公益社団法人ゴルフ緑化促進会

平成 26 年度事業報告書
自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

１． 事業の概況
26 年度も消費税増税などにより、当会の会員ゴルフ場を取り巻く環境は、
厳しい状況が続いています。26 年度入場者数は前年度対比-0.8％と
下回っています。このような状況の中、当会はこれまでの収入構造や事業内容の
抜本的な見直しを図りました。
当会創立時からのゴルファー緑化協力金をもとに推進している、地方緑化事業、
全国緑化事業に加え、災害復興支援を目的とする「植樹緑化事業」として、
新たに広く個人、団体、法人サポーターに、ご支援、ご協力をいただき、福島県
あだたらに「さくら公園」をつくる事業に取り組んでいます。
すでに、約 525 本のさくらの苗木を植樹し、その中心には住友林業様が開発さ
れたクローン技術によって、秀吉の花見で有名な醍醐寺のしだれさくらが植樹
されています。平成 26 年 4 月には醍醐寺から仲田順和第百三世座主様においでい
ただき、入魂式を行いました。福島県の方々からは会津と京都の絆をつくって
くれたと大変喜ばれています。そこには掲示板を設置し、ご支援頂いた方々の
お名前を表示しました。この掲示板につきましては、いずれホームページで見て
いただけるように致します。ホールインワンをされた方々からのご寄付に対しま
しても記念植樹をしてありますので、ご自分のさくらがどのように大きくなった
か、足をお運びいただければと念願しています。
また、設立以来 40 年近くを経て硬直化がみられる当会の体質改善を図るため
事務局の管理改善に引き続き努力を続けています。
そして、生物多様性保全の面から自然豊かな里山の条件を備えた「生きものの
里山をめざすゴルフ場ガイドライン」を広く配布し、また全国ゴルフ場に広がる
松枯れ病、ナラ枯れ病など樹木病害の防除対策として、ゴルフ場管理者等を対象
とした「ゴルフ場の樹木管理セミナー」を東日本地区と西日本地区で開催いたし
ました。緑化・環境保全の取り組みはもとより、ゴルファーの緑化貢献顕彰制度
の充実やゴルフとゴルフ場の持つ多面的な社会貢献活動の周知にも努めました。
当会が発足した頃とはゴルフ界の環境も激変していますので、ゴルフの活性化に
も業界の方々と協力していきたいと考えています。

２． 会員増等への取組み
（１）会員ゴルフ場の維持・拡大
厳しい事業環境が続く中、会員の維持・継続にも努めてまいりましたが、当期の
新規入会はありませんでした。
（２）賛助会員・寄付金の拡大
多くの賛助会員や企業等からご支援をいただいています。また、ホールインワ
ン・アルバトロスを達成されたゴルファー91 名の方々、グリーン＆エコ「熱烈ゴル
ファー」賛同者、永年緑化貢献「エージシュート大賞」受賞者や、環境イベントの
ロハスフェスタ実行委員会からもご寄付をいただきました。

３．地方緑化事業
（１）緑化協力金の配分
ア．平成 26 年 9 月（第 75 回配分・平成 26 年１～6 月協力金分）と平成 27 年 3 月（第
76 回配分・平成 26 年 7～12 月協力金分）に、地方緑化事業費として合計 44.4
百万円を表 1 の各団体に配分しました。
［表 1］ ゴルフ場の区分による地方緑化事業費の配分(委託)先 等
ゴルフ場の
緑化協力金の
委託事業の内容と地方緑化事業費
区
分
配分(委託）団体
配分額
合計 44,361 千円
①一
般
都道府県緑化推進
公立の小中学校､病院､福祉施設など
ゴルフ場
委員会等
社会公共施設への植樹
27,947 千円
②国立公園内
国立公園地域内団体 国立公園等の環境･美化緑化活動
ゴルフ場
等
521 千円
③河川敷
河川財団
協力ゴルフ場のある水系の河川および
ゴルフ場
その近傍における植樹等 15,893 千円
イ．昭和 52 年度の第 1 回から第 76 回までの地方緑化事業費の累計は 6,462 百万円と
なりました。
（２）地方緑化事業
当会が配分した前項の緑化協力金に基づき、各都道府県緑化推進委員会や国立公
園地域内団体、公益財団法人河川財団では昨年度も新たに学校・老人福祉施設など
への植樹を行っています。
なお、個々の植樹に際しては、会員ゴルフ場名を記載した標識の設置や、児童・
学校長等から協力ゴルフ場へのお礼状の送付について各緑化推進委員会を通じて
お願いするなど、地域社会とゴルファー・会員ゴルフ場との連帯意識の醸成に努め

ました。また、社会環境の変化に応じて植樹以外にも植栽樹木のメンテナンス、花
壇の造成、花の種の配布など地域で喜ばれる緑化・環境整備活動などを行っていま
す。

４．全国緑化事業
当会では｢全国緑化事業｣として、全国的視点に立った環境緑化・環境保全事業を｢地
方緑化事業｣以外に実施していますが、実施した主なものは次のとおりです。
（１） 緑化事業
[松枯れ対策] 「松くい虫防除対策」として、東大千葉演習林で行う抵抗性松
苗木の開発・改良の研究を助成するとともに、同演習林で養成した抵抗性苗木
を希望される全国の会員ゴルフ場や公的な場所に配布しました。
（２）特別事業
ア．[校庭の芝生化] 児童向け小冊子『芝生キッズくらぶハンドブック』を、希望
者や公共施設等に配布いたしました。
イ．[安全対策と景観保持の樹木管理技術] 平成 23 年度から、ゴルフ場やその周辺
の樹木・樹林地を健全に管理していただくことを目的に、特に松枯れ、ナラ枯
れ等の樹木病害の防除技術研修をゴルフ場経営者、管理者(グリーンキーパー)
等および造園技術者やこの事業に関心を持つ人達を対象に「ゴルフ場の樹木管
理セミナー」として、平成 23 年度から 5 年間の計画で（一社）日本ゴルフ場経
営者協会(ＮＧＫ)との共同事業により、
（一財）日本緑化センターを事務局とし
て実施しています。
平成 26 年度は、12 月 1 日に東日本地区セミナーを日高カントリークラブ（埼
玉県）で、また今年 2 月 6 日に西日本地区セミナーを小郡カンツリー俱楽部（福
岡県）で開催し、多くの方々に受講いただきました。参加者は東日本地区で事
務局関係者等 21 名を含む 81 名、西日本地区で事務局関係者等 23 名を含む 94
名でした。
ウ．[植樹緑化事業] 平成 25 年度より 3 ヶ年計画でスタートした『ふくしま「絆の
さくら」プロジェクト』を推進いたしました。ふくしま県民の森、フォレスト
パークあだたら（福島県大玉村）に、憩いの「さくら公園」をつくろうと、
（公
財）ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団、（公社）福島県森林・林業・緑化
協会と当会の３者協力事業として取り組んでいます。さくらの苗木を植樹支援
してくれるさくら会員を募り、会員の名前をネームボードに掲示しています。
平成 26 年度までで、さくら会員は、個人・企業あわせて 461 となり、さくらは

525 本となりました。
また、海岸林等津波災害を受けた緑地復興の支援について、宮城県を始め関
係地域の緑化推進団体等と協議し、名取ハマボウフウの会「ゆりりん愛護会」
に海岸クロマツ林再生のための助成を行いました。更に、東日本大震災復興支
援事業として、
「千葉県白子町海岸保安林整備事業」に（公社）国土緑化推進機
構、白子町と協働で、被災地の緑の復興に力を注ぎました。
エ．[「生物多様性を保全するゴルフ場」宣言の推進] 平成 23 年 12 月に開催した
創立 35 周年記念シンポジウムで採択、発表した「生物多様性を保全するゴル
フ場」宣言に基づいて生物多様性や生物生息環境を考慮した対応の指針とすべ
く「生きものの里山をめざすゴルフ場ガイドライン」を、会員ゴルフ場やセミ
ナー受講者などへ配布しました。
オ．[ゴルフ場の生物多様性調査に基づく管理技術の普及啓発] ゴルフ場および周
辺樹林地・緑地等に生息・生育する動植物の実態と生態に即した好ましい「ゴ
ルフ場の樹木管理ガイドライン（仮称）」を作成するべく、既存ゴルフ場の樹木
管理に関するアンケートやゴルフ場への聞き取り調査等を実施しました。
カ．[ロハスフェスタへの後援] 平成 26 年 4 月 25 日・26 日・27 日開催の「第 21
回ロハスフェスタ in 万博公園」（於：万博公園 東の広場/大阪府吹田市）、
平成 26 年 5 月 31 日・6 月 1 日開催の「ロハスフェスタ in 広島 with ひろしま
満点ママ!!」
（於：旧広島市民球場跡地/広島県広島市中区）、平成 26 年 9 月 27
日・28 日開催の「第 5 回ロハスフェスタ in 東京」
（於：光が丘公園/東京都
練馬区）
、および平成 25 年 11 月 1 日・2 日・3 日開催の「第 22 回ロハスフェス
タ in 万博公園」
（於：万博公園 東の広場/大阪府吹田市）を後援しました。
参加（入場者）は、春の大阪 3 日間で 87,017 人、広島 2 日間で 31,227 人、東
京 2 日間で 62,100 人、秋の大阪 3 日間で 61,682 人でした。来場者、出展者、
協賛企業、主催者が一体となって地球温暖化防止策に向けた行動を実践するこ
とを目的としています。環境や健康に配慮したワークショップを実施。また廃
油の回収をし、会場内で使用する発電機の BDF 燃料として再利用するなど環境
啓発の取り組みを実施。来場者アンケートの声から、楽しみながら CO₂ 削減や
環境保護について考えるイベントとして、好意的な評価をいただきました。
キ．[ゴルファーの緑化貢献の顕彰］ 会員ゴルフ場でのプレーを通じて緑化事業に
貢献いただいたゴルファーの方々を顕彰する制度として平成 19 年度にスター
トした『年間最多プレー「緑化貢献大賞」
』と『永年緑化貢献「エージシュート
大賞」
』は好評を得ています。平成 26 年度は「緑化貢献大賞」が 23 名、
「エー
ジシュート大賞が 29 名でそれぞれ達成された会員ゴルフ場を通じて表彰して
いただきました。

［表 2］ 緑化実績
区

分

地方緑化事業
全国緑化事業
合 計

平成 26 年度実績
植樹ヶ所
植樹本数
ヶ所
千本
85
20.5
21
2.8
106
23.3

累
植樹ヶ所
ヶ所
6,238
2,562
8,800

計
植樹本数
千本
1,604.0
431.8
2,035.8

（３）賛助事業
ア．[自然保護 NGO への助成] 当会の資金により設立された｢公益信託自然保護ボ
ランティアファンド｣を通じ「千葉自然学校」など国立･国定公園内の緑化･環
境整備等を実施している NGO 等 22 団体への助成を行いました。昭和 61 年 10
月のファンド創設以来の支援は、延べ約 491 件、累計約 166.3 百万円に達して
います。
イ．[環境緑化行事への協賛等] 環境省・林野庁・都道府県等が企画する「みどり
の感謝祭」や「緑の募金」
、
「みどりの東京募金」など、各種行事に協賛しまし
た。

５．その他の活動
（１）事業ＰＲ等
ア．ゴルフ業界誌「ゴルフ場セミナー」「ゴルフマネジメント」など、またゴルフ
専門テレビ番組「ジュピターゴルフネットワーク」を通じてゴルフの活性化を
念頭に、提言や事業活動の広報・ＰＲを積極的に実施しました。
イ．当会やゴルファー・ゴルフ場の行っている環境貢献活動を広く一般に周知する
活動として、当会の主な緑化事業等を適宜報道資料にまとめて媒体各社に提供
するなど、パブリシティ活動を実施しています。
ウ．ホームページ（http://www.ggg.or.jp/） については、刷新をはかり、Facebook
を通じて最新情報を発信し、当会の活動の周知に努めてまいりました。
エ．環境大臣による会員ゴルフ場の表彰の実施をお願いしてまいりましたが、平成
26 年度は、リバーサイド フェニックス ゴルフ クラブが「
『みどりの日』自然
環境功労者環境大臣表彰」を受賞されました。
オ．協力ゴルフ場に対する各県による顕彰を繰り返し要請してまいりました。一例
ですが、平成 26 年度は(公社)千葉県緑化推進委員会から東急セブンハンドレ
ッドクラブが、(公社)埼玉県緑化推進委員会から高坂カントリークラブ、アド
ニス小川カントリー倶楽部、日高カントリークラブがそれぞれ表彰され、感謝

状を受けています。
（２）ゴルフ界活動への参画
日本のゴルフ界全体が取り組む「ゴルフ場利用税廃止運動」などの諸活動にも、
当会はゴルフ団体として積極的に参加して、提言をしています。

平成 26 年度各種会議の開催状況
１．理事会・総会の開催状況
（１）理事会
第 1 回理事会
日 時
平成 26 年 5 月 21 日（水） 15：30～16：00
場 所
ANA インターコンチネンタルホテル東京
出席数
出席者 11 名、監事 1 名、計 12 名
（理事総数 15 名）
議 事
１． 平成 25 年度事業報告および決算の承認について
第 2 回理事会
日 時
平成 26 年 11 月 27 日（木） 14：00～15：30
場 所
ANA インターコンチネンタルホテル東京
出席数
出席者 12 名、監事 1 名、計 13 名
（理事総数 15 名）
議 事
１． 平成 26 年度上半期事業執行状況（事業報告等）の件
２． 平成 26 年度上半期決算報告の件
３． 平成 26 年度下半期収支見通しの件
４． 会費収入の半分を法人会計に移行する件
５． 当年度の収支相償の判定に関する処理方策および下半期の事業活動
について
第 3 回理事会
日 時
平成 27 年 3 月 31 日（火） 15：00～16：30
場 所
ANA インターコンチネンタルホテル東京
出席数
出席者 12 名、監事 1 名、計 13 名
（理事総数 15 名）
議 事
１． 平成 26 年度事業執行状況（案）について
２． (1) 平成 27 年度事業計画（案）について
(2) 平成 27 年度収支予算（案）について
３． 定款一部変更（案）について
４． 役員の選任（案）について
５． 特定費用準備資金について

（２）定時社員総会
日 時
平成 26 年 5 月 21 日（水） 14：30～15：30
場 所
ANA インターコンチネンタルホテル東京
出席数
出席者 14 名、委任状出席 70 名、計 84 名
（会員総数 106 名）
議 事
１． 平成 25 年度公益社団法人ゴルフ緑化促進会事業報告及び決算の承
認について
（期間：平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）
(1) 平成 25 年度 事業報告について
(2) 平成 25 年度 決算について
２． 報告事項
(1) 平成 26 年度事業計画について
(2) 平成 26 年度収支予算について

２．常任理事会の開催状況
第1回
平成 26 年 4 月 10 日（木）
議 事
１． 平成 26 年 3 月の月次経理について
２． 平成 26 年度定時社員総会・第 1 回理事会について
３． 千葉県緑化推進委員会「平成 25 年度緑化促進協力ゴルフ場」の推薦に
ついて
４． 「公益財団法人 河川財団との協定書」新規締結について
５． 公益信託 自然保護ボランティアファンド 今後の対応について
６． 「植桜祭」
（4 月 20 日開催：フォレストパークあだたら）について
７． その他
報告事項
（1） NGK・GGG 共同主催 平成 25 年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」
（東日本地区 西日本地区 報告）
（2） 6 月 1 日「第 65 回全国植樹祭」
（ハイブ長岡）
第2回
平成 26 年 5 月 21 日（水）
議 事
１． 平成 26 年度定時社員総会・理事会について
２． 公益社団法人ゴルフ緑化促進会「新ロゴ」について

３． 平成 26 年・27 年「ゴルフ場の樹木管理ガイドライン」の作成につい
て
４． 平成 26 年度からの「緑化委員会」委員予定者（案）について
５． 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会「概要」
（案）について
報告事項
（1） 平成 26 年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」企画・運営業務委託料の
精算について
（2） 平成 26 年度「ゴルフ場樹木管理セミナー」企画案について
その他
第3回
平成 26 年 6 月 20 日（金）
議 事
１． 平成 26 年 4 月・5 月の月次経理について
２． 「公益財団法人 河川財団との協定書」新規締結について
３． 公益信託 自然保護ボランティアファンドの今後の対応について
報告事項
（1） 5 月 10 日第 24 回「みどりの感謝祭」
（日比谷公園）
（2） 5 月 13 日「ゴルフ緑化促進会委託事業部会」
（埼玉県緑化推進委員会）
（3） 5 月 24 日「第 68 回群馬県植樹祭」
（あがつまふれあい公園）
（4） 5 月 30 日「平成 26 年度定時総会」
（千葉県緑化推進委員会）
（5） 6 月 1 日「第 65 回全国植樹祭」
（ハイブ長岡）
（6） 東京商工会議所（港支部）への入会について
（7） 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会「概要」について
（8） 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会「新ロゴ」について
（9） 河川財団の GGG 対応について
（10）緑化委員会」委員の委嘱について
その他
第4回
平成 26 年 7 月 16 日（水）
議 事
１． 平成 26 年 6 月の月次経理について
２． 「GGG ホームページ」のリニューアル（小額募金）について
３． 「GGG ポスター」と大西理事長ブログ バナー設置について
４． ゴルフネットワークによる PR
報告事項
（1） 平成 26 年度 4 月・5 月の月次経理処理の課題について
（2） 7 月 11 日開催：第 2 回日本ゴルフサミット会議について
（3） 第 1 回緑化委員会 議事内容（案）について
（4） 東京商工会議所 会員加入承認（7 月 10 日）について
その他

第5回
平成 26 年 8 月 21 日（木）
議 事
１． 平成 26 年 7 月の月次経理について
２． 第 38 回全国育樹祭について
〔期日：平成 26 年 10 月 12 日／会場：山形県遊学の森（金山町）
〕
３． 平成 26 年度第 1 回「緑化委員会」について
〔日時：平成 26 年 8 月 20 日（水）／場所：三会堂ビル９階
第二会議室〕
議題： １．緑化委員会の目的と期待される内容について
２．これまでの主要緑化事業の取組みについて
３．今後の GGG 緑化事業について
報告事項
（1） 内閣府へ提出する事業報告書の修正事項について
（2） 公益信託 ボランティアファンド 平成 28 年度からの新たな助成の
スキームについて
（3） ダンロップ・スリクソン福島オープン大会でプロゴルファーからのご
支援、ご承認を頂き、HP に掲載
（4） 8 月 28 日桜井副理事長 国土緑化推進機構 理事ご就任
（5） 日本緑化センター機関誌グリーン・エイジ 7 月号に広告掲載
（6） NGK・GGG 共同主催 平成 26 年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」
東日本地区（日高カントリークラブ）開催要領
その他
第6回
平成 26 年 9 月 17 日（水）
議 事
１． 平成 26 年 8 月の月次経理について
２． 第 75 回緑化協力金（地方緑化分）の配分について
３． 「ゴルフ場は生きものの里山」～生物多様性を保全するゴルフ場宣言
～の赤字による二重線での訂正について
４． 半期決算の理事会開催について
報告事項
（1） 公社）岩手県緑化推進委員会について
（2） 平成 26 年 9 月 3 日（公財）河川財団理事会について
その他
第7回
平成 26 年 10 月 24 日（金）
議 事
１． 平成 26 年 9 月の月次経理について
２． 平成 26 年 11 月 27 日開催の第 2 回理事会について
３． 平成 27 年度「みどりの日」環境大臣表彰の会員ゴルフ場推薦について

報告事項
（1） 「第 38 回全国育樹祭」参加報告について
（2） 「第 48 回中部地区緑化推進協議会」参加報告について
（3） 「2015 ゴルフ新年会」日程について
（4） 平成 26 年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」
（西日本地区）の開催日、
会場について
（5） （公社）ゴルフ緑化促進会「あらまし」改訂版（案）について
その他
（1） 「ゴルフ場は生きものの里山」～生物多様性を保全するゴルフ場宣言
～の「2 種類のパンフレット」と「ガイドライン」について
（2） 平成 26 年度 事業計画について
第8回
平成 26 年 11 月 14 日（金）
議 事
１． 平成 26 年 9 月（決算後）
、10 月の月次経理について
２． 平成 26 年度の苗木配布（抵抗性松苗木）について
（1）平成 26 年度抵抗性松苗木の配布に関する承認
（2）会員ゴルフ場への苗木配布ご案内／申込連絡票（案）
（3）東大千葉演習林に対する助成金（130 万円）の承認
３． 平成 26 年 11 月 27 日開催の第 2 回理事会の追加議題について
４． 「ゴルフ場の樹木管理ガイドライン（仮称）
」の仕様変更について
報告事項
（1） 協会活動に賛同してくださった「シニアプロゴルファー一覧」をホー
ムページに掲載
（2） ゴルフ場利用税廃止運動について
（3） ゴルフ場共催協同組合（仮称）設立趣意書（案）について
（4） 平成 26 年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」西日本地区開催要領につ
いて
（5） 公益目的事業「ゆりりん愛護会」事業委託について
（6） 心を育む「こけざわの森」フォローアップ事業（東京都農林水産振興
財団）について
（7） 平成 26 年度「普及啓発活動流域調整検討会」
、千葉県緑化推進委員会
からの提案事業について
その他
第9回
平成 26 年 12 月 18 日（木）
議 事
１． 平成 26 年 11 月の月次経理について
２． 岩沼市 玉浦西まちづくり住民協議会支援について
３． 「平成 26 年度 ゴルフ場の樹木管理アンケート」にご回答いただきま

したゴルフ場へのお礼の方法について
報告事項
（1） GGG 創立 40 周年事業、並びに平成 27 年度事業計画・予算案作成に
ついて
（2） 12 月 1 日：
「ゴルフ場の樹木管理セミナー」
（東日本地区）実施報告に
ついて
（3） 平成 27 年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰候補者の推薦
について
（4） ゴルフ場の樹木管理セミナー企画・運営業務 委託仕様書 委託契約
書について
（5） 名取ハマボウフウの会「ゆりりん愛護会」に一括助成について
（6） 公益信託 自然保護ボランティアファンド通信（平成 26 年 11 月 1 日
発行）について
（7） ジュピターゴルフネットワーク「ゴルフ 100 年先に伝えたいこと」放
送スケジュールについて
（8） 2015 年ゴルフ活性化への取組み（ゴルフウィーク）
（9） 2015 年ゴルフ活性化への取組み（ゴルフウィーク以外）
その他
第 10 回
平成 27 年 1 月 21 日（水）
議 事
１． 平成 26 年 12 月の月次経理について
２． 岩沼市 玉浦西地区のまちづくり支援について
３． （公社）埼玉県緑化推進委員会 募金協力優秀団体表彰の推薦につい
て
４． 木下沢都有保安林における森林整備活動に係る助成・寄付について
（早稲田大学 平山郁夫記念ボランティアセンター：WAVOC）
５． 平成 27 年度事業計画について
報告事項
（1） 東日本大震災復興支援事業「白子町海岸保安林整備事業」助成金支払
について
（2） 平成 26 年度 公共施設等の環境緑化事業に関わる事業費について
（公益社団法人 千葉県緑化推進委員会）
（3） 公益社団法人 埼玉県緑化推進委員会の役員理事 1 名推薦について
（4） 平成 26 年度 「ゴルフ場の樹木管理ガイドライン」作成業務の「委託
契約書」
「委託仕様書」について
（5） 平成 26 年度 「ゴルフ場の樹木管理セミナー」企画・運営に関する共
同事業同意書について
その他

第 11 回
平成 27 年 2 月 13 日（金）
議 事
１． 平成 27 年 1 月の月次経理について
２． 第 76 回 緑化協力金の配分について
３． 平成 26 年度 第 3 回理事会の議題について
４． 平成 26 年度 第 2 回緑化委員会 開催について
５． 平成 27 年度 新規事業に関する提案及び GGG40 周年に向けての対応
事業について
６． 「特定費用準備資金」積立限度額の算定について
報告事項
（1） 「フェイスブック」による広告活用の提案について
（2） 平成 27 年 2 月 6 日（金）開催の平成 26 年度「ゴルフ場の樹木管理セ
ミナー」
（小郡カンツリー倶楽部）について
（3） 平成 27 年 3 月 12 日（木）開催の「白子町植樹祭」について
（4） 「抵抗性松苗木申込」21 コース 2,770 本を 3 月中旬に発送について
（5） 木下沢都有保健保安林における森林整備活動：フォローアップ事業の
経費積算額について
（6） 平成 27 年 2 月 10 日（火）開催の第 66 回全国植樹祭特別委員会につ
いて
その他

３．緑化委員会の開催状況
第1回
平成 26 年 8 月 20 日（水）
議 事
１． 「緑化委員会」の目的と期待される内容について
２． これまでの主要緑化事業の取組みについて
・ GGG 周年記念事業（過去 10 年）の概要について
３． 今後の GGG 緑化事業について
・ 平成 28 年：GGG 創立 40 周年に向けた活動目標の作成について
・ 岩手、福島、宮城、茨城の 4 県の今後の震災復興事業と行政機関、
NPO 法人、特殊法人との連携について
第2回
平成 27 年 3 月 4 日（水）
議 事
１． 今後の GGG 緑化事業について
(1) 平成 27 年度 事業計画（案）について
(2) 平成 28 年：GGG 創立 40 周年に向けた活動目標の作成について
２． その他

