
◇新たな専門委員会の設置について

【議案 ２】
　平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

 平成２８年度事業計画(案)について

　　１　実行委員会総会及び幹事会

◇実行委員会 総会

　２　専門委員会

◇幹　事　会

◇第２回 

 ○開催月日：平成２８年 ６月 １日(水) 

 ○議事概要 

  ・平成２７年度事業報告及び収支決算報告について 

  ・平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

  ・大会テーマ(案)・大会シンボルマーク(案)・お手植えお手播き樹種(案)について 

  ・専門委員会の設置(案)について 

◇第３回 

 ○開催月日：平成２８年６月１５日(水) 

 ○議事概要 

  ・平成２７年度事業報告及び収支決算報告について 

  ・平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

  ・大会テーマ(案)・大会シンボルマーク(案)・お手植えお手播き樹種(案)について 

  ・専門委員会の設置(案)について 

 次の専門委員会を新たに設置し、大会に向けた検討・準備を進める。 

 

◇大会ポスター原画専門委員会：大会ポスター原画の審査 

◇式 典 行 事 専 門 委 員 会：式典における音楽やアトラクション等の検討 

◇第３回 

 ○開催月日：平成２８年１２月予定 

 ○議事概要：基本計画(案)について 

       大会ポスター原画(案)について 等 

◇第４回 

 ○開催月日：平成２９年１月予定 

 ○議事概要：基本計画(案)について 

       大会ポスター原画(案)について 等 

 第６９回全国植樹祭の開催に向け、基本計画の策定、式典行事の検討などを進める

とともに、広報誌の発行、ＰＲイベントの実施などの普及啓発に取り組み、大会開催

の気運の醸成を図ります。 
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◇福島県森林・林業・緑化協会との連携による活動

◇広報誌の発行

◇基本計画の策定について

◇苗木のスクールステイ

　３　基本計画及び実施計画

◇実施計画策定の着手

　４　企業等への協賛活動

　５　大会の普及啓発

 開催概要（大会テーマ・大会シンボルマーク含む）・植樹行事（お手植え・お手播き樹

種の紹介）を始め、大会運営や会場整備、宿泊輸送等の各部門の考え方を示した「基本

計画」を策定する。 

 ◇策定期間：平成２７年度～２８年度 

 ※実行委員会第４回総会〔29年１月開催予定〕の議事において諮る予定です。 

 基本計画に即して、「実施計画」の策定に着手する。 

 実施計画策定にあたっては、関係機関・団体等と十分に協議して進める。 

 ◇策定期間：平成２８年度～２９年度 

 引き続き、公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会と連携しながら、商工団体や企

業等に向けて、全国植樹祭の開催趣旨の理解を深めるよう、協賛活動を展開する。 

 大会に向け、県内の子どもたちが苗木を育てている活動の様子や、県内の森林づくり

の様々な活動などを紹介する情報誌を創刊する。 

 ◇発行回数：２回程度 

◎大会等で植樹する苗木（主に広葉樹）を小学校で

育てていただき、子どもたちに森林づくりへの関心

を高める。 

 ◇目標：９５校  ※平成２７年度：１０５校 
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◇苗木のホームステイ

◇連携イベント・応援イベントの取組み

◇森と触れ合う交流会

◇県有施設でのＰＲ活動

◇森林とのきずなづくり植樹リレー

◎県民参加の森林づくりを進め、併せて森林づくり

に向けた県民の“想い”をつなぐため、全国植樹祭

までに開催される県内各方部での植樹活動（地方植

樹祭・企業の森・学校行事等）を「植樹リレー」と

して展開する。 

 ゴールは、第６９回全国植樹祭とする。 

◎子どもたちが緑と触れ合う機会を通して、森林づ

くりへの関心を高め、子ども達の豊かな心と健やか

な身体を育むことを目的に、「県内交流会（場所：

伊達市予定）」を実施する。 

 

 県内の各地域で行われる植樹活動を始め、様々なイベントなどにおいて、第６９回全

国植樹祭開催のＰＲ活動を実施する。 

 ◇平成２８年度における連携イベント・応援イベントの予定は、別紙のとおり。 

 県が管理する「ふくしま県民の森」、「福島県昭和の森」、「福島県総合緑化セン

ター」において、１年を通して第６９回全国植樹祭のぼり旗を掲示するとともに、様々

なイベントなどにおいてＰＲ活動を実施する。 

◎一般家庭や企業等において、大会等で植樹する苗木（クロマツ・アカマツ）を育ててい

ただき、県民参加の森林づくりを進める。 

 ◇目標：個人２４０戸・団体１２０団体 
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1 　-
福島民報社創刊１２５周年記念
「５９市町村応援プロジェクト植樹
式」

県内全市町村 福島民報社・各市町村 普及啓発

2 4月29日（金・祝） 第１３回春の市民祭り 旭公園
（南相馬市）

原町商店連合会 ブース設置

3 5月14日(土) 海岸防災林再生植樹活動 南相馬市鹿島区南海老地
区

全富士通労働組合連合会 普及啓発

4 5月21日（土）～22日（日）
ご当地キャラこども夢フェスタin白河
２０１６

白河市小峰通り
（白河市）

白河市 ブース設置

5 5月31日（火）
第６６回地方植樹祭しらかわ震災
復興記念植樹祭

葉ノ木平震災復興記念公
園
（白河市）

白河市緑化推進委員会
国土緑化西白河地方
緑化推進委員会
国土緑化東白川地方
緑化推進委員会

普及啓発

6 5月31日(火) 平成２８年度田村地方植樹祭 田村市運動公園
（田村市）

田村地方緑化推進委員会 普及啓発

7 6月8日(水) 第６４回南会津地方植樹祭 久川ふれあい広場
（南会津町）

南会津地方緑化推進
委員会

普及啓発

8 6月11日（土）～12日（日） 第１１回食育推進全国大会 ビッグパレットふくしま
（郡山市）

県健康増進課 ブース設置

9 6月18日(土) 第４４回いわき市植樹祭 新舞子浜公園
（いわき市）

いわき市緑化推進委員会 ブース設置

10 6月27日(月) 第６回会津耶麻地方植樹祭 びわ沢原森林公園
（猪苗代町）

会津耶麻地方緑化推進
委員会

普及啓発

11 7月26日（火） 緑の少年団森づくり大会 高篠山森林公園
（郡山市）

緑の少年団育成協議会 ブース設置

12 8月6日(土) 森と遊ぶ交流会 霊山こどもの村
（伊達市）

福島県、
(公社)森林・林業・
      緑化協会

ブース設置

13 8月7日(日) 緑の少年団交流大会
霊山こどもの村
（伊達市）

緑の少年団育成協議会 ブース設置

14 9月3日（土）～4日(日)
おいしいふくしまいただきます！
フェスティバル２０１６

ビッグパレットふくしま
（予定）（郡山市）

県農産物流通課 ブース設置

15 9月17日（土）
空港公園ふれあいデー及び空の日
フェスティバル

福島空港公園
（玉川村）

福島空港公園事務所 ブース設置

16 10月上旬（予定） 第１４回うつくしま育樹祭 県南地方 県森林保全課 ブース設置

17 10月（予定） 第４１回福島県林業祭 福島県林業研究センター
（郡山市）

県林業振興課 ブース設置

18 10月（予定） 第４回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市
南相馬市鎮魂復興市民
植樹祭実行委員会

ブース設置

19 秋予定
平成２８年度「花咲く森林づくり」
郡山市植樹祭

郡山市東部森林公園
（郡山市）

国土緑化郡山市推進
委員会

普及啓発

20 秋予定 平成２８年度石川地方植樹祭 未定
国土緑化石川地方推進
委員会

普及啓発

◇第69回全国植樹祭 連携イベント・応援イベント〔平成28年度予定〕

活動計画NO. 開　催　期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　催　場　所 主　催　者　
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活動計画NO. 開　催　期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　催　場　所 主　催　者　

21 秋予定 平成２８年度第６５回植樹祭 会津若松市
国土緑化会津若松市
推進委員会

普及啓発

22 秋予定 平成２８年度両沼地方植樹祭 金山町 両沼地方緑化推進委員会 普及啓発

23 秋予定 平成２８年度きたかた元気な森づくり 喜多方市 喜多方市緑化推進委員会 植樹活動

24 12月23日（金・祝） ふくしま大交流フェア 東京国際フォーラム
（東京都）

県観光交流課 ブース設置
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＜収入の部＞

（単位：円）

区分
今年度
予算額

前年度
予算額

差引 摘要

負担金 47,437,000 10,463,000 36,974,000 福島県（全国植樹祭準備事業）

協賛金 30,000,000 0 30,000,000

前年度繰越 5,903,260 0 5,903,260

その他諸収入 1,740 1,000 740 預金利子等

（合計） 83,342,000 10,464,000 72,878,000

＜支出の部＞

（単位：円）

区分
今年度
予算額

前年度
予算額

差引 摘要

報償費 626,000 795,000 △ 169,000 専門委員会経費等

旅費 264,000 299,000 △ 35,000 　　　　〃

需用費 5,954,000 1,766,000 4,188,000 ＰＲ物品等

役務費 2,962,000 284,000 2,678,000 広告料、通信運搬費

委託料 38,256,000 7,168,000 31,088,000
基本計画・実施計画の策定、次期
開催県映像制作委託等

使用料及び賃借料 280,000 152,000 128,000 会場使用料

交付金 35,000,000 0 35,000,000
協賛・植樹リレーの取組、緑の少
年団の整備のための事業経費

（合計） 83,342,000 10,464,000 72,878,000

平成２８年度収支予算（案）について
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