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地球温暖化防止などに対する森林の重要性が注目される中、2015 年度、森林文

化協会は、地球のかけがえのない財産である森林を未来につなぎ、地球環境の保

全に資することを目標にさまざまな活動を展開した。 

その一方、15 年度は大幅な赤字予算に加え、基本財産の一部を取り崩すという

厳しい財政状況となった。このため、最上の活動レベルを維持・継続しながら、

従来の経営のあり方を見直し、財政健全化に向けて明確な結果を出すことを最重

要の課題とした。 

こうした認識を踏まえ、「調査・研究」「森づくり」「普及・啓発」の 3 つの分

野で事業を実施した。健やかな森を次世代に伝えていく「みどりの未来」プロジ

ェクトを主要な柱と位置付け、東日本大震災被災地の緑化を支援する「緑のバト

ン」運動、世界と日本の子どもの植樹交流「国際森林デー」などの大規模なイベ

ントを実施、森や木材を活用する子ども向けの教育である「木育」に関する企画

や情報発信などにも取り組んだ。 

15 年度の重要テーマの一つは地球温暖化だった。11 月末からパリで開催され

た国連気候変動枠組み条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）では、新たな温暖化

対策の世界的枠組みを決める「パリ協定」が全会一致で採択された。協会は地球

温暖化やそれによる気候変動について月刊誌「グリーン・パワー」や市民講座な

どで丹念に取り上げた。 

もう一つの重要なテーマは、16 年 3 月に発生から 5 年を迎えた東日本大震災。

年報「森林環境 2016」で「震災 5 年の森・地域を考える」を特集したほか、「グ

リーン・パワー」でも被災地の動きをフォローした。朝日新聞社、国土緑化推進

機構と共に実施してきた被災地緑化支援「緑のバトン」運動は被災地や全国の学

校関係者などからも評価され、12 月に環境省の「第 3 回グッドライフアワード」

の実行委員会特別賞（「環境と学び」特別賞）を受賞した。 

1179 万円ほどの赤字予算だったが、常務理事が事務局長を兼務するなど人件費

を中心に経費削減に努めた。その結果、赤字は 604 万円ほどに半減、基本財産の

取り崩しも 3000 万円で上限額（4200 万円）を下回るなど、財政健全化へ一歩を

踏み出した。 

 

１．調査研究  

 

〔１〕森林環境研究会 

 

森林や環境の研究に携わる学者と環境問題に関心を持つジャーナリストの約 10

人で幹事会を構成しており、森林文化協会がその事務局を担当している。15 年度

は 4 月から新メンバーでスタートし、7 月 7 日、10 月 23 日、2 月 29 日と 3 回の

幹事会を開くとともに、協会の活動への助言を受け、当該年度の研究テーマに沿

った調査研究活動を実施した。 

＜幹事会の構成＞（15 年 4 月から、五十音順） 

   青木謙治・東京大学大学院講師 



 2 

一ノ瀬友博・慶応義塾大学教授 

   伊藤智章・朝日新聞編集委員 

   井上 真・東京大学大学院教授（座長） 

   鎌田磨人・徳島大学大学院教授 

   桑山朗人・朝日新聞東京本社科学医療部長 

   酒井章子・京都大学生態学研究センター准教授 

   田中俊徳・東京大学大学院特任助教 

   田中伸彦・東海大学教授 

   則定真利子・東京大学アジア生物資源環境研究センター助教 

   原田一宏・名古屋大学大学院教授 

 

〔２〕年報『森林環境』の編集・発行 

 

『森林環境』は 04 年から発行を続けている森林環境研究会

編著の年報。研究会幹事会での議論をもとに、16 年 3 月 11

日で東日本大震災から 5 年となるのを見据えて、15 年度のテ

ーマを「震災後 5 年の森・地域を考える」と設定した。①福

島第一原子力発電所の事故による森林生態系の影響、②津波

による海浜生態系・海岸林の被災と防潮堤問題、③地域社会

の復興、という大きく見て三つの視点から、震災の影響と復

興を検証することにした。 

このテーマを特集した年報『森林環境 2016』（A5 判 196 ペ

ージ）＝写真＝は他にも、パリ協定採択後の国際社会の動き、20 年に創建 100 年

を迎える明治神宮の森と東京五輪、生物多様性と生態系サービスの科学的評価を

目指す国際組織 IPBES など、森林・環境に関わる今日的話題をトレンド・レビュ

ーの欄で取り上げた。また報道や各種のプレスリリースをもとに、この分野で起

こった重要と思われるできごとをまとめて、15 年森林環境年表として収録した。

責任編集者は一ノ瀬友博・慶応義塾大学教授と鎌田磨人・徳島大学大学院教授が

務めた。 

今回から出版を辞め、協会ホームページに PDF を掲載して原則無料公開とした。

ちょうど震災 5 年となった 16 年 3 月 11 日を発行日とした。ただし、印刷物とし

ての入手を希望する声に対応するため、オンデマンド印刷で発行することも可能

とした。また、『森林環境 2016』の PDF 無料公開に先立ち、試行的に『森林環境

2015』も 16 年 1 月 14 日から同様に PDF の無料公開に踏み切った。 

 

〔３〕「森林環境」市民講座の開催 

 

森林環境研究会の活動や知見を広く社会に還元する目的で、「森林環境」市民講

座を 13 年度より開催している。3 回目となった市民講座は 15 年 10 月 24 日に朝

日新聞東京本社読者ホールで、約 75 人の参加者を得て実施し。テーマは『森林環
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境 2015』の特集で取り上げた「進行する気候変動と森林～私たちはどう適応する

か」とし、パリ協定を採択した気候変

動枠組み条約第 21 回締約国会議

（COP21）の開催を前に、現状や課題

について議論を深める場とした。 

中静透・東北大学教授が「気候変動

に伴う生態系影響と適応」、原澤英

夫・国立環境研究所理事が「適応策を

めぐる国内外の動向」と題して講演。

その後、森林環境研究会顧問の松下和

夫・京都大学名誉教授、竹内敬二・朝

日新聞シニアライターも交えて、会場の参加者からの質問に答えつつ、問題点を

掘り下げた＝写真。 

 

 

２．森づくり・森の支援活動 

 

日本列島においては、太古の時代より、豊かな森と人間との関わりが続いてき

た。森林は木材を生産するのみならず、水や食料などの資源を涵養し、国土を保

全して災害を防ぎ、生物多様性を育む場として、大きな価値を有してきた。「山と

木と人の共生（融合）」する森林から生まれたあらゆる暮らしの知恵や地域的な特

色を森林文化と捉え、森林の復権を図りながら、継承・発展させることは協会の

務めである。このため日本のみならず世界の緑を守りつつ豊かな森を育て、その

適切な管理と利用を促すことは、今後とも協会の活動の中核として位置づけ、継

続していく必要がある。 

 

〔１〕被災地の緑化支援 

15 年度は「緑のバトン運動」と「グリーンウェイ

ブ 2015」の二つの事業を実施した。両事業とも朝日

新聞社、森林文化協会、国土緑化推進機構の３者が

主催。緑のバトン運動は 12 月に環境省主催の「第

３回グッドライフアワード」実行委員会特別賞（「環

境と学び」特別賞）を受賞した。 

グリーンウェイブは、緑のバトン運動に先立ち 12

年６月、こどもの国（横浜市青葉区）で苗木を首都

圏の親子らに配布し３年間育ててもらい、再び集め

て東日本大震災の被災地へ贈呈し植樹する事業。５

月 31 日（日）、同じこどもの国で「グリーンウェイ

ブ 2015～みどりの約束～」を開き、約 230 本の苗木が３年ぶりに持ち寄られた。

苗木は７月、岩手県田野畑村で植樹された＝写真。 
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緑のバトン運動は、全国の子どもたち

に緑を大切にして東日本大震災の被災

地を想う心を育み、防災教育にも役立て

てもらおう、という狙いも込めて 13 年

春にスタート、16 年度いっぱい続ける

事業である。これまでに全国 388 校へ被

災地産の苗木（１本 400 円）1 万 1214

本を送った。このうち 15 年度は 112 校

に 1813 本を送った。各校で１～２年間

育ててもらった苗木を集めて被災地へ贈り、植樹する活動を続けている。15 年度

は、岩手、宮城、福島、青森４県 13 市町村の 18 カ所で、ヤマボウシ、コガネイ

ザクラなど 2614本を植樹した。事業開始からの３年間で植樹した累計本数は 5614

本となった。 

活動の様子は７月８日付の朝日新聞「緑のバトン運動」特集で全国に紹介され

た＝写真 

 

[２]つくば万博の森＝写真 

森は茨城県つくば市にある宝篋山（ほ

うきょうざん、標高 461ｍ）中腹の松枯れ

して皆伐された約 10 ㌶の国有林で、朝日

新聞社の呼びかけで全国約４万２千人か

ら集まった寄付金を基に、1985 年に約

3,000 本、86 年に約２万 7,000 本、計約

３万本のヒノキを植樹した。協会が維持

管理を担い、関東森林管理局と 2045 年ま

で 60 年間の分収造林契約を結んでいる。16 年秋に植樹完了から 30 周年の節目を

迎える。月１回の見回り管理を委託している地元の元県職員菊地勝雄氏による森

林整備を継続。藤蔓切りなどのほか、腐朽が進んで倒壊したつくば万博の森を示

す木製標柱も、現地のヒノキ間伐材を利用して立て直した。 

 

[３]森林等の保全・利用に取り組む団体への支援 

 

 協会が直接管理に携わる現場は限られ

ており、友好的な関係にある団体の活動

を支援することも、森林を中心とした生

態系を守り育てるために欠かせない取り

組みと位置付けている。 

 

①「くつきの森」の利用・管理支援 

「くつきの森」は、滋賀県高島市朽木に
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ある。地元の NPO 法人・麻生里山センターが管理する市有地（約 150 ヘクター

ル）であり、クヌギなどを主体とした里山林となっている。麻生里山センター

は地元の麻生地区をはじめ高島市や支援企業、地域の研究者などと連携して、

森林や草原の再生や活用に関するプログラムを展開している＝写真。2015 年度

は、年間を通した自然観察会と夏休みの子どもキャンプ、森づくり活動につい

て、広報などでその企画・運営を支援した。 

 

②「上ノ原・入会の森」の利用・管理支援 

「上ノ原・入会の森」は、群馬県みなか

み町藤原にある。東京の市民団体・森林塾

青水が管理する町有地（約 21 ヘクタール）

であり、ミズナラを主体とした二次林と、

ススキ草原からなる。森林塾青水は地元藤

原地区の住民やみなかみ町、支援企業と協

力して、旧薪炭林の保全や茅場（ススキ草

原）の再生などに関するプログラムを展開

している。15 年度は、春の野焼き＝写真＝

や秋の茅出しのプログラムへ参加して運営

に協力するとともに、5 月 9 日には高野史郎さんによる「描くことで分かる 植

物のいきざま」と題したセミナーを共催した。 

 

〔４〕国際森林デー 

 

 森林や樹木に対する意識を高める記念日

として国連が定めた国際森林デー（3 月 21

日）にちなんで３月 26 日（土）、東京湾の

埋め立て地に都が整備中の「海の森」と、

近くの日本科学未来館で、「国際森林デー

2016 みどりの地球を未来へ ～国際交流

と海の森植樹～」と題する植樹と交流の集

いを開いた。記念イベントは 14 年から３回

目だが、交流会に屋内会場を使ったのは初

めて。 

 駐日大使 5 人を含む大使館員と家族、

留学生、豊島岡女子学園中学高校コーラス

部員、一般公募の親子連れら約 450 人が参

加した。大使館関係者が前回の６倍超の 57

人（12 カ国）参加。協賛企業も前回より３

社・団体増の 10 社・団体になり、定員を

150人上回るにぎわいとなった。タブノキ、
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クス、クロマツなど８種類、1500 本の苗木を植樹した。 

主催は森林文化協会、国土緑化推進機構、オイスカ、樹木・環境ネットワーク

協会、林野庁による実行委員会。東京都港湾局が共催。朝日新聞社など新聞各社、

NHK などが後援。（前頁の写真は植樹の様子。左の写真は合唱による交流） 

 

〔５〕にほんの里 100 選の発展・継承 

 

 朝日新聞創刊 130 周年、協会創立 30 周年記念事業として 09 年１月に発表した

「にほんの里 100 選」。「グリーン・パワー」誌上の連載「にほんの里ガイド」で

選定地を毎月１カ所ずつ紹介してきたが、15 年７月号から東日本と西日本１ヵ所

ずつに増やした。 

中国人オペラ歌手・崔宗宝さんによる選定地を訪ねてのボランティアの「出前」

コンサートは、全体の半分 50 カ所を 15 年 11 月の山梨市「牧丘・八幡」で達成、

年度末までに通算 51 カ所となった。日中の草の根の文化交流活動であり、朝日新

聞社とともに引き続き後援している。 

 

 

３．普及啓発事業 

 

森を健やかに保ち、森の恵みを人の暮らしと健康に活かすため、森と人との接

し方を考える機会を提供するのが協会の活動の柱である。朝日新聞社の創刊 100

周年記念財団として、メディアを母体に持つ強みを生

かし、協会の様々な活動について紙面を通じて全国発

信した。木や森の恵みを子育てに生かす「木育」に焦

点を当て、森と地球環境の大切さを次世代に伝える活

動にも力を入れた。 

 

〔１〕『グリーン・パワー』（月刊）の発行 

 

『グリーン・パワー』は 1979 年創刊の森林文化に

関する AB 判の月刊情報誌。現在の発行部数は約 3000

部。15 年度には経費を上げずに魅力を高めるという

難題へ挑戦し、16 年 1 月号より、ページ数を従来の 40 ページから 36 ページに減

らす代わりに、カラーページ数を 12 ページから 16 ページに増やすという誌面刷

新に踏み切った。これに伴って、人気絵本作家である村上康成さんによる「○月

の絵暦」、木育の取り組みを紹介する「ウッドスタートで地域を変える」などの新

連載をカラーページで始めるなど、より幅広い読者に関心を持ってもらえる内容

を展開するように努めた。          
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〔２〕「国民参加の森林
も り

づくり」シンポジウム 

「ともに育むモデルフォレスト」をテー

マに９月 27 日（日）、京都府宇治市で開催、

約 300 人が参加した。 

作家の池澤夏樹さんが「森のめぐみ」と

題し基調講演。人間は「世界の有限性」と

「経済成長は無限ではない」ことに気付き、

再生可能な樹木、永遠に使える樹木ととも

に生きる道を探るべきだと語りかけた。 

自然と人間の共生を目指す「モデルフォ

レスト」運動の発祥国カナダからは、ケベ

ック州のケベック木材製品輸出振興会のシ

ルヴァン・ラベ理事長＝写真下＝を招いた。 

ラベ氏は「京都議定書 1997 からパリ議定

書 2015へ－森林再生と木材利用の新たな試

みの持続」と題し事例報告。地球温暖化対

策として持続可能な森林の保全を幅広い利

害関係者の協働で進める重要性を説いた。 

パネルディスカッションでは、森本幸裕・京都学園大学教授（京都大学名誉教

授）の進行で、京都モデルフォレスト協会副理事長の田中和博・京都府立大学副

学長、原口真・いきもの共生事業推進協議会（ＡＢＩＮＣ）理事、野田奏栄・大

阪自然環境保全協会理事の３氏が「生物多様性」を社会に主流として定着させる

方策について議論した＝写真上。 

【日時】2015 年９月 27 日（日）午後１時 30 分～５時 

【会場】京都府宇治市文化センター 

【テーマ】ともに育むモデルフォレスト 

【参加者】約 300 人 

【主催】国土緑化推進機構、京都府、京都モデルフォレスト協会、朝日新聞社、 

森林文化協会 

【後援】林野庁、美しい森林づくり全国推進会議          

【協賛】凸版印刷  

 

 

〔３〕森と人をつなぐ                          

 

（１）野外セミナー 

都心の身近な緑「皇居東御苑」、関東随一のブナの森「玉原高原」、木曽ヒノキ

の美林を歩く「赤沢森林浴」、全国の「にほんの里 100 選」選定地を訪ねるフット
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パス・ツアーに加えて、海外の森林文化を知る「木育」テーマの森の国ドイツへ

のツアーも実施した。 

 

① 海外の森林文化を知るツアー 

「木育」をテーマにした初の海外森

林文化セミナーとして、「森の国ドイ

ツで学ぶ幼児教育研修旅行」を１月

24 日（日）～31 日（日）、６泊８日で

催行した。協会が企画提携、国際航空

旅行サービス（株）が旅行実施。全国

から保育士、幼稚園教諭、保育園や幼

稚園の園長ら 16 人が参加し、ドイツ

中央部チューリンゲン森周辺を巡り、幼稚園の祖フレーベル、自立性を重んじる

モンテッソーリ、手作業や環境教育に力を入れるシュタイナー学校など保育・幼

稚園、一貫校、教育関連施設、博物館を訪ねた。ニュルンベルク国際玩具見本市

にも立ち寄り、世界の木のおもちゃに触れた。（写真はモンテッソーリ教育法を採

り入れた公立保育・幼稚園）。幼いころから森に親しむことが日常的に定着してい

る文化を知る貴重な機会となった。 

 

② フットパス・ツアー 「にほんの里 100 選」選定地を訪ねる                         

選定地を訪ね、地元案内人のガイドでフットパス（里道）を歩くフットパス・

ツアーは、（株）朝日旅行と提携した催行となって３年目。2015 年度は５回６カ

所の選定地で催行し、延べ 104 人が参加した。 

初めて訪問した桑畑果無（奈良県）、口色川（和歌山県）、石部（静岡県）の３

カ所を加えて、これまでに訪ねた選定地は 41 カ所となった。神岡町山之村（岐阜

県）ツアーでは、木と森の恵みを多角的に活かす企業活動をしている工房「オー

クヴィレッジ」も訪ねた。 

▽以下、訪問した選定地と日程、参加人数 

・桑畑果無（奈良県）  ４月 13～15 日 11 人、同 21～23 日 13 人（計 24 人） 

・黒松内（北海道）   ７月８～10 日、24 人 

・神岡町山之村（岐阜県）10 月 21～23 日、16 人 

・久米島（沖縄県）   ２月 23～26 日、17 人                                 

・石部（静岡県）   ３月 25～26 日、11 人、同 29～30 日、12 人（計 23 人） 

 

③ 玉原高原「ブナの森と湿原を歩く」 

9 月 12 日(土)～13 日(日)、東京大学玉原国際

セミナーハウス(群馬県沼田市)泊。参加者 15

人。森林文化協会が企画、旅行実施は朝日旅行。

今回より旅行業務については朝日旅行に委託し
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た。「利根沼田自然を愛する会」の会員のガイドで関東随一のブナの森や湿地を巡

った＝写真。 

 

 

④ 赤沢森林浴 

「森林浴」発祥の地、信州「赤沢自然休養林」で 1982 年から地元の上松町とと

もに主催し 34 年目。春の部（第 49 回）を５月 24 日（日）に開き、80 人が参加

した。秋の部（第 50 回）は 10 月４日（日）に開き、103 人が参加した。 

ＮＰＯ法人「木曽ひのきの森」の協力を得て、木曽ヒノキの美林を歩きながら

ヒノキや森の生き物について学んだ。 

 

⑤ 皇居東御苑を歩く 

身近な都心の森「皇居東御苑」を宮内庁庭園

課 OB の解説を聞きながら歩く＝写真。6 月 14

日（日）、11 月 29 日（日）に開催。それぞれ 45

人、47 人が参加した。毎回、定員を大きく上回

る応募がある。 

 

（２）緑の学習講座  

修学旅行で各地から東京へやってきたり、校

外学習で企業・団体を訪れたりする中学生らを

受け入れ、森林を取り巻く状況を伝えたり、質

問に答えたりする「緑の学習講座」を開講して

いる＝写真。2015 年度の来訪は 2 校。 

◇4 月 17 日 三重県桑名市立明正中学校 5

人 〈説明事項〉国内外の森林の現状、木材価

格の動向、協会の活動など 

◇11 月 5 日 茨城県かすみがうら市立霞ケ浦中学校 35 人  

〈説明事項〉森林の二酸化炭素吸収機能をはじめとする公益的機能、協会の活

動など 

 

（３）森のベースキャンプ 

各地の森を訪ね、自然に触れる“ベースキャンプ”として、ＪＲ東日本の滞在

型宿泊施設ホテルフォルクローロ、ホテルファミリーオと契約し、協会会員が

10％割引料金で利用できるサービスを継続した。 

＜ホテルフォルクローロ＞ 角館、大湊、花巻東和、高畠、三陸釜石 

＜ホテルファミリーオ＞  みなかみ、佐渡相川、館山 

 

林野庁共済組合と契約し、協会会員が割引利用できるサービスを継続した。 

＜林野庁共済組合＞ 草津グリーンハイツ 

http://www.shinrinbunka.com/cgi-local/maintenance/stay.cgi?number=10
http://www.shinrinbunka.com/cgi-local/maintenance/stay.cgi?number=11
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〔４〕インターネットによる情報発信 

 

協会の公式ホームページである「森林文化.com」を活用し、協会の基礎情報や

活動内容などを報告するとともに、森林と環境に関する情報を発信した。新たに  

年報『森林環境 2015』と『森林環境 2016』の PDF をホームページで無料公開し、

広く公益に供した。一方、情報更新が停滞していたコーナーは閉鎖し整理した。

協会職員のメッセージや催事案内を中心としたメールマガジンは、継続して毎月

発行した。 

「にほんの里 100 選」のホームページでは、シリーズ「ガイド にほんの里 100

選」の転載を継続した。また、外部から投稿掲載する手順を見直し、より安全で

事前確認ができる方式に改めた。 

フェースブックに加え、『ハフィントンポスト』でのブログの活用も始め、情報

発信力を高めた。 

 

＜森林文化.com の主な内容＞ 

①森林環境ニュース 

「グリーン時評」は、協会職員が執筆したメールマガジンの原稿を毎月転載す

ることを継続。「朝日新聞ピックアップ」は、森林と環境に関連した最新のニュー

スを、朝日新聞掲載の世界と国内各地域のニュースから選択・整理して、毎週 2

回のペースで最新ニュースを掲載した。「プレスリリース」は、環境省や林野庁な

どの報道発表資料に基づき、森林・環境政策の動きを分かりやすく要約して掲載

した。 

②協会からのお知らせ 

野外セミナー、シンポジウムなどの催事案内と報告を随時掲載した。築地だよ

り（協会周辺の緑の話題）、ブックガイド（森林や環境に関連する本の紹介）を写

真付きで更新した。月刊『グリーン・パワー』と年報『森林環境』の内容も発行

に即して紹介した。 

③掲示板（投稿） 

 他団体の催事情報の投稿をチェックし、随時掲載した。 

④『森林環境』PDF を新たに無料公開し、積極的に公益に供した。 

⑤情報更新が停滞していたコーナーは閉鎖整理し、全体的に要不要のメリハリを

つけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

４．一般会務  

※予算・決算の金額は 1 万円未満を切り捨て 

〔１〕財政部門 

 

15 年度は、1179 万円の赤字予算と基本財産の取り崩しという厳しい財政状況か

らの立て直しの年だった。人件費を中心に費用の削減に努めた結果、赤字が当初

の見通し（予算）のほぼ半額になるなど、一定程度の改善が見られた。 

赤字予算の背景には、リーマンショック以降の減収による影響や 11 年度からの

5 年計画に基づく大口寄付の減額という既定の要因などがあった。 

また、14 年度の期末段階で、15 年度期首の流動資産が落ち込みや運営資金が枯

渇する恐れが生じた。これに対して基本財産を取り崩す以外に資金調達の手立て

がないため、定款の手続きに基づき、15 年度から 18 年度の間、総額 7600 万円を

上限に各年度、基本財産を取り崩すことができるものとした。初年度（15 年度）

については、公益事業費補填分 3000 万円と 15 年度予算の赤字額 1179 万円を合計

した金額とほぼ同額の 4200 万円を上限とし、16 年度以降は前期の決算状況を踏

まえて、赤字相当額程度を除外するものとした。 

この事態を打開するため、常務理事の事務局長兼務などによる費用の削減に努

め、赤字を予算のほぼ半分の 604 万円に圧縮、前年度の赤字（655 万円）も下回

った。その結果、15 年度の基本財産の取り崩しは上限（4200 万円）を下回る 3000

万円だった。 

また、大口寄付の受取時期を上期、下期の期末の月から期首の月に改めたこと

もあり、運営資金の状況が改善したため、16 年度以降は基本財産取り崩しの必要

性を年度ごとに判断するように改めた。 

 

（１）経常収益 

 

収益は 5266万円。前期比マイナス 189万円、予算比マイナス 154万円だった。 

受取寄付金（以下、寄付金）は、大口寄付の減額もあり 3224 万円（前期 3585

万円）に減った。それでも全体の 61.2％（同 65.7％）を占め、依存度が高い。

受取会費（以下、会費）は総額 938 万円（同 927 万円）、構成比 17.8％（同 17.0％）

は共に増えた。 

このほか、受取負担金は「グリーンウェイブ 2015」イベントなどを実施した

ことで 435 万円（同 193 万円）に増額。他方、事業収益では、年報「森林環境」

の発行形態をデジタル化したことに伴い減収。「グリーン・パワー」の年間購読

及び広告の収入も減額した。 

 

（２）経常費用  
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経常費用は 5870 万円だった。前期比マイナス 239 万円、予算比マイナス 730

万円と共に減額した。 

事業費は総額 4500 万円で前期比マイナス 35 万円、予算比マイナス 417 万円。

原稿料 400 万円（「グリーン・パワー」等、前期 413 万円）、書籍発行に関わる

印刷製本費 762 万円（「森林環境」等、同 768 万円）など多くの科目は前期比で

減額した。実質単年度事業である「グリーンウェイブ 2015」の実施に伴い、業

務委託費 283 万円（同 193 万円）、諸謝金 236 万円（同 153 万円）などは増えた。 

管理費は総額 1370 万円で、前期比マイナス 204 万円、予算比マイナス 312 万

円だった。 

常勤職員は 5 名（うち 2 名は出向）。事業費、管理費を合計した人件費（報酬・

給与、退職金、社会保険等）は 2241 万円（同 2588 万円）で前期比 347 万円の

減、全体の 38，2％（同 42.4％）を占めた。このほか、旅費・交通費は 260 万

円（同 370 万円）、会議・交際費は 32 万円（同 56 万円）もそれぞれ減額した。 

事業費のうち出版に関しては、期末棚卸高（223 万円）を年度末にすべて処分

したため、その費用が出版物評価損などとして加わった。また、15 年度から年

報「森林環境」の出版を辞め、協会ホームページに PDF を掲載し、原則無料に

した。オンデマンド対応の印刷物を一部残すが、今後は資産として計上しない。

16 年度以降の財政健全化につながると判断した。 

 

〔２〕会員及び寄付 

 

15 年度は会員・寄付の獲得に向け、新聞、ミニコミなどの媒体活用やイベン

ト会場でのチラシ配布によるＰＲを強化した。 

 

（１）会員 

個人会員は 1759 名と前期（1800 名）と比べ 41 名減った。退会・期限切れが

計 204 件（前期 157 件）と増えた。退会理由としては、会員の高齢化が絡んだ

理由が目立った。「グリーン・パワー」の大口購読者を除く法人会員は 23 社で

2 社（７社増、5 社減）増えた。 

会費納入をコンビニからもできるように改めた。従来は郵便振替、銀行振込

だったところにコンビニを加え、サービスを拡充した。 

 

（２）寄付 

 寄付金の総額は 3224 万円で前期（3585 万円）を下回った。大口寄付の減

額が影響した。内訳は団体の寄付は 61 件、3200 万円（前期 57 件、3577 万円）、

個人は 23 件、23 万円（同 8 件、８万円）だった。金額は小さいが個人からの

寄付が件数、金額共に前期を上回った。新聞、ミニコミなどで会員募集だけで

なく寄付を呼びかけた効果もあった、とみている。 
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