
                各　    　　位

　　　南 風 原 町 字 新 川 1 3 5 番 地

　　　公益社団法人沖縄県緑化推進委員会

　　　　　理  事  長　 平　良　　喜　一

ます。

　　１．緑の募金による寄附金の総額

　　　41,054,915円　

　　　　（募金方法別内訳）　令和4年2月1日～4月30日 （円）

家　庭 街　頭 職　場 企　業 学　校 そ の 他 合　計

20,767,296 22,722 7,461,848 12,218,403 40,555 544,091 41,054,915

　　２．緑の募金による寄附金の使途

県区域内 県区域外 備　　考

円 円
995,000

　２．緑化の推進
27,197,120

0

　４．募金資材購入費
2,205,665

　５．募金活動推進費
4,170,119

　６．推進事務費
4,136,582

　７．交付金（緑化推進機構）
1,072,000

0

39,776,486

（注）令和2事業年度の緑の募金（R3.2～R3.4）による寄附金を活用し事業を実施。

事　業　区　分 合　　計

　令和３事業年度の緑の募金について、下記のとおり寄附金の総額、使途等について取りまとめま

したので、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第２１条の規定により使途を公告掲載し

沖 緑 委 第 57 号

令 和 4 年 8 月 22 日

記

令和３年度　緑の募金の結果の公告

　１．森林の整備
995,000

27,197,120
　３．森林の整備又は緑化の
　　　推進に係る国際協力 0

　　合　　計
39,776,486

2,205,665

4,170,119

4,136,582

1,072,000

　８．その他
0



単位：円

交　付　先 交　付　額　 備　　考　(主な使途）

国頭地区 2,891,000

国　頭　村 214,000
緑の少年団活動奨励事業、学校等緑化奨励事業
地域緑化活動推進事業

大宜味村 74,000 学校等への草花配布

東　　村 57,000 各区・学校及び各団体への花の苗配布

名　護　市 781,000 名護市内後援及び緑道、公共施設の保育・管理一式

今帰仁村 279,000
公共施設・各字・各小中学校・保育所への花苗木の配布
及び肥料等緑化資材の配布

本　部　町 534,000 本部町内にある小学校内の花の植付及び美化活動

宜野座村 161,000 苗木購入、苗木の無償譲渡、各区による植樹活動

金　武　町 37,000 中川ふれあいガーデン、各公民館、学校等への草花の苗配布

恩　納　村 220,000 環境緑化事業（地域公園緑化木植栽及び学校等花壇づくり）

伊　江　村 242,000 各小中学校へ草花等の配布

伊是名村 221,000 村内5部落農村公園等へ苗木の植樹

伊平屋村 71,000 村内各部落の緑化作業

中頭地区 6,999,000

うるま市 1,993,000 地域緑化事業、道路施設等の緑化事業、緑化保全事業

読　谷　村 540,000 村内緑地帯保育、維持管理

嘉手納町 367,000 各公共施設へ苗木配布、道の駅かでなにて苗木無料配布

沖　縄　市 1,524,000 市内道路への苗木の植栽、自治会への苗木の提供、花苗や肥料等の無料配布

北　谷　町 261,000 町内各自治会、各小中学校へ緑化推進費の交付及び花苗の無料配布

北中城村 575,000
植樹・育樹（ふれあいの森及び美崎地区防風林の育樹）、
苗木配布（各自治会・緑の募金お礼）、除草・施肥等保育管理用資材

中　城　村 453,000
村内各保育園、幼稚園、小中学校、各字公民館、緑化団体の県道沿
いの緑化の推進

宜野湾市 437,000 自治会・愛護会等へ花苗等配布

西　原　町 483,000 緑化推進事業（苗木の配布、緑化資材の提供）

浦　添　市 366,000 公共施設等への苗木配布

那　覇　市 584,000
記念植樹に対し樹木の提供、各種イベント参加者へ苗木の無料配布、フクギの日関連
イベント実施及び樹木苗配布、花いっぱい運動推進事業（草花苗の配布）

　　３．森林整備等のために交付した寄附金の交付先等（法第６条第２号の交付金）



単位：円

交　付　先 交　付　額　 備　　考　(主な使途）

　　３．森林整備等のために交付した寄附金の交付先等（法第６条第２号の交付金）

島尻地区 4,599,000

豊見城市 263,000 市内幼小中学校における花の苗配布、自治会・保育園・企業への種苗の配布

糸　満　市 1,368,000
地域緑化作業（各字自治会、学校等への花苗等の配布）、花苗の配布（市
内イベント時に配布）、緑の少年団等団体助成

南  城  市 937,000
幼稚園・小学校・中学校苗木等配布、市内自治会の緑化運動推進（苗
木等配布）

南風原町 952,000 各自治会、保育園、町管理施設での緑化運動

八重瀬町 449,000 緑化推進事業（苗木配布）

与那原町 340,000 地域緑化事業（5団体）

久米島町 146,000 緑化推進事業（公園へのツバキの植栽）

座間味村 8,000 各自治会へ花苗の配布事業

渡嘉敷村 12,000 公共施設等への花の植栽

粟　国　村 46,000 苗木の植栽

渡名喜村 3,000 小中学校、公共施設へ花の苗配布

南大東村 70,000  花苗・苗木・肥料等の配布

北大東村 5,000 公共施設への草花の苗配布

宮古地区 586,000

宮古島市 578,000 公共施設等緑化事業（ヤーバル地区防火貯水池周辺雑草物除去委託業務）

多良間村 8,000 緑化推進事業（多良間小学校記念植樹）

八重山地区 233,000

石　垣　市 139,000 市道植栽桝に苗木の植付、ボランティア団体・一般向けに苗木の配布

竹　富　町 45,000 緑化推進事業（各学校への用土や花の苗等緑化資材の配布）

与那国町 49,000 緑の少年団への活動費交付

計 15,892,000



単位：円

交　付　先 交　付　額　 備　　考　(主な使途）

　　３．森林整備等のために交付した寄附金の交付先等（法第６条第２号の交付金）

直接事業（公募）

宮城区自治会 500,000 　森林整備事業（宮城区林地の伐採整備）

糸満市緑化支部 495,000 　森林整備事業（名城海浜沿い林地の伐採整備）

玉城区 250,000 　緑化推進事業（自治会内の緑化活動）

中川区事務所 250,000 　緑化推進事業（区公園内の植樹事業）

恩納村緑化支部 200,950 　緑化推進事業（ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄ及び植樹活動）

美浜区自治会 170,000 　緑化推進事業（自治会内の緑化活動）

石平家人衆会 250,000 　緑化推進事業（桜小路 桜植樹事業）

北中城村緑化支部 250,000 　緑化推進事業（村指定名木の管理保育事業）

スディバナ桜の会 250,000 　緑化推進事業（普天間川サクラ植栽活動）

小波津団地自治会 250,000 　緑化推進事業（団地内記念植樹事業）

沖縄キリスト教学院同窓会 138,500 　緑化推進事業（キャンパス内フクギ並木づくり植樹）

宜野湾市はごろも緑花会 250,000 　緑化推進事業（グリーンコミュニティin宜野湾）

宜野湾市婦人連合会 100,000 　緑化推進事業（地域の環境美化活動）

伊佐区自治会 147,485 　緑化推進事業（ふんしん川側花いっぱい美化事業）

喜友名区自治会 250,000 　緑化推進事業（自治会内メイン通り緑化活動）

豊見城ニュータウン自治会 245,190 　緑化推進事業（豊見城ニュータウン通り低木植栽）

特定非営利活動法人かなえ 250,000 　緑化推進事業（かなえフラワーロードづくり事業）

糸満市 250,000 　緑化推進事業（市庁舎周辺記念植樹事業）

南城市観光協会 250,000 　緑化推進事業（サンサンロード沿い植栽事業）

南城市商工会女性部 117,000 　緑化推進事業（観光地等魅力向上景観整備事業）

津波古自治会 250,000 　緑化推進事業（癒やしを感じる並木整備事業）

兼城公民館 250,000 　緑化推進事業（区内公園のサクラ植樹事業）

八重瀬町 250,000 　緑化推進事業（西部プラザ公園内植樹事業）

やえせ桜まつり実行委員会 250,000 　緑化推進事業（八重瀬公園内緑化事業）

粟国村観光協会 250,000 　緑化推進事業（パークゴルフ場苗木植栽事業）

北大東小学校 175,800 　緑化推進事業（北大東小学校創立100周年記念事業）

うらそえｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 56,888 　普及啓発事業（都市公園内森林調査及び植樹祭開催）

沖縄県婦人連合会 94,600 　普及啓発事業（ｲﾍﾞﾝﾄにおける苗木の無料配布）

緑の少年団（30団） 600,000 　活動交付金

計 7,041,413


