
 
 
 

                                                       

今だから「緑の架け橋」の活動を大事に 
～ 一 滴 が 大 河 へ と 繋 が る よ う に ～

 
                           

 今だから緑の架け橋を

2002年 11月緑の架け橋推進センター設立。これは日
中緑化交流基金の助成を得た事業主催・ＩＦＣＣ国際友
好文化センターの呼び掛けに応えてのもの。 

2008年 11月 緑の架け橋推進センター解散。その後、
「緑の架け橋」の活動は、事業主催の IFCC国際 友好文
化センターの下で「緑の架け橋プロジェクト」として継
続され、2010年まで８つのプロジェクトを実施。６プロ
ジェクトは終了。2プロジェクト継続中。 

2011年度から、これまでの寧夏回族自治区に加え、河
北省・遷西県でも新規１件のプロジェクトをスタート。よって、現在３プロジェクトが継続中。訪問団
は第 17次までで 194名。 

昨年 9月は、御承知の政治状況で中国側カウンターパートより「延期要望」があり、18回派遣団を中
止せざるを得ませんでしたが、現地では確実に緑が育まれています。今年は、是非とも派遣団を実現し
たいと思います。 

 
IFCC 国際友好文化センター 

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 333 辻ビル 405  

TEL.03-3268-4387   FAX.03-3268-6079 

口座：中央労働金庫市ヶ谷支店（普)0858119  郵振：00130-9-425994 

本会報は事業主催（ＩＦＣＣ）の植林プロジェクト特集となります
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交流の停滞の中でも、緑は育っています。17 回植
林派遣団の石嘴山市恵農区での“ 小学生の「みどり
の宣誓」” を思い起こし、今だからこそ、緑の架け
橋の活動を継続していきたいと思います。 

 

2012 年 4
月の植林した
呉忠市太陽
山開発区の
緑は勢いよく
育っています。 
また、河北省
遷西県の事
業は初年度で、
9 月の派遣団
の際訪れる予
定でしたが、

派遣
団中
止と
なり現地を視察できませんでした。現地からその
保育状況の写真が報告されました。今度は是非現
地を訪れたいと思います。 
 石嘴山市恵農区は、自然が猛威をふるい事業
地が破損してしまいました。昨年の8月、黄河
の水位が 2m も上昇、氾濫し事業地が水没しま
した。それは復旧の見通しが立たない程でした。
従って、第三期は予定地を変更して実施するこ
とになりました。人間の営みの不遜さと小ささ
を感じさせられる出来事でした。人間が自然に
対して謙虚であること、そして人間同士も自然
の尺度からすると一瞬であろう短い生命の時間
帯を平和的に生存する“時”のため努力するこ
とを知らされたようです。 
 
 

プロジェクト名 事業実施期間 植林面積 

寧夏紅寺堡生態緑化プロジェクト（済） 2002年度～2004年度 330ha 

寧夏・日中青年平羅県生態緑化林事業（済） 2004年度～2006年度 290ha 

日中青年寧夏中衛生態緑化モデル林事業(済） 2005年度～2007年度 300ha 

日中青年銀川生態緑化林事業（済） 2007年度～2009年度 180ha 

日中青年石嘴山生態緑化林事業（済） 2007年度～2009年度 250ha 

寧夏中寧県日中青年生態緑化モデル林事業（済） 2008年度～2010年度 300ha 

寧夏呉忠市太陽山開発区日中青年生態緑化モデル林事業(継) 2010年度～2012年度 210ha 

日中青年石嘴山市恵農区生態緑化モデル林事業（継） 2010年度～2012年度 220ha 

日中青年河北遷西県生態防護林（継） 2011年度～2013年度 157ha 

手をとりあい 共同宣言

紙クズや果物の皮をむやみに捨てない 
芝生の草花をふまない 
割り箸を使わない 
 
周りのゴミを拾えば世界を明るくなる 
川のゴミを拾えば川から湖そして海ま
で美しくなる 
町中に貼られたチラシがなくなれば町
がもっときれいになる 
 
母なる川、黄河の水をきれにするため
に私たちと一緒に緑をふやしましょう 
 
寧夏の空がさらに青くなるように、低
エネルギー生活を心がけましょう 
中日両国友好のため私たちが新風とな
り友愛と助け合いの新たな関係を樹立
します 
手をとりあい緑で未来を描きましょう 
 ※恵農区第二期開工式での小学生の 

宣言（2012・4・12） 

 

呉呉呉忠忠忠市市市太太太陽陽陽山山山開開開発発発区区区第第第二二二期期期   

唐唐唐山山山市市市遷遷遷西西西県県県ののの植植植林林林模模模様様様   

 
 
 

 



 
IFCC 緑の架け橋プロジェクト 2011 年度活動報告 
2008 年度（2008 年 11 月）以降、「ＩＦＣＣ緑の架け橋プロジェクト」として世話人会をつくり、植

林緑化活動の継続を進めてきました。2011 年秋に、「寧夏中寧県日中青年生態緑化モデル林事業」の三期目
（100 ha、123,000 本）が終了しました。2011 年度は（201 1 年秋～2012 年秋）は「寧夏呉忠市太
陽山開発区日中青年生態緑化モデル林事業」ニ期目（70ha 、79,000 本）、「日中青年石嘴山市恵農区生態
緑化モデル林事業」ニ期目(60ha 、350,000 本）、そして新規の「日中青年河北遷西県生態防護林」（45ha 、
120,000 本）をそれぞれ実施してきました。 
派遣団は第 17 回（2012 年 4 月 13 日―17 日、11 人参加）は実施できましたが、第 18 回（2012

年 9月）は日中関係悪化で中止となりました。 
会報は 2012 年 1 月に 19 号、同年 6 月に 20 号を発行。ＩＦＣＣ緑の架け橋プロジェト」へ移行後、

協賛金を呼び掛けてきましたが、、大幅に賛同者が減少してしまいました。あらためて趣旨を呼び掛け、協賛
を募っていきたいと思います。 
【2011年度収支報告】（実績 11年 11月 30日～12年 11月 29日） 

収 入                   支 出 
費目 実績（円） 摘要 費目 予算（円） 実績（円） 摘要 

繰越金 0 事務所間借代 240,000 0 240,000 未払い
協賛会費 150,000 通信・送料 73,680 60,000 未払い

植 林 協 力 金 110,000 17 回派遣団 事務局費 426,256

寄付金 0 IFCC より 事業費 800,000 派遣費補填

賛助金 720,562 参加者より 印刷代 262,710 会報 2 回含む
助成金① 800,000 派遣経費、基金より 備品・消耗品 13,383

助成金② 778,000 事務経費、基金より ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ自己資金   720,562                   一部未払い
会場費 46,000 学習会参加費 返済金 368,669 10年度借入
借入金 89,467 IFCC より 未払金 0 10 年度事務所代、電話代免除
雑収入 1,420 団費余剰分 雑費 30,189 利息、送金料等

計 2,695,449 計 2,695,449

【2011年度貸借表】単位・円 

今後の活動計画 
 Ⅰ．会報「緑の架け橋」の年 2 回の発行 
 Ⅱ．協賛呼びかけ 
    協賛会員を呼びかけ、登録をしていく。協賛金の目安は個人一口×３０００円、団体一口×３

０，０００円ですすめる。 
 Ⅲ．植林協力金の要請 
    植林活動参加者１人の植林協力金を１０，０００円として要請する。 
 Ⅳ．植林緑化派遣団の実施 

2013 年は、緑の架け橋推進プロジェクトが活動を開始して以来、11 年を迎えることになり 
ます。昨年秋の中止は、サ―ズ禍の時にも頑張って継続してきた派遣団にとって残念な事態でし 
た。派遣団再開を必ず実現していきたいと思います。 

 
 
 
 
Ⅴ．2012 年度プロジェクト役員体制（2012 年 12 月～2013 年 11 月） 
  プロジェクト代表 佐藤晴男（IFCC 副会長） 
  事務局世話人会 荻野清隆、森 伊織、鎌田篤則 
 

【2012年度 助成金事業計画】（2012 年 11月～2013年 10 月） 

区分 
日中青年河北遷西県生態防護林ニ期目 

寧夏呉忠市太陽山開発区日中青 
年 生 態 緑 化 モ デ ル 林 事 業 三 期 目 

日中青年石嘴山市恵農区生態
緑化モデル林事業三期目 摘 要 

事業経費(千円) 内容 事業経費(千円) 内容 事業経費(千円) 内容 

植林 10,347 1250000本(48ha) 13,809 767000本(70ha) 9,888 400,0000本(80ha) 苗木購入、植え付けなど
保育 2,408 潅水・農薬散布・施肥等 1,470 除草・施肥・農薬散布等 3,775 除草・施肥・農薬散布等 潅水,施肥,農薬散布,獣害防除
機材調達 898 農薬散布器、ﾎｰｽ、肥料等 266 消火器、肥料等 2,300 消火器、肥料等 造林用作業具、農薬散布機等
基盤整備 750 灌漑設備等 3,500 水路 925 灌漑設備等 灌漑水路整備
事務経費 450 通信・印刷等 450 通信・印刷等 450 通信・印刷等 
技術者派遣 700 派遣旅費等 700 派遣旅費等 700 派遣旅費等 
その他 1,713 測量計画費等 715 技術指導等 19,138 測量計画設計費 助成経費以外の経費

合計 17,266(内、助成 11,500) 20,910(内、助成 11,600) 20,288(内、助成 13,700)  

貸 方 借 方 借方の説明 
通帳 0 郵便振替 0 返済金 339,467 立ち上げ資金 250,000、11借入金 89,467
現金   0 助成金     0 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ自己資金 459,735 11 農区 143,909 11 呉忠市 146,276

11 遷西県 169,550 0
  計        1,099,202

●第 18 回 ２０13 年４月5 日（金）～9 日（火）  
日中青年河北遷西県生態防護林事業２年目、日中青年石嘴山市恵農区生態緑化モデル林事業３年目
寧夏呉忠市太陽山開発区日中青年生態緑化モデル林事業３年目 

●第 19 回 ２０13 年９月下旬・予定（捕植）




