
　　　第69回全国植樹祭福島県実行委員会 第５回総会資料

平成２８年度事業報告及び収支決算報告について

○　平成２８年度事業報告について

○　第６９回全国植樹祭福島県実行委員会　平成２８年度収支決算報告(写)

議案１ 



　１　実行委員会総会及び幹事会の開催状況

○　平成２８年度事業報告について

◇実行委員会 幹事会 

 基 本 計 画 

◇第２回 
○開催月日：平成２８年６月１日（水） 

○開催場所：ふくしま中町会館 

○出席状況：委員１５名中、１３名出席  

○議事概要   

 【報 告】実行委員会会則等の一部改正について 

 【議案１】平成２７年度事業報告及び収支決算報告について 

 【議案２】平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

 【議案３】大会テーマ(案)について 

 【議案４】大会シンボルマーク(案)について 

 【議案５】お手植え・お手播きの樹種(案)について 

 【議案６】専門委員会の設置(案)について 

◆実行委員会 総会 

◇第３回 
○開催月日：平成２８年 ６月１５日（水） 

○開催場所：杉妻会館 

○出席状況：９１名中、６７名出席〔委員５８名・監事２名・参与７名〕 

○議事概要   

 【報 告】実行委員会会則等の一部改正について 

 【議案１】平成２７年度事業報告及び収支決算報告について 

 【議案２】平成２８年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

 【議案３】大会テーマ(案)について 

 【議案４】大会シンボルマーク(案)について 

 【議案５】お手植え・お手播きの樹種(案)について 

 【議案６】専門委員会の設置(案)について 

◇第４回 
○開催月日：平成２９年１月２７日（金） 

○開催場所：ホテル福島グリーンパレス  

○出席状況：９３名中、６８名出席 

           〔委員５８名・監事１名・参与９名〕  

○議事概要   

 【報 告】実行委員会会則の改正について 

 【議案１】大会ポスター原画（案）について 

 【議案２】第６９回全国植樹祭基本計画（案）について 

◇第３回 
○開催月日：平成２９年１月２４日（火） 

○開催場所：ふくしま中町会館 

○出席状況：委員１５名中、１４名出席  

○議事概要   

 【報 告】実行委員会会則の改正について 

 【議案１】大会ポスター原画（案）について 

 【議案２】第６９回全国植樹祭基本計画（案）について 
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　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〕入賞作品案の決定 

※ 第３回実行委員会総会で大会テーマを決定〔H28.6.15〕 

○応募状況 

 募集期間：H27.12.4～H28.2.19  応募総数：２，２７４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 

※ 第３回実行委員会総会でお手植え樹種・お手播き樹種を決定〔H28.6.15〕 

◇植樹 専門委員会 

◇式典専門委員会 

○専門委員会 

 委員長 天野 和彦〔福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 特任教授〕 

 委 員 弦間 一郎〔ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団 常任理事〕 

 委 員 懸田 弘訓〔福島県文化財保護審議会 委員〕 

 委 員 熊坂 仁美〔株式会社ＳＭＬ 代表取締役〕 

 委 員 根本 直人〔福島県吹奏楽連盟 理事長〕 

○開催状況 

◇ 第１回〔H28.11.28〕 ・式典に係る構成・演出について意見交換 

◇ 第２回〔H29. 1.23〕 ・式典に係る構成・演出（案）の検討 

◇ 第３回〔H29. 3.27〕 ・式典全体の進め方、展開イメージ、演出家の検討 

※ 平成２９年度も式典専門委員会を引き続き実施する。 
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◇大会ポスター原画コンクール審査委員会 

 

○専門委員会 

 委員長 早川 博明〔福島県立美術館長〕 

 委 員 齋藤 勝正〔福島県美術家連盟会長〕 

 委 員 持地 勝博〔福島県教育庁高校教育課指導主事〕 

 委 員 石沢 泰蔵〔福島県教育庁義務教育課指導主事〕 

 委 員 渡邉 裕樹〔福島県森林･林業・緑化協会常務理事〕 

 委 員 松本 秀樹〔福島県農林水産部次長（森林林業担当）〕 

 

○開催状況 

◇ 第１回〔H28. 8. 3〕審査要領の審議、決定など 

◇ 第２回〔H28.10.13〕大会ポスター原画（案）の選定 

※ 第４回実行委員会総会で大会ポスター原画を決定〔H29.1.27〕 
 

 

    

 

    ○大会テーマ・大会シンボルマーク・大会ポスター原画表彰式 
     

        開催月日：平成２９年２月６日（月） 

    開催場所：福島県庁 知事室 

    出 席 者：【最優秀賞受賞者】 

          大会テーマ最優秀賞受賞者     稲田 昭子 

          大会シンボルマーク最優秀賞受賞者 小柴 雅樹 

          大会ポスター原画最優秀賞受賞者  葛西 由佳 

         【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〕 

          副会長 齋藤 卓夫〔福島県森林・林業・緑化協会会長〕 
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３　基本計画の策定

◇第６９回全国植樹祭基本計画 

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

 宿泊・輸送計画等の各部門の考え方を定める『基本計画』を策定した。 

◎基本計画策定までの経過 

 平成29年1月27日 第６９回全国植樹祭福島県実行委員会第４回総会において「第６９ 

          回全国植樹祭基本計画（案）」承認 

 平成29年2月10日 第６８回全国植樹祭特別委員会（公益社団法人国土緑化推進機構主 

          催）において「第６９回全国植樹祭基本計画」決定 

◆基本計画の構成 
 ◆第５章：運営計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 招待計画 

 3. 招待者行動計画 

 4. 受付計画 

 5. 特別接伴計画 

 6. レセプション計画 

 7. 会場おもてなし計画 

 8. 実施本部計画 

 9. 昼食計画 

10. 医療・衛生計画 

11. 消防・防災・警備計画 

12. 雨天時・強風時対応計画 

13. 研修・リハーサル計画 

 

◆第６章：宿泊・輸送計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 宿泊計画 

 3. 輸送計画 

 4. 運行管理体制・緊急時対応 

 5. 道路交通対策 

 6. 視察計画 

 

◆第７章：荒天時計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 荒天時会場 

 3. 参加者規模 

 4. 荒天時運営計画 

 5. 荒天時の切り替え手順 

 

◆第８章：記念事業等計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 記念事業 

 3. 関連事業 
 

◆第９章：広報宣伝・協賛計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 広報宣伝計画 

 3. 協賛計画 

◆第１章：開催概要 

 1. 開催意義 

 2. 福島県における全国植樹祭の開催状況 

 3. 開催理念 

 4. 開催時期 

 5. 主催 

 6. 開催規模 

 7. 開催地概要 

 8. 大会テーマ 

 

 

 9. 大会シンボルマーク 

10. 大会ポスター原画 

 

 

 

 

 

 

◆第２章：式典行事 

 1. 基本的な考え方 

 2. 式典演出計画 

 3. 式典運営計画 

 4. 式典進行プログラム 

 

◆第３章：植樹行事 

 1. 基本的な考え方 

 2. お手植え・お手播き計画 

 3. 代表者記念植樹計画 

 4. 招待者記念植樹計画 

 

◆第４章：会場整備計画 

 1. 基本的な考え方 

 2. 施設配置図・イメージ図（式典会場） 

 3. 主要施設計画 

 4. 飾花計画 

 5. 案内・誘導計画 

 6. 電気・給排水・通信設備計画 

 7. 中継システム計画 
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　４　記念事業等の実施

 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イ・ホームステイ 

 基 本 計 画 

基  本  構  想 

○取組内容 

 県民参加の全国植樹祭を進めるため、大会会場等で使用する苗木を小学校や家庭・職場

で育てていただく「苗木のスクールステイ・ホームステイ」を展開した。 

 

○樹種 

 スクールステイ：クロマツ、アカマツ、ケヤキ、ヤマザクラ等 

 ホームステイ：クロマツ、アカマツ 

 

○取組状況                 （上段：件数／下段：育成本数） 

区分 

地域 

    スクールステイ        ホームステイ(H28)    合 計    

 H27 H28 計 家庭 企業 計 

県 北 
 

８ 
440 

６ 
160 

１４ 
600 

１６ 
480 

  １５ 
1,530 

３１ 
2,010 

     ４５カ所 
    2,610 本 

県 中 
 

１２ 
740 

２ 
60 

１４ 
   800 

１７ 
340 

１３ 
1,530 

３０ 
1,870 

     ４４カ所 
    2,670 本 

県 南 
 

１９ 
880 

４ 
160 

２３ 
1,040 

５ 
180 

１５ 
780 

２０ 
960 

     ４３カ所 
    2,000 本 

会 津 
 

２５ 
660 

３ 
60 

２８ 
720 

７ 
140 

６ 
720 

１３ 
860 

     ４１カ所 
    1,580 本 

南会津 
 

１０ 
400 

３ 
90 

１３ 
490 

２ 
40 

２ 
180 

４ 
220 

     １７カ所 
      710 本 

相 双 
 

２７ 
1,140 

 
 

２７ 
1,140 

  １２ 
360 

３１ 
4,380 

４３ 
4,740 

     ７０カ所 
    5,880 本 

いわき 
 

９ 
360 

３ 
60 

１２ 
420 

１４ 
   360 

８ 
   780 

２２ 
1,140 

     ３４カ所 
    1,560 本 

計 
 

１１０ 
4,620 

２１ 
590 

１３１ 
5,210 

７３ 
1,900 

９０ 
9,900 

１６３ 
11,800 

   ２９４カ所 
   17,010 本 

 

（郡山市立多田野小学校） （相馬市立八幡小学校） 

（苗木のホームステイ・引渡しセレモニー） （家庭での取組状況） 
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２ 森林(もり)とのきずなづくり植樹リレー 

○取組内容 

 全国植樹祭に向けて、県民参加の森林(もり)づくりを進めるため、県内各地域で開催

される植樹活動をリレーでつなぐ「森林(もり)とのきずなづくり植樹リレー」を実施し

た。 

 ゴールは、平成３０年の第６９回全国植樹祭式典会場とする。 

 

○取組状況 

 ８４箇所（５９市町村） 

県産材のマツ、 ヒノキ、ブナ、スギ

で作られています。 

植樹活動の実績として、木製プレー

ト上の植樹活動開催市町村に木ピ

ンを差し、次の植樹活動へ引き継ぐ。 

(ゴール時に森林（もり）に包まれた

福島県のオブジェとなる。) 

（木製プレート） 

（いわき市植樹祭） （ふるさと大好き５９市町村応援プロジェクト） 

（子供たちによる未来の森林(もり)づくり） （木製短冊に森林(もり)づくりへの想いを記入） 
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 基 本 計 画 

基  本  構  想 

３ 森林(もり)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、森林(もり)とのふれあい、楽し

む体験を通じ、森林(もり)づくりへの関心を高め、森林や自然環境及び全国植樹祭の開

催に対する理解を深めた。 

 ◇開催月日：平成２８年８月７日（日） 

 ◇会  場：霊山こどもの村 

 ◇参加人数：１３１名〔小学生８１名・保護者５０名〕・協力員等４９名 

 ◇主  催：福島県 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 伊達市 

 ◇後  援：福島県教育委員会 一般社団法人りょうぜん振興公社 

◇森林(もり)のアロマづくり 

・スギ、ヒノキなど、樹種によ 

 る香りの違いを学びました。 

・植物の精油を用いてオリジナ 

 ルのアロマスプレーを作りま 

 した。 

◇森林(もり)の学習会 

・人々の暮らしを守る海岸防災 

 林の機能やその必要性につい 

 て、オリジナルの紙芝居で学 

 びました。 

・海岸防災林を参加者全員で作 

 るという全国植樹祭の開催に 

 ついて、理解を深めました。 
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５　広報宣伝活動の実施

◎県内外で開催されたイベントにおいて、第69回全国植樹祭開催のＰＲ活動を実施した。 

◇第６９回全国植樹祭 連携イベント  

◎第６９回全国植樹祭開催のＰＲのため、大会内容の最新情報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「第69回全国植樹祭だより『キビタンの森林（もり）』を発

行した。 

 ◇創刊号 平成28年10月発行     ◇第２号 平成29年3月発行 

   

◇広報誌の発行  

◇ふくしま大交流フェア 

・開催場所：東京国際フォーラム 

・開催月日：H28.12.23 

※ブースを設けてＰＲ活動に努めた。 

◎平成28年度の連携イベントにおけるＰＲ活動等の実績は、次ページのとおり。 

◇第４回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：H28.10.23 

・参加人数：約2,000人 

※植樹活動のほか、ブースを設けて 

 ＰＲ活動に努めた。 
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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
平成28年4月7日(金)～
　　平成29年3月31日(金)

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 平成28年4月23日(土)
平成２８年度「緑の募金」街頭キャン
ペーン

福島駅周辺等
（福島市）

福島市緑化推進協会、
（公社）福島県森林・林
業・緑化協会

広報活動

3 平成28年4月29日(金) 春の市民祭り 旭公園（南相馬市） 春の市民まつり実行委員会
広報活動
（ＰＲブース）

4
平成28年5月21日(土)
　　　　　　～22日(日)

ご当地キャラこども夢フェスタinしら
かわ2016

白河市
ご当地キャラこども夢フェ
スタinしらかわ実行委員会

広報活動
（ＰＲブース）

5 平成28年5月29日(日) にじをつなぐ友・有・悠イベント 道の駅「南相馬」
（南相馬市）

相双地方地域再生創造
プロジェクト実行委員会

広報活動

6 平成28年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

震災復興公園（白河市）
白河市緑化推進委員会、
白河市

植樹活動、
広報活動

7 平成28年5月31日(火) 平成２８年度田村地方植樹祭 運動公園（田村市） 田村地方緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

8 平成28年6月8日(水) 第６４回南会津地方植樹祭 久川ふれあい広場
（南会津町伊南）

南会津地方緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

9
平成28年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
農林水産省、福島県、
第11回食育推進全国大会福
島県実行委員会

広報活動
（ＰＲブース）

10 平成28年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、
いわき市

植樹活動、
広報活動
（ＰＲブース）

11 平成28年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

植樹活動、
広報活動

12 平成28年7月21日(木)
子どもたちによる未来の森林(もり)づ
くり

南相馬市原町区雫地内 県相双農林事務所
広報活動
（ＰＲブース）

13 平成28年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、
（公社）福島県森林・林
業・緑化協会

植樹活動、
広報活動

14
平成28年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
（郡山市）

ふくしまからはじめよう。
「食」と「ふるさと」新生
運動推進本部、福島県

広報活動
（ＰＲブース）

15
平成28年9月9日(金)
　　　　　～10日(土)

第１１回農業総合センターまつり
農業総合センター
（郡山市）

農業総合センター 広報活動

16 平成28年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
（須賀川市）

福島空港「空の日」記念事
業実行委員会

広報活動
（ＰＲブース）

17 平成28年10月1日(土) イオンの森植樹 宮城県亘理町 （公財）イオン環境財団
植樹活動、
広報活動
（ＰＲブース）

18 平成28年10月1日(土) とうほう・みんなの森づくり植樹活動 いわき市常磐湯本町 （株）東邦銀行
植樹活動、
広報活動
（ＰＲブース）

19 平成28年10月1日(土) 平成２８年度郡山市植樹祭 東部森林公園
（郡山市）

国土緑化郡山市推進委員会
植樹活動、
広報活動

20 平成28年10月2日(日) ふたばワールド2016　ｉｎ かつらお 葛尾村村民グラウンド
双葉地方広域市町村圏組
合、（一財）福島県電源地
域復興財団、葛尾村

広報活動

◇第69回全国植樹祭 連携イベント〔平成28年度実績〕
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NO. 開催日 イベント名 開催場所 主催者 活動内容

21
平成28年10月15日(土)
　　　　　　～16日(日)

植樹及び育樹活動（富士通） 南相馬市鹿島区 全富士通労働組合連合会
植樹育樹活動、
広報活動

22 平成28年10月20日(木) 第６５回植樹祭　※会津若松市 会津若松市河東
国土緑化会津若松市推進委
員会

植樹活動、
広報活動

23
平成28年10月22日(土)
　　　　　　～23日(日)

第４１回福島県林業祭 福島県林業研究センター
（郡山市）

福島県林業祭実行委員会
広報活動
（ＰＲブース）

24 平成28年10月22日(土)
東芝グループ「150万本森づくり」
東芝の森(福島)第7回植樹活動

福島市松川町 （株）東芝
植樹活動、
広報活動

25 平成28年10月23日(日) 第４回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市内
南相馬市鎮魂復興市民植樹
祭実行委員会

植樹活動、
広報活動
（ＰＲブース）

26 平成28年10月28日(金) きたかた豊かな森林づくり 喜多方市塩川町
喜多方市緑化推進委員会、
喜多方市

植樹活動、
広報活動

27 平成28年11月7日(月) 平成２８年度石川地方植樹祭 玉川村
国土緑化石川地方緑化推進
委員会

植樹活動、
広報活動

28 平成28年11月8日(火) 平成２８年度両沼地方植樹祭 金山町沼沢 両沼地方緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

29 平成28年11月12日(土) 第１４回うつくしま育樹祭 白河市東風の台運動公園
うつくしま育樹祭実行委員
会

育樹活動、
広報活動
（ＰＲブース）

30 平成28年12月4日(月) 第２９回野馬追の里健康マラソン大会 南相馬市
野馬追の里健康マラソン大
会実行委員会

広報活動
（ＰＲブース）

31 平成28年12月23日(金) ふくしま大交流フェア 東京国際フォーラム 県観光交流課
広報活動
（ＰＲブース）

32 平成29年2月18日(土) ＩＷＡＫＩ里山交流フェスタ 小名浜さんかく倉庫
IWAKIふるさと誘致セン
ター、いわき地方振興局

広報活動
（ＰＲブース）
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H28.6.27　第６回会津耶麻郡地方植樹祭　参加人数：９０人 H28.7.21　こどもたちによる未来の森林づくり
参加人数：123人

H28.10.１　平成２８年度郡山市植樹祭　参加人数：258人 H28.10.20　第６５回植樹祭※会津若松市　参加人数：90人

第64回　南会津地方植樹祭　参加人数102人 H28.6.18　第４４回いわき市植樹祭　参加人数：200人

平成２８年度　広報活動実績（イベント数：32件）

①地方植樹活動

H28.5.29　第66回地方植樹祭　しらかわ震災復興記念
植樹祭　　参加人数：170

H28.5.31 第66回地方植樹祭 しらかわ震災復興記念植樹祭  参加人数：170人 

H28.6.8 第64回南会津地方植樹祭 参加人数：102人 H28.6.18 第４４回いわき市植樹祭 参加人数：200人 

H28.10.20 第６５回植樹祭※会津若松市 参加人数：90人 H28.10.１ 平成２８年度郡山市植樹祭 参加人数：258人 

H28.7.21 こどもたちによる未来の森林づくり 参加人数：123人 H28.6.27 第６回会津耶麻地方植樹祭 参加人数：９０人 

H28.5.31 平成28年度田村地方植樹祭 参加人数：170人 
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H28.11.7　平成２８年度石川地方植樹祭　参加人数：150人

②その他森林づくり活動

②その他森林づくり活動

H28.10.23　第4回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭
参加人数：2,000人

H28.10.23 第4回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭  参加人数：2,000人 H28.10.28 きたかた豊かな森林づくり   参加人数：120人 

H28.11.7 平成２８年度石川地方植樹祭 参加人数：150人 H28.11.8 平成２８年度両沼地方植樹祭 参加人数：90人 

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」 参加人数：900人 H28.7.26 緑の少年団森づくり大会 参加人数：200人 

H28.10.1 イオンの森植樹 参加人数：1,000人 H28.10.1 とうほう・みんなの森づくり植樹活動 参加人数：270人 
12



③イベント参加によるPR活動

H28.10.15-16 植樹及び育樹活動（富士通） 参加人数：193人 H28.10.22 東芝グループ「150万本森づくり」東芝の森林（福島）第７回植樹活動  参加人数：144人 

H28.10.22-23 第４１回福島県林業祭 参加人数：6,000人 H28.11.12 第１４回うつくしま育樹祭 参加人数：360人 

H28.4.23 平成２８年度「緑の募金」街頭キャンペーン H28.4.29 市民祭り（南相馬市）  

H28.5.21-22 ご当地キャラこども夢フェスタin白河2016 H28.5.29 にじをつなぐ友・有・悠イベント 
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H28.6.11-12 第１１回食育推進全国大会2016  H28.9.3-4 おいしいふくしまいただきます！フェスティバル

H28.9.9-10 第１１回農業総合センターまつり  H28.9.17 空港公園ふれあいデー及び空の日フェスティバル 

H28.10.2 ふたばワールド2016inかつらお  H28.12.4 第29回野馬追の里健康マラソン大会  

H28.12.23 ふくしま大交流フェア  H29.2.18 IWAKI里山交流フェスタ  
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　◇FMふくしま「キビタンスマイル」
　　　　【H28.4.20  】　【H28.11.11】  【H29.3.30】

②『ふくしまからはじめよう。ゆめだより』
　　【H28.8月号】

③『福島自治』（７０２号）【H28.12月】

④『林業福島』【７月号】

⑤テレビ・ラジオ

　◇FTV「サタふく～ふくしま調査隊～」
　　　【H28.6.25】

　◇TUF「スイッチ！チャレンジ！ふくしま」
　　　【H28.7.28】

平成２８年度　広報媒体実績

①福島民報、福島民友　広告（５段カラー）　　【H28.7.12】
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１　NPO、企業等の植樹活動　（参加団体：8団体　参加人数：913人）

1 H27.6.6 ①相馬地区 植樹活動協定(第1回協定) イオンリテールほか４者 140

2 H28.4.16 ①相馬地区 　　　　　〃　　 (第2回協定) 日本ﾊﾞｰｸ堆肥協会 60

3 H28.5.14 ②鹿島地区 　　　　　〃　　 (第3回協定) 全富士通労連 170

4 H28.5.20 ①相馬地区 　　　　　〃　　 (第2回協定) 東北電力 240

5 H28.10.15 193

6 H29.5.13 110

計 913

２　企業の森林づくり活動　（参加団体：１団体　参加人数：540人）

H26.11.8

H27.5.23

H27.10.31

H28.6.25

H28.8.20

計 540

３　地方植樹祭　（参加団体：１団体　参加人数：430人）

H28.6.18

H29.5.20

計 430

【参考】　県民参加の森林づくり活動

年月日 場所 イベント名 主催
参加人数

（人）

■H24～H29累計：参加団体 18団体、 参加人数 17,242人、植栽面積 9.21ｈａ、 植栽本数 130千本

②鹿島地区 　　　　　〃　　 (第4回協定) 全富士通労連

※ １で使用したクロマツ苗木の一部は（公財）ヤマト福祉財団からの寄贈による

1 ⑨新舞子地区 企業の森林づくり みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 540

1 ⑨新舞子地区 市植樹祭 いわき市 430

◇海岸防災林における森林づくり活動  

東北電力 みずほフィナンシャルグループ 県による復興記念植樹  
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４　地域住民による植樹活動　（参加団体：6団体　参加人数：15,089人）

1 H25.3.23 ⑨新舞子地区 新舞子海岸植樹祭 県 100

2 H25.10.6 ②鹿島地区 第1回鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市 3,000

3 H26.3.22 ②鹿島地区 ふくしまの森復興大会 森林・林業・緑化協会 350

4 H26.7.29 ②鹿島地区 第１回未来の森づくり大会 森林・林業・緑化協会 130

5 H27.3.7 ②鹿島地区 復興祈念植樹式 県 180

6 H27.3.29 ③原町地区 第2回鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市 3,000

7 H28.3.27 ③原町地区 第3回        　〃 南相馬市 2,000

8 H24～H28 ⑨新舞子地区 「苗木forいわき」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
トチギ環境未来基地、いわ
きの森に親しむ会、フクシ
マ環境未来基地

4,139

9 H28.7.21 ③原町地区 子どもたちによる未来の森林づくり 県 190

10 H28.10.23 ③原町地区 第4回鎮魂復興市民植樹祭 南相馬市 2,000

計 15,089

５　県外の支援者による植樹活動　（参加団体：1　参加人数：120人）

1 H28～H29 ②鹿島地区 復興応援職員記念植樹式 県 120

計 120

６　県議会による植樹活動　（参加団体：１団体　参加人数：150人）

1 H27.8.22 ③原町地区 県議会林活議員連盟の森植樹式 県議会林活議員連盟 150

計 150

　（森林整備活動、竹林整備、作業歩道の整備、薪割り、木工クラフト　等）

■Ｈ２７森林（もり）づくりボランティア活動等の実績： 18,080人

県外からの復興応援職員植樹 

東北電力 みずほフィナンシャルグループ 

県議会林活議員連盟植樹  

県による復興記念植樹

南相馬市 鎮魂復興市民植樹  

◇森林整備ボランティア活動参加者（県全体）  
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年度 企業・団体名 種別 企業・団体名 種別

平成27年度 （株）東邦銀行 資金

平成28年度 後藤建設工業（株） 資金 （株）山一緑化土木 資金

東北アクセス（株） 広報 東信建設（株） 資金

（株）シマ商会 資金 （株）共立土建 資金

福島トヨペット（株） 資金及び物品 永島建設（株） 資金

福島トヨタ自動車（株） 資金及び物品 東邦土建工業（株） 資金

タニコー（株） 資金 福島県建築設計協同組合 資金

(公社)ゴルフ緑化促進会 資金 ノオコー建設（株） 資金

富士通（株） 資金 堀江工業（株） 資金

大内新興化学工業（株） 資金 （株）泉田組 資金

(一社)福島県造園建設業協会 資金 常磐開発（株） 資金

東北造園（株） 資金 （株）半澤工務店 資金

（有）東栄技工 資金 （株）日新土建 資金

双葉運輸（株） 資金 (一社)福島県警備業協会 資金

磐城林業協同組合 資金 樫内建設工業（株） 資金

（有）佐藤建業 資金
安積高等学校８５期３年８組　磯
の蔵会

資金

（株）みずほフィナンシャルグ
ループ

資金 （株）環境建設 資金

（有）番場産業 資金 藤田建設工業（株） 資金

（株）鎌田商店 資金 大鳳建設（株） 資金

（株）諸井緑樹園 資金 大沼林産工業（株） 資金

会津坂下町商工会 資金 （株）芝恒 資金

（株）地質基礎 資金 （株）赤羽組 資金

富士工業（株） 資金 矢祭建設（株） 資金

（株）近藤組 資金 川名建設工業（株） 資金

丸三製紙（株） 資金 (一社)福島県採石業協会 資金

福島県港湾空港建設協会 資金 福島県森林土木建設業協会 資金

全日本漁港建設協会福島県支部 資金 会津木材協同組合 資金

　６　企業等への協賛活動

◇協賛金の実績について 

 基 本 計 画 

◎第６９回全国植樹祭の開催に向けて、協賛金の募集活動を行った結果、平成２８年度
においては計１０３件の協賛の申し出をいただいた（詳細下表のとおり）。 
  

○ 協賛企業一覧（H28年度末まで） 

○　H２８年度協賛実績 （単位：件）

協賛区分

進捗状況

入金（納品）済 80 5 85

申込済 3 15 18

H28度申出計 83 20 103

協　賛　金 物品・役務 計

18



菅野建設工業（株） 資金 マルト建設（株） 資金

関場建設（株） 資金 庄司建設工業（株） 資金

下郷町商工会 資金 東北建設（株） 資金

稲本 太一郎 資金 福島県林業会議 資金

（株）福田組 資金 福島県林業経営者協会 資金

(一社)福島県地質調査業協会 資金 福島県きのこ振興協議会 資金

（株）中山組 資金 （株）青葉造園土木 資金

会津土建（株） 資金
(公財)ふくしまフォレスト・エ
コ・ライフ財団

資金

佐久間建設工業（株） 資金 （株）野馬追の里 資金

（株）海老名建設 資金 （有）アルパイン 資金

（株）高橋建設 資金 柳津測量設計（株） 資金

三立土建（株） 資金 （株）平和物産 物品

伊藤冷機工業（株） 資金 荒川産業（株） 物品

深谷建設（株） 資金 福浜大一建設（株） 資金

双葉グリーン土木（株） 資金 三菱電機（株） 資金

東北電力（株）福島支店 資金

申請済み
(手続き中)

（株）ダイユーエイト 物品
林業・木材製造業労働災害防止協
会福島県支部

物品

農林中央金庫(※H28) 物品 福島県森林組合長会議 物品

（株）大東銀行 物品 （株）菊池製作所 資金

（株）福島銀行 物品 (公社)福島県トラック協会 資金

(公財)福島県森林・林業・緑化協
会

物品 農林中央金庫(※H29) 物品

福島県森林組合連合会 物品 相馬地方森林組合 物品

福島県木材協同組合連合会 物品
ヤフー・キリン「絆プロジェク
ト」

資金

福島県農林種苗農業協同組合 物品 JA福島中央会 物品

(一財)福島県林業会館 物品
地産地消運動促進ふくしま共同組
合協議会

物品

平成28年度
(続き)
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