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  参加校募集！ 

平成３０年春に福島県南相馬市で開催される「第６９回全国植樹祭」等で植樹する苗木を学

校で育ててみませんか？ 
  

第 
69 
回 

ふくしま 
２０１８ 全国植樹祭 

  

第６９回全国植樹祭等で使用する苗木を、小学校の児童のみなさんに育ててもらうも

のです。この取り組みは、子どもたちの森林づくりへの関心を高めることを目的としていま

す。大切に育てられた苗木は、第６９回全国植樹祭や地方植樹祭等で使用します。学校

での緑化活動にもご活用ください。 

「苗木のスクールステイ」とは？ 

  

第６９回 

全国植樹祭 

＊詳しくは裏面を御覧ください 

 「苗木のスクールステイ」の流れ 

  

昭和４５年第21回大会での 
天皇陛下によるお手植えの様子 

 「全国植樹祭」とは、森林や緑への理解を深めるため天皇皇
后両陛下をお招きして開催される、国土緑化推進運動の中心的
な行事です。福島県では昭和４５年に開催して以来、４８年ぶ
り２回目の開催となります。 

『全国植樹祭』とは？ 

  

参加申し込み 

最寄りの農林事務所

へ申込書を提出します。 
  

参加校の決定 

育てる樹種等が記載さ

れた「参加決定通知」が

送付されます。 

  苗木の配布 

苗木の回収 

  
育成・管理 

５月、８月、１１月に簡単な育成記録を作成し、農林事務所に提出します。 

  「苗木のスクールステイのしおり」を参考に、
水やり等育成を開始します。 

育成・管理 



募集期間 

福島県内の小学校 参加の対象 

平成２８年６月１日～平成２８年７月２９日 
  

（苗木の本数に限りがありますので、先着順に受け付けます） 

応募方法 
 参加申込書に必要事項を記入し、最寄りの農林事務所まで郵便、

FAXまたは持参により提出してください。 

お配りする 

もの 

平成２８年１０月以降 
 

 苗木 （２０本 ） 

 苗木用コンテナ （２枚 ） 

 苗木用台コンテナ （２枚 ） 

 木製プランター（別送） 

相談窓口 お困りのことがありましたら、県農林事務所にご相談ください。 

苗木の 

回収方法 

 第６９回全国植樹祭で使用する代表木（５本程度）については、

農林事務所が平成２９年度末～平成３０年春に回収に伺います。

その他の苗木の利用、回収時期等については別途連絡します。 

 苗木のスクールステイの概要 

苗木のスクールステイに関するお問い合わせ先 

福島県農林水産部全国植樹祭推進室 
  

〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２－１６   

☎０２４－５２１－８６５７  FAX ０２４－５２１－７９４７ 

E-mail  syokujusai@pref.fukushima.lg.jp  ホームページ 

開設しています！ 

  

県民参加の森林づくりを推進するため森林環境税が活用されています。 

育成・管理の 

の方法 

平成２８年８月以降 
 

 参加決定通知 

 苗木のスクールステイのしおり 

 育成記録の用紙 

夏：乾燥が早いため、直射日光が当たらない日陰等に置き、 

  水やりをこまめにします。 
 

冬：霜害から苗木を守るため、できるだけ屋内で育てます。 

  水やりは、土が乾いたら行う程度で十分です。 
 

※ 詳しい育成・管理の方法については、「苗木のスクールステイ 

 のしおり」に掲載します。 



第６９回全国植樹祭 苗木のスクールステイ参加申込書 

※ 切り取って最寄りの農林事務所まで郵送、ＦＡＸ、または持参により提出してください。 

（ ふ り が な ）  

学校名（緑の少年団名） 

  

（ ふ り が な ）  

代表者・職名・氏名 

  

（ ふ り が な ）  

担当者氏名 

  

住所 

〒 
  

電話番号 

  

ＦＡＸ番号 

  

ＰＣメールアドレス 

全校児童数 

  

苗木管理担当学年 
及び児童数 

  

その他要望等 

  



県北農林事務所森林林業部      

（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、 

国見町、川俣町、大玉村） 
 

〒９６０－８５０２  

福島市南中央３丁目３６番地 

ＴＥＬ ０２４－５３５－０３２３   

ＦＡＸ ０２４－５３６－９５９０ 

 県中農林事務所森林林業部     

（郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、

玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）  
 

〒９６３－８５４０  

郡山市麓山１丁目１番１号 

ＴＥＬ ０２４－９３５－１３６７   

ＦＡＸ ０２４－９３５－１３３７   

県南農林事務所森林林業部 

（白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、 

棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村） 
 

〒９６３－６１２３  

東白川郡棚倉町大字関口字上志宝５０地１  

ＴＥＬ ０２４７－３３－２１２３   

ＦＡＸ ０２４７－３３－６９４９ 

 会津農林事務所森林林業部     

（会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、 

磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、 

三島町、金山町、昭和村、会津美里町） 
 

〒９６６－０９０１  

喜多方市松山町鳥見山字下天神６番地の３    

ＴＥＬ ０２４１－２４－５７３４ 

ＦＡＸ ０２４１－２４－５７４８   

南会津農林事務所森林林業部   

（下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町） 
 

〒９６７－０００４  

南会津郡南会津町田島 

字根小屋甲４２７７番地の１ 

ＴＥＬ ０２４１－６２－５３７５   

ＦＡＸ ０２４１－６２－５３８７  

 相双農林事務所森林林業部     

（相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村） 
 

〒９７５－００３３  

南相馬市原町区高見町１丁目２７６番地の１ 

ＴＥＬ ０２４４－２６－４３０５   

ＦＡＸ ０２４４－２６－４３０６ 

いわき農林事務所森林林業部 

（いわき市）    
 

〒９７０－８０２６  

いわき市平字梅本１５番地         

ＴＥＬ ０２４６－２４－６１９３   

ＦＡＸ ０２４６－２４－６１７９ 

        

 

 

県北農林事務所森林林業部      

（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、 

国見町、川俣町、大玉村） 
 

〒９６０－８５０２  

福島市南中央３丁目３６番地 

ＴＥＬ ０２４－５３５－０３２３   

ＦＡＸ ０２４－５３６－９５９０ 

 県中農林事務所森林林業部     

（郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、

玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）  
 

〒９６３－８５４０  

郡山市麓山１丁目１番１号 

ＴＥＬ ０２４－９３５－１３６７   

ＦＡＸ ０２４－９３５－１３３７   

県南農林事務所森林林業部 

（白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、 

棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村） 
 

〒９６３－６１２３  

東白川郡棚倉町大字関口字上志宝５０地１  

ＴＥＬ ０２４７－３３－２１２３   

ＦＡＸ ０２４７－３３－６９４９ 

 会津農林事務所森林林業部     

（会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、 

磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、 

三島町、金山町、昭和村、会津美里町） 
 

〒９６６－０９０１  

喜多方市松山町鳥見山字下天神６番地の３    

ＴＥＬ ０２４１－２４－５７３４ 

ＦＡＸ ０２４１－２４－５７４８   

南会津農林事務所森林林業部   

（下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町） 
 

〒９６７－０００４  

南会津郡南会津町田島 

字根小屋甲４２７７番地の１ 

ＴＥＬ ０２４１－６２－５３７５   

ＦＡＸ ０２４１－６２－５３８７  

 相双農林事務所森林林業部     

（相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村） 
 

〒９７５－００３３  

南相馬市原町区高見町１丁目２７６番地の１ 

ＴＥＬ ０２４４－２６－４３０５   

ＦＡＸ ０２４４－２６－４３０６ 

いわき農林事務所森林林業部 

（いわき市）    
 

〒９７０－８０２６  

いわき市平字梅本１５番地         

ＴＥＬ ０２４６－２４－６１９３   

ＦＡＸ ０２４６－２４－６１７９ 

        

 

 

< 福島県内の農林事務所 >  
    
  ※ お近くの農林事務所へ申し込んでください。 


