導を受け、夏は
キュウリ、秋は白菜や大根を育てています。２年生は、日吉の
「いいところ探し」で地区の探検をしています。

学校での植樹

⑵シイタケ・ユズ見学（郷土学）
３・４年生は「地域の特産物調べ」に取り組んでいます。シイタケ栽培場（ホダ場）やユズ加工場を見
学したり、ユズ栽培農家に出向いてユズを採ったりしました。

【緑の少年団の主な活動】
①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・育成等｝、②奉仕活動｛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等｝、③野外活動｛野鳥観察、巣箱かけ、遠足、登山、キャンプ｝、④学習活動｛森林教
室・木工教室などの体験学習、
環境調査、農作物･林産物の栽培等｝、⑤その他｛地域行事への参加、収穫祭等｝

【緑の少年団の結成状況】
（Ｈ26.4現在）
活動中団体数計104団体、団員数計10,295名
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森の名手・名人のご紹介
「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。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１４年度から、毎年、選定・公表されています。
愛媛県ではこれまで５０人が選定され、今年度も、新たに２人が選定され、平成２６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。

［森の恵み部門］
シイタケ栽培

大成

豈功さん（大洲市在住）

大洲市における椎茸栽培の第一人者であり、ほだ場内は、作業道、防風施設が完備さ
れており、軽労働化を進めるため機材を導入し作業の効率性を図り、年間の植菌数は約
27 万個、生産量は約 1,500kg であり、高い技術力で生産量・品質ともに県内トップク
ラスである。大洲市内のみならず愛媛県下全域において生産者の指導者的立場で栽培技
術の普及や新規参入者への指導などに積極的に取り組み、研修会などを通じて椎茸栽培
の振興に努めている。

［森の伝承文化部門］
草木染

山本

眞知子さん（今治市玉川町在住）

生の葉をミキサーで砕いて染める方法等で草木染めを行い、材料は近隣の自生している
植物をはじめ、自宅の畑に栽培するなど材料にもこだわりを持つ。氏が 30 年かけて身
につけた技術を自然いっぱいの今治（玉川）の地に残したい、その思いを多くの講習会（自
宅 ･ 施設 ･ 学校等）で草木染めの技術伝承に力を注いでいる。
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森の名手・名人のご紹介

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〉（故）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）
〈椎茸栽培（原木）
〉

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）
〈草木染め〉

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）
〈手漉和紙〉

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）

〈造林手〉

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）
〈磨き丸太加工〉

平成19年度「森の名手･名人」…4名
【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）
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平成20年度「森の名手･名人」…4名
【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）
〈桐下駄づくり〉

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）
〈造林手〉

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）
〈木桶職人〉

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）

〈機械集材〉

〈木工〉

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）

〈シイタケ栽培〉

〈木地師〉

平成25年度「森の名手・名人」…1名
【加工部門】〈竹加工〉 坂本

タマ子

（大洲市在住）

〈竹加工〉
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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27年3月末現在で、810口･4,050,000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）
愛媛県漁業協同組合連合会

林業関係
愛媛県森林組合連合会
愛媛県森林土木協会

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） 瀬戸内緑地(株)

（松山市） 不動建工(株)

（新居浜市）

（松山市） 大樹産業(有)

（松山市） (有)守谷建設

（新居浜市）

（松山市） 高須賀緑地建設(株)

（松山市） (株)横井産業

（新居浜市）

（松山市） 安藤工業(株)

（西条市）

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） 成瀬緑化産業(株)

(一社)愛媛県木材協会

（松山市） 中島三和漁業協同組合

（松山市） 日本造園建設業協会愛媛県支部 （松山市） (株)今井工務店

（西条市）

（松山市） (株)ひらい緑地

（松山市） (株)越智工務店

（西条市）

（今治市） (株)山本造園土木

（松山市） 西条建設(株)

（西条市）

4口
（松山市） 松山市漁業協同組合

愛媛森林管理署

（今治市） 大浜漁業協同組合

越智今治森林組合
大木坑木(有)宇和島出張所

（宇和島市） 大浜漁業協同組合来島支所

（今治市） (株)游亀

（松山市） 丹下建設工業(株)

（西条市）

八西森林組合

（八幡浜市） 小部漁業協同組合

（今治市） 愛媛緑地(株)

（今治市） 新高建設(株)

（西条市）

いしづち森林組合

（西条市） 菊間町漁業協同組合

（今治市） (株)大西屋

（今治市） 上田建設(株)

（大洲市）

えひめ森林環境保全整備(有)

（西条市） 桜井漁業協同組合

（今治市） (株)瀬戸内園芸センター

（今治市） 河辺建設(株)

（大洲市）

大洲市森林組合

（大洲市） 三浦漁業協同組合

（宇和島市） (有)大成工業

（八幡浜市） (株)佐々木組

（大洲市）

担い手公社河辺やまびこ(有)

（大洲市） 八幡浜漁業協同組合

（八幡浜市） ヤシロ農園(有)

（八幡浜市） 谷本建設工業(株)

（大洲市）

伊予森林組合

（伊予市） 新居浜漁業協同組合

（新居浜市） 横平農園(有)

（八幡浜市） 富永建設(株)

（大洲市）

(株)プロシーズ

（伊予市） 壬生川漁業協同組合

（西条市） 愛媛県造園緑化事業協同組合

（東温市） (株)西田興産

（大洲市）

（伊予市） 御荘造園開発(株)

（愛南町） 三嶋建設(有)

（大洲市）

宇摩森林組合

（四国中央市） 伊予漁業協同組合

宇和国産材加工協同組合

（西予市） 寒川漁業協同組合

(株)エフシー

（西予市） 弓削漁業協同組合

（上島町） 建設業関係

西予市森林組合

（西予市） 愛南漁業協同組合

（愛南町） (株)愛亀

松山流域森林組合

（東温市） ●内水面

(株)いぶき

（久万高原町） 肱川漁業協同組合

久万広域森林組合

（久万高原町） 銅山川漁業協同組合

（四国中央市）

(株)愛橋
（大洲市） 愛媛土建(株)
（四国中央市） (株)門屋組

(株)伊予ブルドーザー建設

（伊予市）

(株)弘陽工務

（伊予市）

（松山市） 中予建設(株)

（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）

砥部町森林組合

（砥部町） 愛媛県内水面漁業協同組合連合会 （西予市） (株)岸本設計工務

（松山市） (有)大塚工務店

（西予市）

内子町森林組合

（内子町） 肱川上流漁業協同組合

（松山市） (株)東部綜合建設

（西予市）

南予森林組合

（鬼北町） 面河川漁業協同組合

（松山市） (株)西建設

（西予市）

南宇和森林組合

（愛南町）

(株)坂本重機建設

4口（松山市） 平野建設(株)

（西予市）

大伸建設(有)

4口（松山市） (株)山下建設

（西予市）
（西予市）

商工団体関係

（西予市） (株)黒石ネット
（久万高原町） 国土防災技術(株)松山営業所

農業関係

愛媛県商工会議所連合会

（松山市） 西岡総合建設(株)

（松山市） 山本建設(株)

●農協

愛媛県商工会連合会

（松山市） (株)野間工務店松山支店

（松山市） 南條工業(株)

（東温市）

（松山市） (株)福田組

（松山市） (株)久保建設

（久万高原町）

（松山市） (株)富士造型

（松山市） 高岡建設(株)

（久万高原町）

（松山市） 三井住友建設(株)松山営業所

（松山市） (株)高山建設

（久万高原町）

愛媛県山林種苗農業協同組合

（松山市） 愛媛県中小企業団体中央会

愛媛県信用農業協同組合連合会 （松山市） 愛媛中小企業指導センター
愛媛県農業協同組合中央会

（松山市） 松山商工会議所

全国共済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)横田建設

（松山市） 竹本工業(株)

（久万高原町）

全国農業協同組合連合会愛媛県本部 （松山市） 八幡浜商工会議所

（八幡浜市） 渡部工業(株)

（松山市） (株)羽澤建設

（久万高原町）

（新居浜市） (株)小林組

（今治市） (株)美川建設

（久万高原町）

今治立花農業協同組合

（今治市） 新居浜商工会議所

越智今治農業協同組合

（今治市） 西条商工会議所

えひめ南農業協同組合
西宇和農業協同組合
愛媛たいき農業協同組合

（西条市） 重松建設(株)

（今治市） (株)小泉組

（砥部町）

（宇和島市） 大洲商工会議所

（大洲市） (株)せんば

（今治市） 久保興業(株)

（内子町）

（八幡浜市） 伊予商工会議所

（伊予市） (株)大旺

（株)
（今治市） 坂井建設

（内子町）

（宇和島市） 中川建設(株)

（内子町）

（宇和島市） 西岡建設(株)

（内子町）

大河建設(株)

（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）

（大洲市） 四国中央商工会議所

●土地改良区

西予市商工会

愛媛県土地改良事業団体連合会 （松山市）

（四国中央市） (株)浅田組
（西予市） 一若建設(株)

道後平野土地改良区

（松山市） 金融機関

松山市土地改良事業協議会

（松山市） (株)伊予銀行

10口（松山市） (株)新光建設

（八幡浜市） (有)三崎建設

（伊方町）

今治市越智郡土地改良協議会

（今治市） (株)愛媛銀行

6口
（松山市） 浜上建設(株)

（八幡浜市） (有)小泉建設

（愛南町）

（八幡浜市） 愛媛信用金庫

（松山市） (株)渦井建設

南予用水土地改良区連合
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

愛媛森連産業(株)
（松山市） (株)協和産業
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（四国中央市） (株)大竹組

（新居浜市）
（新居浜市） 砕石業関係

(株)河端組

（新居浜市） 愛媛砕石(株)

（松山市）

(株)菅工務店

（新居浜市） 大生産業(株)

（松山市）

（松山市） 薦田建設(株)

（新居浜市） 大伯砕石(株)

（松山市） (株)シゲタ

（新居浜市） (株)シンツ

（今治市）
（宇和島市）

賛助会員のご紹介
（新居浜市） 正岡

喜久利

（松山市）

（新居浜市） 正岡

博明

（松山市）

（松山市） バラエティーショップ真鍋質店 （新居浜市） 正岡

光彦

（松山市）

（西条市） 松本

純一郎

（松山市）

（東温市） 宮内

容子

（松山市）

（久万高原町） 山口
(有)久万重機サービス 10口

章一

（松山市）

（八幡浜市） 消費者団体

西南砕石工業(株)

酒井興産(株)

協和生コン(株)

（西条市） 愛媛県生活協同組合連合会

（松山市） 三王ハウジング(株)

(株)トーヨー砕石

（西条市） 愛媛有機農産生活協同組合

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） 石鎚登山ロープウェイ(株)

南予砕石工業(株)

（西予市）

中予砕石(株)

四国乳業(株)

（久万高原町） 各種団体
（松野町） (公社)愛媛県浄化槽協会

愛媛工業(株)

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） (有)久万清掃

（久万高原町） 山本

亜紀子

（松山市）

（松山市） 久万総合開発(株)

（久万高原町） 横山

重子

（松山市）

重松

義人

（今治市）

重雄

（宇和島市）

6口（松山市）

（今治市）

(株)エクセル調査設計

（松山市） (社)愛媛県猟友会

（松山市） 愛大農学部

(株)愛媛建設コンサルタント

（松山市） (社)えひめ産業廃棄物協会

（松山市） 泉

英二

（松山市） 梶原

(社)愛媛県測量設計業協会

（松山市） 松山金亀ライオンズクラブ

（松山市） 橘

燦郎

（松山市） 秦 康晃

（新居浜市）

(株)小笠原工務所

（松山市）

中安

章

（松山市） 妻鳥

孝行

（新居浜市）

(株)親和技術コンサルタント

（松山市） 医療機関

江崎

次夫

（東温市） 山地

愛子

（西条市）

(株)大栄測量設計

（松山市） (医)弘友会

（東温市） 松本

敏

（大洲市）

南海測量設計(株)

（松山市）

正文

（伊予市）

(株)芙蓉コンサルタント

（松山市） 一般企業等

(株)サンコー設計

（今治市） 井関農機(株)松山総務部

(株)瀬戸内

（今治市） (株)NPシステム開発

(株)米北測量設計事務所

（大洲市） 林

門田

（松山市） 相原俊一郎

（松山市） 曽根

吉嗣

（伊予市）
（四国中央市）

4口（松山市） 石川

奣弘

（松山市） 山川

浩一郎

10口（松山市） 市川

憲次

（松山市） 水野

信彦

（東温市）

（松山市） 相原

早苗

（久万高原町）

（松山市） 小松

（松山市） 江野尻

（八幡浜市） 三德電機(株)

（伊予市）

黒田 敬

個人

（今治市） コスモ松山石油(株)

(株)八周

和男

南 聰

容彰

敏

（松前町）

（松山市） 丹 慶一

（砥部町）

泰昭

（松山市） 濱田

芳貴

（東京都）

（松山市） 神野

一仁

（松山市） 小林

千翔来

（岡山県）

タカウチスタジオ(有)

（松山市） 佐川

惠一

（松山市）

(株)テレビ愛媛

(株)西条設計コンサルタント

（西条市） 質SHOP UKIGUMO 真鍋質店松山店 （松山市） 岡田

(株)橋本測量設計

（伊予市） 城東開発(株)

4口
（松山市） 小野寺

(有)ダイチ測研

（西予市） 大一ガス(株)

（松山市） 神尾

(有)協栄調査測量設計事務所

（内子町） ダイキ(株)

得多
久

（松山市） 上甲

俊史

（松山市） その他

伊予鉄道(株)

（松山市） 南海放送(株)

（松山市） 白石

功

（松山市） （公財）愛媛の森林基金職員一同

（松山市）

(一社)愛媛県トラック協会

（松山市） 日本植生(株)松山営業所

（松山市） 白石

崇

（松山市） 環境政策課親睦会

（松山市）

(一社)愛媛県バス協会

（松山市） ふたば(株)

（松山市） 白石

博文

（松山市） 農業経済課親睦会

（松山市）

四国名鉄運輸(株)

（松山市） 平和印刷工業(株)

（松山市） 仙波

隆三

（松山市） 農地整備課愛耕会

（新居浜市） 浅川造船(株)

（今治市） 高内

章有

（松山市） 林友会

今治造船(株)

（今治市） 高内

文保

（松山市） 滑床自然休養林等保護管理協議会 （松野町）

今治ヤンマー(株)

（今治市） 高内

美代子

（松山市）

運輸関係

桑原運輸(株)

自動車関係
愛媛県軽自動車協会

（松山市） 大山石材(有)

（今治市） 高内

得竹

（松山市）

愛媛自動車販売協会

（松山市） 越智電機産業(株)

（今治市） 高浜

壮一郎

（松山市）

高岡自動車工業

（松山市） (株)桜井

（今治市） 武智

千里

（松山市）

山本自動車工業(株)

（松山市） 四国ガス(株)

（今治市） 田村

悦子

（松山市）

四国通建(株)

（今治市） 土居

通宣

（松山市）

四国溶材(株)

（今治市） 俊成

薫

（松山市）

(社)愛媛県紙パルプ工業会 （四国中央市） 日本食研ホールディングス(株) （今治市） 乗松

秀樹

（松山市）

製紙業関係

(株)トーヨ

（四国中央市） (有)山西石材

4口
（今治市） 東野

克己

（松山市）

三木特種製紙(株)

（四国中央市） 伊予興業(株)

（新居浜市） 堀尾

順子

（松山市）

（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27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 27 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

4〜6月

夏

期

7〜9月

秋

期

10〜12月

冬

期

1〜3月

コンクール
発刊物

県植樹祭（5/9、
松野町）
緑の募金活動期間（春期：4/1〜5/31）
・街頭募金活動
森林ボランティア活動
緑の募金活動期間（秋期：9/1〜10/31）
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。
）
森林ボランティア活動
緑の募金活動期間（春期：2/15〜3/31）
平成28年用 緑化キャンペーンポスター・標語コンクール
第21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
1,520円
木を生かす
1,520円
えひめ 森林と木の生活誌
610円
木の恵み
1,010円
ふるさとの森
1,520円
えひめの身近な巨樹・名木100選 500円

きらら（創刊号〜13号）

510円

（第10号は1,050円）

きららセット
（創刊号〜10号）
100セット限定特別価格

えひめの木の名の由来

3,000円
2,030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

−

TEL

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

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

−

TEL

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

（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/

