
　１　実行委員会総会及び幹事会の開催状況

【議案 １】
　平成２７年度事業報告及び収支決算報告について

 平成２７年度事業報告について

◇実行委員会 幹事会 

 基 本 計 画 

◇第１回 
○開催月日：平成２７年１１月１８日（水） 

○開催場所：ふくしま中町会館 

○出席状況：委員１５名中、１５名出席  

○議事概要   

 【報 告】専門委員会の開催状況等・広報活動等の状況 

 【議案１】第６９回全国植樹祭式典会場の配置 

 【議案２】企業等協賛の取扱い 

 【議案３】平成２７年度予算の補正 

◆実行委員会 総会 

◇第１回 
○開催月日：平成２７年 ６月 ５日（金） 

○開催場所：福島グリーンパレス  

○出席状況：９１名中、６８名出席〔委員５５名・監事２名・参与１１名〕 

○議事概要   

 【議案１】第６９回全国植樹祭福島県実行委員会の設立 

 【議題２】平成２７年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

 【議題３】専門委員会の設置 

◇第２回 
○開催月日：平成２７年１１月２４日（金） 

○開催場所：福島グリーンパレス  

○出席状況：９１名中、６３名出席〔委員５５名・監事２名・参与６名〕  

○議事概要   

 【報 告】専門委員会の開催状況等・広報活動等の状況・企業等協賛の取扱い 

 【議案１】第６９回全国植樹祭式典会場の配置 

 【議案２】平成２７年度予算の補正 

1



　２　専門委員会の設置及び開催状況

◇大会テーマ 専門委員会 

○専門委員会 

 委員長 赤坂 憲雄〔県立博物館長〕 

 委 員 田中  聡〔福島県クリエイターズ協会理事長 ※デンヤクリエイティブワークス〕 

  委 員 弦間 一郎〔ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団常務理事〕 

  委 員 和合 亮一〔詩人 ※県立本宮高等学校教諭〕 

  委 員 渡邉 裕樹〔福島県森林・林業・緑化協会常務理事〕 

  委 員 水戸 典明〔県北農林事務所長〕 

○開催状況 

◇第１回〔H27.12. 3〕・募集要領、審査要領を決定 

（第２回〔H28. 4.22〕・事前に予備審査、本審査を実施） 

（第３回〔H28. 5.13〕・入賞作品案の最終決定） 

○応募状況 

 募集期間：H27.12.4～H28.2.19  応募総数：２，２７４点 

◇シンボルマーク 専門委員会 

○専門委員会 

 委員長 早川 博明〔県立美術館長〕 

  委 員 渡邊 晃一〔福島大学人間発達文化学類教授〕 

  委 員 齋藤 勝正〔福島県美術家連盟会長〕 

  委 員 田中  聡〔福島県クリエイターズ協会理事長 ※デンヤクリエイティブワークス〕 

  委 員 渡邉 裕樹〔福島県森林・林業・緑化協会常務理事〕 

  委 員 水戸 典明〔県北農林事務所長〕  

○開催状況 

 ◇第１回〔H27.10.29〕 ・募集要領、審査要領を決定 

 ◇第２回〔H28. 2. 9〕 ・事前に予備審査を行い、本審査を実施 

                       ・入賞作品案の決定 

○応募状況 

 募集期間：H27.10.30～H27.12.25  応募総数：３２４点 

○専門委員会 

 委員長 坂本 知己〔森林総合研究所東北支所地域研究監〕 

 委 員 渡辺 卓治〔福島県農林種苗農業協同組合専務理事〕 

 委 員 遠藤 誠寿〔福島県森林組合連合会 常務理事〕 

 委 員 鈴木 俊行〔日本樹木医会福島県支部事務局長〕 

 委 員 渡邉 裕樹〔福島県森林･林業・緑化協会常務理事〕 

 委 員 須田 俊雄〔福島県林業研究センター副所長〕 

○開催状況 

◇第１回〔H27.12.18〕・選定方針の決定など 

◇第２回〔H28. 3.25〕・樹種の選定作業 

（第３回〔H28. 5.18〕・お手植え樹種案・お手播き樹種案の決定） 

◇植樹 専門委員会 
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３　基本計画の策定について

◆基本計画の構成（案） 
 

 

       ※   は、平成２８年度策定計画  

◇第６９回全国植樹祭 基本計画の策定 

◎平成２６年度に策定した「基本構想」をもとに、開催概要・運営・会場整備・  

 荒天時等の各部門の考え方を反映する『基本計画』の策定に着手した。 

◆第１章：開催概要 

・開催意義・福島県の開催状況・開催理念 

・開催時期・開催規模・主催・開催地概要 

 

 

 

 

◆第２章：式典行事 

・式典演出・運営計画・進行プログラム 

 

 

 

 

 

◆第４章：会場整備計画 

・施設配置・式典会場のイメージ 

・主要施設計画・中継システム計画 

・案内誘導計画・飾花計画 

・電気・給排水・通信設備計画 

 

◆第５章：運営計画 

・招待計画・招待者行動計画・受付計画 

・特別接伴計画・レセプション計画 

・おもてなし会場計画・昼食計画 

・医療衛生計画・消防防災警備計画 

・実施本部計画・研修リハーサル計画 

 

 

 

 

◆第７章：荒天時計画 

・荒天時会場・参加者規模・荒天時運営計画 

 

 

 

 

◆第９章：広報宣伝・協賛計画 

・広報宣伝・協賛計画の考え方 

 

○策定期間 

 平成２７年度～２８年度 

・大会テーマ・大会シンボルマーク 

・大会ポスター原画 

◆第３章：植樹行事 

・お手植え・お手播き計画 

・代表者・招待者記念植樹計画 

◆第６章：宿泊・輸送計画 

・宿泊計画・輸送計画の考え方 

・運行管理体制・視察計画 

◆第８章：記念事業等計画 

・記念事業・関連事業等の内容 
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　４　企業等協賛の取組状況

◇協賛募集等に関する協定締結について 

 基 本 計 画 

◎幅広い御支援を多くの企業等にいただけるよう、第６９回全国植樹祭福島県実行委員

会と公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会との間において、広報や募集に関する協

定を締結した。 

 ◇協定締結式 

 ・協 定 月 日：平成２７年１２月２４日（木） 

 ・締 結 場 所：県庁 本庁舎２階「応接室」 

 ・協定締結者 

  第６９回全国植樹祭福島県実行委員会会長   内堀 雅雄（福島県知事） 

  公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会会長 齋藤 卓夫 

 

◆協賛金の募集活動について 

齋藤 会長   内堀 会長 

◎平成２８年３月、第６９回全国植樹祭福島県実行委員会に対し、初めてとなる協賛金

を東邦銀行から受け入れた。 

◇感謝状の贈呈式贈呈 

・日  時：平成２８年３月３０日(水) 

・場  所：ホテルサンルートプラザ福島 

・出 席 者：株式会社東邦銀行  取締役頭取        北村 清士 

       第６９回全国植樹祭福島県実行委員会会長   内堀 雅雄（福島県知事） 

       公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会会長 齋藤 卓夫 

・協賛内容：５００万円 

  ※株式会社東邦銀行には、大会式典への特別招待枠(５席)を始め、大会会場や公式 

   ホームページ、記録誌等で協賛者名が掲載されるなどの特典を提供します。 

齋藤 会長 内堀 会長 北村 頭取 
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NO. 開催日 イベント名 開催場所 主催者 活動内容

1 4月4日（土）～29日（水） ＤＣ特別企画「花見山のおもてなし」 花見山公園
（福島市）

(一社)福島市観光コンベン
ション協会

広報活動

2 6月2日（火） 平成２７年度南会津地方育樹祭 比良林公園
（只見町）

只見町、只見町緑化推進委
員会、
南会津地方緑化推進委員会

育樹活動

3 6月3日（水）
第６５回地方植樹祭
源流の郷にしごう植樹祭

堀川ダム敷地内
（西郷村）

西郷村、
国土緑化西白河地方推進委員
会、国土緑化東白川地方推進
委員会

植樹活動

4 6月6日（土）～7日(日)
ご当地キャラこども夢フェスタ
inしらかわ２０１５

白河市小峰通り
（白河市）

白河市 ＰＲブース対応

5 8月8日（土） 森と遊ぶ交流会
フォレストパーク
あだたら
（大玉村）

福島県、
（公社）森林・林業・緑化
協会

主催

6 8月22日（土）
森林・林業活性化推進福島県議会議員
連盟の森 植樹式

南相馬市原町区雫地区
森林・林業活性化推進
福島県議会議員連盟

植樹活動

7 9月12日（土）～13日(日)
おいしいふくしまいただきます！
フェスティバル２０１５

ビッグパレットふくしま
（郡山市）

県農産物流通課 ＰＲブース対応

8 9月23日（水・祝） 会津まつり 会津若松市神明通り
（会津若松市）

会津まつり実行委員会 広報活動

9 10月10日（土）
平成２７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）

郡山市、
国土緑化郡山市推進委員会

植樹活動

10 10月17日（土） 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 ＰＲブース対応

11 10月17日（土）～18日(日) 第４０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、
福島県林業祭実行委員会

ＰＲブース対応

12 10月26日（月） 平成２７年度第６４回植樹祭 会津総合運動公園
（会津若松市）

国土緑化会津若松市
推進委員会

植樹活動

13 10月26日（月） 第５回会津耶麻地方植樹祭 にしあいづ花見山
（西会津町）

西会津町、
会津耶麻地方緑化推進委員
会

植樹活動

14 10月26日（月） 平成２７年度両沼地方植樹祭 宮下活性化センター
（三島町）

両沼地方緑化推進委員会 植樹活動

15 10月28日（水）
平成２７年度きたかた豊かな森林
(もり)づくり

山都森林スポーツ公園
（喜多方市）

喜多方市、
喜多方市緑化推進委員会

植樹活動

16 11月7日（土） 第１３回うつくしま育樹祭
いわき市フラワーセン
ター
（いわき市）

うつくしま育樹祭実行委員
会

育樹活動

17 2月27日（土）～28日（日）
第６９回全国植樹祭開催記念
「“もり”がたりシンポジウム」

福島県文化センター
（福島市）、
グランパークホテルパ
ネックスいわき
（いわき市）

県森林保全課 主催

18 3月27日（日） 第３回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市原町区萱浜字
長沼地内

南相馬市鎮魂復興市民植樹
祭実行委員会

ＰＲブース対応

５　広報活動の実施

◇第69回全国植樹祭 連携イベント・応援イベント〔平成27年度実績〕
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◇連携イベント・応援イベント（活動状況） 

 基 本 計 画 

基  本  構  想 

◎本県の豊かな森林を未来へ引き継ぐために行われた県内各地域の植樹活動などにおいて、 

 全国植樹祭開催の意識醸成を図り、併せて大会のＰＲを実施した。 

◇南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 

・開催場所：南相馬市原町区 

・開催月日：H28.3.27 

・参 加 者：約２，０００人 

※植樹活動・ＰＲブース対応 

◇森林・林業活性化推進 

福島県議会議員連盟の森 

植樹祭 

・開催場所：南相馬市原町区 

・開催月日：H27.8.22 

・参 加 者：約１５０人 

※植樹活動 

◇第４０回福島県林業祭 

・開催場所：県林業研究センター 

・開催月日：H27.10.17～18 

・参 加 者：約５，０００人 

※ＰＲブース対応 
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　６　そ の 他〔大会開催に向けた取り組み〕

 基 本 計 画 

基  本  構  想 

○取り組み趣旨 

 第６９回全国植樹祭を契機に、子どもたちの森林づくりへの関心を高め、森林や自然環

境に対する理解を深め、本県の豊かな森林を未来へ引き継ぐため、学校で苗木を育てる

「苗木のスクールステイ」を展開。 

 育てた苗木の一部は、第６９回全国植樹祭において植樹することとし、開催に向けて気

運を盛り上げる。 

 

○実施学校：１０５校 

 

 

１ 苗木のスクールスティ 

 基 本 計 画 

基  本  構  想 

○取り組み趣旨 

 第６９回全国植樹祭を契機に、子どもたちの森林づくりへの関心を高め、森林や自然

環境への理解を深めていただくため、学校で苗木を育てる「苗木のスクールステイ」を

展開した。 

 育てて頂いた苗木は、大会等において植樹する。 

 

○実施学校：１０５校 

 

 

 
 

◇県北地区：８校 

〔福島市〕  岡山小学校・庭坂小学校  〔伊達市〕石田小学校・富成小学校 

〔二本松市〕新殿小学校         〔川俣町〕富田小学校 

〔大玉村〕  玉井小学校・大山小学校 

  

◇県中地区：１２校 

〔郡山市〕安積第二小学校・開成小学校・行徳小学校・多田野小学校・白岩小学校・穂積小学校 

〔田村市〕船引小学校・要田小学校・緑小学校 

〔小野町〕飯豊小学校・浮金小学校 〔天栄村〕牧本小学校 
 

◇県南地区：１４校 

〔白河市〕白河第三小学校・白河第四小学校・五箇小学校・関辺小学校・みさか小学校 

     表郷小学校・信夫第一小学校・信夫第二小学校・大屋小学校・小野田小学校 

     釜子小学校 

〔西郷村〕川谷小学校 〔中島村〕滑津小学校・吉子川小学校 

 

◇会津地区：２５校 

〔会津若松市〕門田小学校・大戸小学校・川南小学校 〔磐梯町〕磐梯第一小学校 

〔猪苗代町〕 翁島小学校・吾妻小学校・緑小学校 〔会津坂下町〕坂下東小学校 

〔喜多方市〕 第一小学校・第二小学校・第三小学校・松山小学校・上三宮小学校・関柴小学校 

       熊倉小学校・豊川小学校・慶徳小学校・加納小学校・熱塩小学校・塩川小学校 

       堂島小学校・姥堂小学校・駒形小学校・山都小学校・高郷小学校 

 

◇南会津地区：１０校 

〔南会津町〕田島小学校・田島第二小学校・伊南小学校・舘岩小学校・荒海小学校・南郷小学校 

      桧沢小学校 

〔下郷町〕 旭田小学校・江川小学校・楢原小学校 

 

◇相双地区：２７校 

〔相馬市〕 大野小学校・山上小学校・玉野小学校・八幡小学校・飯豊小学校・日立木小学校 

〔南相馬市〕原町第一小学校・原町第二小学校・原町第三小学校・高平小学校・大甕小学校 

      太田小学校・石神第一小学校・石神第二小学校・鹿島小学校・八沢小学校 

      上真野小学校・小高小学校・鳩原小学校・金房小学校・福浦小学校 

〔川内村〕 川内小学校 〔大熊町〕熊町小学校・大野小学校 

〔新地町〕 新地小学校・福田小学校・駒ヶ嶺小学校 

 

◇いわき地区：９校 

〔いわき市〕平第一小学校・湯本第三小学校・藤原小学校・泉小学校・渡辺小学校・江名小学校 

      綴小学校・三和小学校・汐見が丘小学校 
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◇伊達市立冨成小学校 

・緑の少年団の５・６年生１５ 

 名がコナラのドングリを播き 

 ました。 

  〔平成27年12月 3日〕 

・よく観察しながら一生懸命に 

 育てています。  

◇下郷町立旭田小学校 

・１年生１４名がコナラ・トチ 

 ノキ・ブナ・カシワのドング  

 リを播きました。 

 〔平成27年11月16日〕 

・それぞれのドングリの違いを 

 よく観察していました。  

◇会津坂下町立坂下東小学校 

・最高学年の６年生６名が責任 

 を持って、コナラ・クヌギの  

 ドングリを播きました。  

 〔平成27年11月11日〕 

・みんなで協力して丁寧に２０ 

 ポット作りました。 

◇大熊町立熊町小学校 

・避難先の会津若松市内の校舎 

 で６年生２２名がコナラ・ク 

 ヌギ・クロマツ等の苗木を育 

 てています。 

・毎日、きちんとお世話をして 

 います。  
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 基 本 計 画 

基  本  構  想 

２ 森と遊ぶ交流会 

 基 本 計 画 

基  本  構  想 

◎緑の少年団員を始めとする次代を担う子どもたちが、「もりの案内人」などの協力員

とともに、森林とのふれあい、楽しむ体験を通じ、森林の大切さの理解を深めた。 

 ◇開催月日：平成２７年８月８日（土） 

 ◇会  場：フォレストパークあだたら 

 ◇参加人数：１７７名〔小学生１０６名・保護者７１名〕・協力員等６２名 

 ◇主  催：福島県 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 

 ◇後  援：福島県教育委員会・大玉村・ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団 

◇ツリークライミング 

・スタッフにロープの使い方を 

 教わり、高い枝まで挑戦 

・ほとんどの子どもたちが木登 

 り初体験でしたが、とても楽し 

 そうでした。 

◇木工クラフト体験 

・木の板を組み合せて、貯金箱  

 づくり。 

・木の枝や種で装飾して、個性 

 豊かな貯金箱が完成。 

9




