
　　　第69回全国植樹祭福島県実行委員会 第６回総会資料

【議案２】
平成２９年度事業報告及び収支決算見込み（案）について

○　平成２９年度事業報告について（平成２９年１２月３１日現在）

○　第６９回全国植樹祭福島県実行委員会　平成２９年度収支決算見込み

資料４



○　平成２９年度事業報告について

　１　実行委員会総会及び幹事会の開催状況

◇実行委員会 幹事会

◇第４回
○開催月日：平成２９年５月２４日（水）

○開催場所：ふくしま中町会館

○出席状況：委員１５名中、１２名出席

○議事概要

【報告１】平成２８年度第６９回全国植樹祭福島県実行委員会補正予算

の専決処分について

【報告２】第６９回全国植樹祭福島県実行委員会会則一部改正

の専決処分について

【議案１】平成２８年度事業報告及び収支決算報告について

【議案２】平成２９年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

◆実行委員会 総会

◇第５回
○開催月日：平成２９年 ６月 ６日（火）

○開催場所：コラッセふくしま

○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１】平成２８年度第６９回全国植樹祭福島県実行委員会補正予算

の専決処分について

【報告２】第６９回全国植樹祭福島県実行委員会会則一部改正

の専決処分について

【議案１】平成２８年度事業報告及び収支決算報告について

【議案２】平成２９年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

◇第５回
○開催月日：平成２９年１２月４日（月）

○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：第６９回全国植樹祭の式典の内容について

◇第６回
○開催月日：平成３０年１月１１日（木）

○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１】平成２９年度第６９回全国植樹祭福島県実行委員会予算流用

の専決処分について

【報告２】第６９回全国植樹祭の式典概要について

【議案１】第６９回全国植樹祭実施計画(案)について

【議案２】平成２９年度事業報告及び収支決算見込み（案）について

【議案３】平成３０年事業計画（案）及び収支予算見込み（案）

について
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　２　専門委員会の開催状況

◇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 常務理事〕

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 副会長〕

○開催状況

◇第４回〔H29. 6.15〕 ・式典進行案、メインアトラクションシナリオの検討

◇第５回〔H29.11.28〕 ・式典内容、プロローグ映像の検討
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３　実施計画の策定

◆実施計画の構成

◇第６９回全国植樹祭実施計画

◎平成２８年度に策定した「基本計画」をもとに、式典行事、植樹行事、運営など各部門

の具体的な内容を定める「実施計画」を策定する。

◆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. 大会コンセプト

5. 大会テーマ

6. シンボルマーク

7. 大会ポスター原画

8. 大会テーマソング

9. 開催日

10. 主催

11. 開催規模

12. 開催地概要

◆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

5. 式典演出イメージ

6. 式典進行計画

7. 音響・映像システム計画

8. 式典演出準備スケジュール

◆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

5. 植樹要領

6. 植樹会場整備計画

◆第４章：会場整備計画

1. 基本的な考え方

2. 施設配置計画

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

◆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. 作品御覧・レセプション計画

7. 会場内動線計画

8. 会場おもてなし計画

9. サテライト会場・ＰＲ会場計画

10. 昼食計画

11. 医療・衛生計画

12. 消防・防災・警備計画

13. 実施本部計画

14. 研修・リハーサル計画

15. 雨天時・強風時対応計画

◆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. 会場

3. 参加者一覧

4. 荒天時運営計画

◆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

◎今後の予定

平成30年1月22日 第６９回全国植樹祭福島県実行委員会第６回総会において「第６９

回全国植樹祭実施計画（案）」承認予定

平成30年2月 2日 第６９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回全国植樹祭実施計画」決定予定
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　４　記念事業等の実施

基 本 計 画

基 本 構 想

１ 大会１年前記念イベント

基 本 構 想

◎第６９回全国植樹祭の大会１年前を記念し、木製地球儀のお披露目、参加者による記

念植樹、木工工作体験等を行い、森林や自然環境及び全国植樹祭の開催に対する理解

を深めるとともに、大会開催への機運を高めた。

◇開催月日：平成29年6月11日（日）

◇会 場：霊山こどもの村

◇参加人数：約2,000名〔福島県内緑の少年団、伊達市内小学生、南相馬市内小学生、

一般来場者、福島県森林林業関係者及び関係団体 他〕

◇主 催：福島県、伊達市、南相馬市、公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会

第69回全国植樹祭福島県実行委員会

◇後 援：福島県教育委員会

記念撮影 全国植樹祭「木製地球儀」のお披露目

緑の少年団による全国植樹祭への想い発表

ステージアトラクション「霊山太鼓」 ステージアトラクション「相馬流山踊り」

植樹活動
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２ 第１５回うつくしま育樹祭 第６９回全国植樹祭２００日前記念イベント

◎県民の皆様に、緑や森林とふれあう大切さを感じていただくために、苗木の寄贈セレ

モニーや植栽木の手入れ、体験・交流イベントを開催した。

◇開催月日：平成29年11月11日（土）

◇会 場：南相馬市原町区雫地区（第69回全国植樹祭会場及び隣接地）

◇参加人数：約1,100名

◇主 催：うつくしま育樹祭実行委員会

◇共 催：第69回全国植樹祭福島県実行委員会

◇育樹活動

①クロマツ植栽地の手入れ

枯れたクロマツの苗木を抜き取り、

新たな苗木を植樹しました。

②広葉樹苗木の手入れ

除草・下草の刈り払いを行いました。

◇体験・交流イベント

・メッセージのぼり旗作製

・全国植樹祭会場の見学

・全国植樹祭で飾る木製プランター

カバーづくり

・丸太切り、薪割り、ふるまい鍋、

木製ストラップづくり ほか

◇苗木の寄贈セレモニー

第68回全国植樹祭富山大会で引き継がれたエノキや、みどりの感謝祭で国土緑化

推進機構から寄贈されたクロマツの苗木を紹介しました。

また、本県の震災からの復興を祈念して行われている「とうほくとっとり・とう

ほくの海岸防災林再生プロジェクト」として、クロマツの苗木700本が鳥取県から

寄贈されました。
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３ 第６９回全国植樹祭ふくしま２０１８カウントダウンスタートセレモニー

○取組内容

第69回全国植樹祭開催まで残り200日の節目となる平成29年11月22日（水）に、

郡山駅において、ＧＲｅｅｅｅＮ書き下ろしの大会テーマソング「福ある島」

の披露、大会までの残日数を表示する「カウントダウンボード」の除幕を実施

した。

カウントダウンスタートセレモニーの様子

３ 第６９回全国植樹祭ふくしま２０１８カウントダウンスタートセレモニー

○カウントダウンボード

の設置状況

福島駅、郡山駅

新白河駅、会津若松駅

いわき駅、会津田島駅

フォレストパークあだたら
（サテライト会場）

南相馬市役所
（南相馬市が別途作製）

GReeeeNからのコメント

南相馬市作製のカウントダウンボード

写真：南相馬市提供
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４ 木製地球儀巡回展示

○取組内容

第69回全国植樹祭の開催機運を盛り上げるため、第68回全国植樹祭富山大会から

引き継いだ、全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」を、県内全市町村において巡回

展示を実施中。

○取組状況

○取組内容

第69回全国植樹祭の開催機運を盛り上げるため、第68回全国植樹祭富山大会から

引き継いだ、全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」を、県内全市町村において巡回

展示している。

○取組状況

４ 木製地球儀巡回展示
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５ 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

ている。

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

平成２９年度実績 ８１箇所（５３市町村）〔平成２９年１２月３１日現在〕

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） （花と緑いっぱいのふるさとづくりプロジェクト）

（南会津地方植樹祭） （木製短冊に森林(もり)づくりへの想いを記入）

６ お手播き種子採取実施状況 8 



福島県林業研究センター内の第２１回全国植樹祭お手播き木から種子を採取した。

マルバシャリンバイ

平成２９年１２月１日種子採取

県指定の天然記念物である南相馬市海老浜のマルバシャリンバイ自生地から種子を採取した。

平成２９年９月２５日、平成２９年１０月１８日種子採取

第２１回全国植樹祭が開催された天鏡台において、お手植え木から種子を採取した。

福島県林業研究センター内のお手播きの森から種子を採取した。

飯豊スギ

平成２９年１０月２５日種子採取

ベニシダレ

平成２９年６月２７日種子採取

三春町中郷小学校の児童が、国の天然記念物である三春の滝ザクラから種子を採取した。

津島マツ

６ お手播き種子採取実施状況
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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。

◇第３号 平成29年7月発行 ◇第４号 平成29年10月発行

◇広報誌の発行

◇おいしいふくしまいただきます！フェスティバル

・開催場所：ビッグパレットふくしま

・開催月日：H29.9.9-10

※ブースを設けてＰＲ活動に努めた。

◎平成29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５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：H29.10.14

・参加人数：約2,300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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1
平成29年4月14日(金)～
　平成30年3月（予定）

花いっぱい県民運動50周年記念
「花と緑いっぱいのふるさとづくりプ
ロジェクト」

県内全市町村
花と緑いっぱいのふるさとづくり
プロジェクト実行委員会

植樹活動 -

2 平成29年4月14日(金) 喜多方さくらまつり記念植樹祭
日中線記念自転車歩行者道
沿線緑地

喜多方市緑化推進委員会、
喜多方市

植樹活動、
広報活動

110

3 平成29年4月15日(土) 第１１回逢瀬公園さくらまつり 逢瀬公園（郡山市） 逢瀬公園さくらまつり実行委員会
広報活動
（ブース設置）

-

4 平成29年4月22日(土) 「緑の募金」街頭キャンペーン 福島駅周辺
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 -

5 平成29年4月29日（土） 第14回春の市民祭り（南相馬市） 旭公園 春の市民まつり実行委員会
広報活動
（ブース設置）

-

6
平成29年5月13日(土)～
14日(日)

第27回森と花の祭典
－「みどりの感謝祭」

日比谷公園
（東京都）

農林水産省・林野庁、
東京都ほか

広報活動
（ブース設置）

-

7 平成29年5月13日(土) 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内 （株）東邦銀行
植樹活動、
広報活動

20

8 平成29年5月13日(土)
全富士通労働組合連合会南相馬市海岸
防災林植樹活動

南相馬市鹿島区南海老地内 全富士通労働組合連合会
植樹活動、
広報活動

160

9 平成29年5月20日（土） 第45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

230

10 平成29年5月21日（日） 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内 （公社）ゴルフ緑化推進会
植樹活動、
広報活動

80

11 平成29年5月25日（木）
第67回地方植樹祭
矢祭町来る里の杜植樹祭

矢祭町来る里の杜
国土緑化東白川地方推進委員会、
矢祭町

植樹活動、
広報活動

110

12 平成29年5月28日（日） 第６８回全国植樹祭 富山県魚津市
富山県、（公社）国土緑化推進機
構

植樹活動、
広報活動

7,410

13 平成29年5月30日（火） 南会津地方植樹祭
養鱒公園いこいの広場
（下郷町）

南会津緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

80

14 平成29年5月30日（火） 東北電力グループ相馬希望の森 相馬市磯部字大洲 東北電力グループ
植樹活動、
広報活動

190

15 平成29年6月3日（土） 福島県素材生産協同組合第２回植樹祭
猪苗代町大字山潟字五万堂
地内

福島県素材生産協同組合
植樹活動、
広報活動

40

16 平成29年6月3日（土） 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内 双葉グリーン土木
植樹活動、
広報活動

40

17 平成29年6月4日（日） 第２９回ふくしま緑の百景歩こう会 福島県福島市飯坂町
福島市、(公社)福島県森林林業緑
化協会、(株)福島民報社

広報活動
（ブース設置）

-

18 平成29年6月11日（日）
第69回全国植樹祭　大会１年前記念イ
ベント

霊山こどもの村
（伊達市）

第69回全国植樹祭福島県実行委員
会、伊達市、南相馬市

植樹活動、
広報活動

2,000

19 平成29年6月11日（日）
「復興支援・さくらの森づくり」植樹
活動

霊山こどもの村
（伊達市）

（公社）ゴルフ緑化促進会
植樹活動、
広報活動

90

20 平成29年6月18日（日）
子どもたちによる未来の森林（もり）
づくり

海岸防災林造成地
（楢葉町）

県相双農林事務所
植樹活動、
広報活動

100

21 平成29年6月29日（木） 学校教育環境向上緑化事業 南相馬市立大甕小学校
（公社）福島県森林・林業・緑化
協会

植樹活動、
広報活動

120

22 平成29年7月1日（土）
ふくしまクールシェア キックオフイ
ベント

ショッピングモールフェス
タ（郡山市）

県環境共生課
広報活動
（ブース設置）

-

23
平成29年7月15日（土）
～
8月27日（日）

大玉村周遊スタンプラリー
フォレストパークあだたら
ほか

（公財）ふくしまフォレスト・エ
コ・ライフ財団

広報活動 -

24 平成29年7月23日（日）
風評払拭・風化防止に向けた県内ＳＡ
での県・市町村等合同ＰＲ活動

南相馬鹿島ＳＡ「セデッカ
かしま」

県広報課
広報活動
（ブース設置）

-

25
平成29年7月27日(木)～
30日（日）

ダンロップ・スリクソン福島オープン
「プロゴルファー・全国植樹祭応援プ
ロジェクト」

グランディ那須白河
ゴルフクラブ（西郷村）

ダンロップスポーツ、福島中央テ
レビ、日本ゴルフツアー機構

広報活動
（ブース設置）

-

◇第69回全国植樹祭 連携イベント〔平成29年度実績〕（平成29年12月末現在）

NO. 開催日 イ　ベ　ン　ト　名 開　催　場　所 主　催　者 活動計画
参加
人数
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NO. 開催日 イ　ベ　ン　ト　名 開　催　場　所 主　催　者 活動計画
参加
人数

26 平成29年7月30日（日） 第４回福島県緑の少年団交流集会
ふくしま県民の森フォレス
トパークあだたら

福島県緑の少年団育成協議会
植樹活動、
広報活動

40

27 平成29年8月4日（金） 県庁子ども参観デー 福島県庁（福島市） 県教育庁
広報活動
(PRグッズ配布)

-

28 平成29年8月5日（土） 環境教育フェスティバル
環境創造センター
（三春町）

県生活環境総務課
広報活動
（ブース設置）

-

29 平成29年8月8日（火） まるごと福島フェア
農業・農村ギャラリー
「ミノーレ」（東京都）

全国農業協同組合中央会、全国森
林組合連合会、全国漁業協同組合
連合会　ほか

広報活動
（ブース設置）

-

30
平成29年9月8日（金）～
9日（土）

第１２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 -

31
平成29年9月9日（土）～
10日（日）

おいしいふくしまいただきます！
フェスティバル2017

ビッグパレットふくしま
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

広報活動
（ブース設置）

-

32
平成29年9月9日（土）～
10日（日）

風とロック芋煮会２０１７ 猪苗代野外音楽堂
風とロック
福島民報社

広報活動
（ブース設置）

-

33 平成29年9月16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
福島空港「空の日」
記念事業実行委員会

広報活動
（ブース設置）

-

34 平成29年9月16日（土） イオン 福島県いわき市植樹 いわき市錦町須賀 （公財）イオン環境財団
植樹活動、
広報活動

700

35 平成29年9月29日（金） 昭和小学校　植樹活動 昭和村立昭和小学校 昭和村
植樹活動、
広報活動

20

36 平成29年9月30日（土） 平成２９年度郡山市植樹祭 郡山市東部森林公園 国土緑化郡山市推進委員会
植樹活動、
広報活動

330

37 平成29年9月30日（土） ふたばワールド2017inとみおか
富岡町立第一小学校・
第一中学校校庭

「ふたばワールド2017」
実行委員会事務局

広報活動
（ブース設置）

-

38 平成29年10月1日（日）
福島ユナイテッドFCサポーティング
マッチ

とうほう・みんなのスタジ
アム

福島県地域政策課
広報活動
（ブース設置）

-

39 平成29年10月1日（日） 「トラックの森づくり事業」植樹会

相馬市磯部字大洲海岸防災
林植樹地内
相馬市赤木　福島県トラッ
ク協会相双支部

（公社）福島県トラック協会
植樹活動、
広報活動

70

40 平成29年10月8日（日）
全富士通労働組合連合会南相馬市海岸
防災林植樹活動

南相馬市鹿島区南海老地内 全富士通労働組合連合会
植樹活動、
広報活動

110

41 平成29年10月13日（金） 第６６回植樹祭 会津若松市河東工業団地 国土緑化会津若松市推進委員会
植樹活動、
広報活動

90

42 平成29年10月14日（土） 平成２９年度県北地方植樹祭 道の駅国見あつかしの郷 伊達郡緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

30

43 平成29年10月14日（土） 第５回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭
南相馬市原町区雫字
南谷地地内

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

2,300

44 平成29年10月14日（土） 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内
（株）ヤクルト本社
福島ヤクルト販売（株）

植樹活動、
広報活動

40

45 平成29年10月20日（金） 第７回会津耶麻地方植樹祭 北塩原村保健センター 会津耶麻地方緑化推進委員会
植樹活動、
広報活動

90

46
平成29年10月21日（土）
～22日（日）

第42回林業祭 福島県林業研究センター 福島県林業祭実行委員会
広報活動
（ブース設置）

4,000

47 平成29年10月28日（土） 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内 林業会議・森林組合合同
植樹活動、
広報活動

80

48 平成29年10月28日（土）
東芝グループ150万本の「森林づく
り」東芝の森（福島）第８回植樹活動

福島市佐原地区 株式会社東芝
植樹活動、
広報活動

140

49 平成29年11月3日（金） 復興あきいち２０１７ 旭公園駅通り あきいち実行委員会
広報活動
（ブース設置）

-

50 平成29年11月5日（火）
第１回ヤマザクラ一万本の里づくり記
念植樹祭

南会津町「山村道場」
南会津町、ヤマザクラ一万本の里
づくり実行委員会

植樹活動、
広報活動

300

12



NO. 開催日 イ　ベ　ン　ト　名 開　催　場　所 主　催　者 活動計画
参加
人数

51 平成29年11月5日（火） 第一回ゴルフ場「森の教室」記念植樹
グランディ那須白河
ゴルフクラブ（西郷村）

白河高原薪の会
植樹活動、
広報活動

40

52 平成29年11月8日（水） 平成29年度両沼地方植樹祭 鶴沼緑地 会津農林事務所
植樹活動、
広報活動

60

53 平成29年11月11日（土） 第15回うつくしま育樹祭 南相馬市原町区雫地内 うつくしま育樹祭実行委員会
植樹活動、
広報活動

1,100

54 平成29年11月11日（土）
平成２９年度教育フォーラム「中学
生・高校生によるビブリオバトル２０
１７福島県大会」

郡山市中央公民館
郡山市公会堂

県教育庁
広報活動
(PRグッズ配布)

-

55
平成29年11月11日(土)～
12日（日）

ふくしまフェスタ
MEGAWEBトヨタ
シティーショーケース１階

（株）アムラックストヨタ
トヨタ自動車（株）

広報活動
（ブース設置）

-

56 平成29年11月12日（日） 弁天山植樹祭 南会津町横町「弁天山」 南会津町横町区
植樹活動、
広報活動

70

57 平成29年11月14日（火） 全国植樹祭支援の森づくり 南相馬市原町区雫地内 福島トヨペット（株）
植樹活動、
広報活動

40

58 平成29年11月19日（日） 第41回全国育樹祭 香川県満濃池森林公園
公益社団法人国土緑化推進機構、
香川県

広報活動
（ブース設置）

-

59 平成29年12月3日（日）
第３０回野馬追の里健康マラソン記念
大会・第１２回ウォーキング大会

野馬追の里健康マラソン
大会実行委員会

南相馬市雲雀ヶ原
陸上競技場

広報活動
（ブース設置）

-

合計 20,430
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平成２９年度　広報活動実績（イベント数：５９件）

①地方植樹活動（その１）

H29.5.20 第４５回いわき市植樹祭 参加人数：230人

H29.6.18 子どもたちによる未来の森林（もり）づくり 参加人数：100人

H29.4.14 喜多方さくらまつり記念植樹祭 参加人数：110人

H29.9.30 平成２９年度郡山市植樹祭 参加人数：330人

H29.10.14 平成２９年度県北地方植樹祭 参加人数：30人H29.10.13 第６６回植樹祭（会津若松市） 参加人数：90人

H29.5.25 第６７回地方植樹祭矢祭町来る里の杜植樹祭 参加人数：110人 H29.5.30 南会津地方植樹祭 参加人数：80人

14



②その他森林づくり活動（その１）

①地方植樹活動（その２）

H29.10.20 第７回耶麻地方植樹祭 参加人数：90人 H29.11.8 平成２９年度両沼地方植樹祭 参加人数：60人

H29.4.14 花いっぱい県民運動５０周年記念

-H30.3月 「花と緑いっぱいのふるさとづくりプロジェクト」

H29.5.13 全国植樹祭支援の森づくり（（株）東邦銀行）

参加人数：20人

H29.5.21 全国植樹祭支援の森づくり（（公社）ゴルフ緑化推進会）

参加人数：80人

H29.6.3 全国植樹祭支援の森づくり（双葉グリーン土木（株））

参加人数：40人H29.5.30 東北電力グループ相馬希望の森 参加人数：190人

H29.5.13 全富士通労働組合連合会南相馬市海岸防災林植樹活動

参加人数：160人
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②その他森林づくり活動（その２）

H29.9.29 昭和小学校 植樹活動 参加人数：20人

H29.9.16 イオン福島県いわき市植樹 植樹活動 参加人数：700人

H29.10.1 「トラックの森づくり事業」植樹会 植樹活動 参加人数：70人

H29.6.3 福島県素材生産協同組合第２回植樹祭 参加人数：40人

H29.6.11 「復興支援・さくらの森づくり」植樹活動 参加人数：90人

H29.7.30 第４回福島県緑の少年団交流集会 参加人数：40人

H29.6.11 第６９回全国植樹祭大会１年前記念イベント 参加人数：2,000人

H29.6.29 学校教育環境向上緑化事業 参加人数：120人
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②その他森林づくり活動（その３）

H29.10.8 全富士通労働組合連合会南相馬市海岸防災林植樹活動

参加人数：110人

H29.10.14 全国植樹祭支援の森づくり（（株）ヤクルト本社・福島ヤクルト販売（株））

参加人数：40人 H29.10.21-22 第４２回林業祭 参加人数：4,000人

H29.10.28 全国植樹祭支援の森づくり（林業会議・森林組合合同）

参加人数：80人

H29.10.28 東芝グループ150万本の「森林づくり」東芝の森（福島）

第８回植樹活動 参加人数：140人

H29.11.5 第１回ヤマザクラ一万本の里づくり記念植樹祭 植樹活動

参加人数：300人 H29.11.5 第一回ゴルフ場「森の教室」記念植樹 参加人数：40人

H29.10.14 第５回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭 参加人数：2,300人
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③イベント参加によるPR活動（その１）

②その他森林づくり活動（その４）

H29.4.15 第１１回逢瀬公園さくらまつり H29.4.22 「緑の募金」街頭キャンペーン

H29.4.29 第１４回春の市民祭り（南相馬市） H29.5.13-14 第２７回森と花の祭典「みどりの感謝祭」

H29.11.12 弁天山植樹祭 参加人数：70人

H29.11.14 全国植樹祭支援の森づくり（福島トヨペット（株））

参加人数：40人

H29.11.11 第１５回うつくしま育樹祭 参加人数：1,100人

18



③イベント参加によるPR活動（その２）

H29.7.1 ふくしまクールシェアキックオフイベント H29.7.15-8.27 大玉村周遊スタンプラリー

H29.7.27-30 ダンロップ・スリクソン福島オープン

「プロゴルファー・全国植樹祭応援プロジェクト」

H29.8.4 県庁子ども参観デー H29.8.5 環境教育フェスティバル

H29.6.4 第２９回ふくしま緑の百景歩こう会

H29.7.23 風評払拭・風化防止に向けた県内SAでの県・市町村等合同PR活動

H29.5.28 第６８回全国植樹祭
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③イベント参加によるPR活動（その３）

H29.8.8 まるごと福島フェア H29.9.8-9 第１２回農業総合センターまつり

H29.9.9-10 おいしいふくしまいただきます！フェスティバル２０１７ H29.9.9-10 風とロック芋煮会２０１７

H29.9.16 空港公園ふれあいデー及び空の日フェスティバル H29.9.30 ふたばワールド２０１７inとみおか

H29.10.1 福島ユナイテッドFCサポーティングマッチ H29.11.3 復興あきいち２０１７

20



③イベント参加によるPR活動（その４）

H29.12.3 第３０回野馬追の里健康マラソン記念大会・第１２回ウォーキング大会

H29.11.19 第４１回全国育樹祭
H29.11.11 平成２９年度教育フォーラム「中学生・高校生による

ビブリオバトル２０１７福島県大会」

21



②福島民報、福島民友「県からのお知らせ」　【H29.5.28】 

③福島民報、福島民友「県からのお知らせ」　【H29.10.29】

平成２９年度　広報媒体実績

＜新聞広報＞

①福島民報、福島民友　広告（５段カラー）　　【H29.5.13】
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

平成２９年 ５月２３日

平成２９年 ６月 ８日

＜テレビ・ラジオ＞

ラジオ福島「農家の皆さんへ」

KFB「Let'sチャレンジふくしま」 

伊達市ケーブルTV

ふくしまFM「キビタンスマイル」

④福島民報【H29.11.9】、福島民友【H29.11.10】　広告（１５段カラー）　　

放　送　日 放　　送　　内　　容

一般参加者公募について

内堀知事へのインタビュー

平成２９年１０月放送分

KFB「Let'sチャレンジふくしま」 

県政広報30秒スポットCM 

県政広報30秒スポットCM 

ふくしまFM「キビタンスマイル」

県政広報30秒スポットCM 

ふくしまFM「RADIO GROOVE」

平成２９年 ６月３０日

平成２９年 ６月放送分

平成２９年１１月 ８日

平成２９年１１月放送分

２００日前記念イベントについて

番　　組　　名

平成２９年 ４月２５日

平成２９年 ５月 ５日

平成２９年 ５月１１日

平成２９年 ５月１２日

平成２９年 ５月１３日

FTV サタふく「福島調査隊」

平成２９年１２月 １日

平成２９年１２月 ２日

FTV サタふく「パブリシティ」

ふくしまFM「キビタンスマイル」

FCT「勝手に笑顔グランプリ」

大会１年前記念イベントについて
ラジオ福島「農家の皆さんへ」

平成２９年 ５月２０日
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⑤『福島の進路』 【11月号】

＜その他広報誌＞
①『林業福島』 【2017年4月号～2018年1月号】    ②『元気ッズ！ふくしま』 【2017年7月号】

　 【2017年9月号】 【2017年12月号】

『元気ッズ！ふくしま』2017年7月号

『林業福島』2017年11月号

③『福島自治』704号 ④『広報みなみそうま』 【7月号】
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○　協賛企業等一覧（平成２９年１２月１５日まで）

年度 番号 企業・団体名 種別 番号 企業・団体名 種別

1 ㈱石覚組 資金 29 保土谷化学工業㈱ 資金

2 藁谷建設㈱ 資金 30 ㈱福建コンサルタント 資金

3 三和工業㈱ 資金 31 国土防災技術㈱福島支店 資金

4 福島県建設業協会相馬支部 資金 32 福島県遊技業協同組合連合会 資金

5 ㈱青山工務店 資金 33 ㈱山川印刷所 資金

6 齋藤忠　様 資金 34 ㈱山川印刷所 物品

7 ㈱ダイユーエイト 物品 35 日東紡績㈱ 資金

8 ＪＡふくしま未来 物品 36 ㈱菊池製作所 資金

9 石川林業建設㈱ 資金 37 富士通アイソテック㈱ 資金

10 ＪＡ福島中央会 物品 38 福島市立岳陽中学校昭和４７年度卒業生同級会 資金

11 地産地消運動促進ふくしま共同組合協議会 物品 39 南会津森林土木協会 資金

12 はなまるガーデン 資金 40 JA福島中央会 資金

13 ㈱高良 資金 41 福島太陽誘電㈱ 資金

14 柳沼建設㈱ 資金 42 伊藤秀二　様 資金

15 ㈱ユアテック福島支社 資金 43 (公財)イオンワンパーセントクラブ 資金

16 相馬地方森林土木建設業協会 資金 44 田川義宣　様 資金

17 ㈱けいかく 資金 45 日創プロニティ㈱福島工場 資金

18 相馬エネルギーサポート㈱ 資金 46 日本工機㈱白河製造所 資金

19 福島県建設業協会双葉支部 資金 47 福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 資金

20 福島県プロゴルフ会 資金 48 桃井栄一　様 資金

21 福島県土地改良事業団体連合会 資金 49 朝田木材産業㈱ 資金

22 ㈱ゼンリン 資金 50 アース建設㈱ 資金

23 ㈱ヤクルト本社 資金 51 ㈱三本杉ジオテック 資金

24 県北林業ＯＢ会 資金 52 日本ドライケミカル㈱福島製造部 資金

25 相馬エネルギーパーク(同) 資金 53 若松ガス㈱ 資金

26 相馬共同火力発電㈱ 資金 54 丸栄コンクリート工業㈱仙台支店郡山営業所 資金

27 田中建設㈱ 資金 55 ㈲平子商店 資金

28 横山建設㈱ 資金 56 ㈱みずほフィナンシャルグループ 資金

　６　企業等への協賛活動

平成29年度
入金(納品)済

○　平成２９年度協賛実績（平成２９年１２月１５日現在）
（単位：件）

　　　　　　　　　　協賛区分
進捗状況

協　　賛　　金 物品・役務 計

入金（納品）済 142 6 148

申　　込　　済 29 5 34

平成２９年１２月１５日現在
申出計

171 11 182

◇協賛金の実績について

◎第６９回全国植樹祭の開催に向け、協賛金の募集活動を行っている。今年度において
は、１２月１５日時点で計１８２件の協賛の申し出(うち５件は平成３０年度に入金予
定)を頂いている(詳細下表のとおり)。

25



年度 番号 企業・団体名 種別 番号 企業・団体名 種別

57 ㈱デンソー福島 資金 99 ㈱アバールデータ 資金

58 信越半導体㈱ 資金 100 ＪＦＥエンジニアリング㈱福島復興再生支店 資金

59 信越ポリマー㈱ 資金 101 ㈱ふたば 資金

60 アジア航測㈱福島支店 資金 102 福島サンケン㈱ 資金

61 信越化学工業㈱ 資金 103 藤寿産業㈱ 資金

62 ㈱船橋コンサルタント 資金 104 ㈱住田光学ガラス 資金

63 (公財)福島県都市公園・緑化協会 資金 105 ㈲協栄精機 資金

64 双葉地方森林土木建設業協会 資金 106 石油資源開発㈱相馬事業所 資金

65 東開工業㈱ 資金 107 共栄㈱ 資金

66 尾形省二公認会計士事務所 資金 108 常磐パッケージ㈱ 資金

67 野村證券㈱福島支店 資金 109 トモト電子工業㈱ 資金

68 ㈱ケットアンドケット 資金 110 丸和精光㈱ 資金

69 福島県法面保護協会 資金 111 北水会福島県支部 資金

70 陸奥テックコンサルタント㈱ 資金 112 ㈱堤製作所 物品

71 応用地質㈱東北支社 資金 113 渡辺エンジニアリング㈱ 資金

72 ㈱佐藤コンサルタント 資金 114 ㈱NESI 資金

73 ㈱ヨコハマモーターセールス 資金 115 ㈱東コンサルタント 資金

74 日本オートマチックマシン㈱ 資金 116 東成イービー東北㈱ 資金

75 日栄地質測量設計㈱ 資金 117 東成エレクトロビーム㈱ 資金

76 日本労働組合総連合会福島県連合会 資金 118 ㈱石川製作所 資金

77 庄建技術㈱ 資金 119 福島県林業ＯＢ会 資金

78 プランニングオフィス　フジタ 資金 120 ㈱ル・プロジェ 資金

79 ㈱グリーン発電会津 資金 121 いわき市森林組合 資金

80 平成二十八年度退職者有志一同 資金 122 玉川エンジニアリング㈱ 資金

81 あぶくま信用金庫 資金 123 信越石英㈱ 資金

82 ㈱松本産業 資金 124 ㈱藤建技術設計センター 資金

83 アルス㈱ 資金 125 ㈱フクイシ 資金

84 国土防災技術㈱ 資金 126 第一生命保険㈱福島支社 資金

85 ㈱丸福織物 資金 127 ㈱三和化学研究所 資金

86 ㈱シグマ 資金 128 ㈱インソース 資金

87 東和金属㈱ 資金 129 ㈱興洋 資金

88 日本精工㈱ 資金 130 (公財)イオン環境財団 資金

89 遠野興産㈱ 資金 131 東洋システム㈱ 資金

90 ㈱小野屋漆器店 資金 132 ㈲トライ金型 資金

91 曙ブレーキ工業㈱ 資金 133 ㈱ハニーズホールディングス 資金

92 ㈱原測 資金 134 会津オリンパス㈱ 資金

93 八千代エンジニヤリング㈱東北支店 資金 135 有機合成薬品工業㈱常磐工場 資金

94 ㈱川俣町農業振興公社 資金 136 ㈱信濃屋 資金

95 日栄工業㈱ 資金 137 ㈱アルティア 資金

96 田崎由子　様 資金 138 堺化学工業㈱ 資金

97 福島県消費者団体連絡協議会 資金 139 ㈱アクーズ会津 資金

98 ＮＯＫ㈱ 資金 140 ㈱ファルテック 資金

平成29年度
入金(納品)済

（続き）
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年度 番号 企業・団体名 種別 番号 企業・団体名 種別

141 岡本工業㈱精密加工事業部塙工場 資金 145 福島県南土建工業㈱ 資金

142 会津電力㈱ 資金 146 福島県信用組合協会 資金

143 さくらゼミ 資金 147 福島県郡山地区木材製材協同組合 資金

144 ふくしま中央森林組合 資金 148 ㈱コーラ 資金

1 双葉地方森林組合 資金 18 カルビー㈱ 資金

2 真名畑林業㈲ 資金 19 ㈱サンライト 資金

3 相馬ガス㈱ 資金 20 福島県信用金庫協会 資金

4 東白川郡森林組合 資金 21 福島大学とげっちょ組～地域活性化サークル～ 資金

5 ㈱パスコ福島支店 資金 22 東北江南㈱ 資金

6 ㈱柏屋 資金 23 ㈱植富士 役務

7 秋山錠剤㈱福島工場 資金 24 白河オリンパス㈱ 資金

8 ㈱互省製作所三春工場 資金 25 ㈱クレハ 資金

9 ㈱香精 資金 26 (公財)イオン環境財団 物品

10 北芝電気㈱ 資金 27 富士通㈱ 資金

11 ㈱山二警備保障 資金 28 古河電池㈱ 資金

12 喜多方地区製材協同組合 資金 29 会川鉄工㈱ 資金

13 農林中央金庫 物品 30 ㈱ファルテック 資金

14 (公財)福島県森林・林業・緑化協会 役務 31 ㈱日立パワーデバイス 資金

15 相馬地方森林組合 物品 32 ㈱テクノロード 資金

16 ヤフー・キリン「絆プロジェクト」 資金 33 ㈱日立製作所 資金

17 アサヒグループホールディングス㈱ 資金 34 磐城林業協同組合 資金

（参考：平成28年度までの実績）

年度 番号 企業・団体名 種別 番号 企業・団体名 種別

平成27年度 1 ㈱東邦銀行 資金

平成28年度 1 後藤建設工業㈱ 資金 18 ㈱みずほフィナンシャルグループ 資金

2 東北アクセス㈱ 役務 19 ㈲番場産業 資金

3 ㈱シマ商会 資金 20 ㈱鎌田商店 資金

4 福島トヨペット㈱ 資金 21 ㈱諸井緑樹園 資金

5 福島トヨペット㈱ 物品 22 会津坂下町商工会 資金

6 福島トヨタ自動車㈱ 資金 23 ㈱地質基礎 資金

7 福島トヨタ自動車㈱ 物品 24 富士工業㈱ 資金

8 タニコー㈱ 資金 25 ㈱近藤組 資金

9 (公社)ゴルフ緑化促進会 資金 26 丸三製紙㈱ 資金

10 富士通㈱ 資金 27 福島県港湾空港建設協会 資金

11 大内新興化学工業㈱ 資金 28 全日本漁港建設協会福島県支部 資金

12 (一社)福島県造園建設業協会 資金 29 ㈱山一緑化土木 資金

13 東北造園㈱ 資金 30 東信建設㈱ 資金

14 ㈲東栄技工 資金 31 ㈱共立土建 資金

15 双葉運輸㈱ 資金 32 永島建設㈱ 資金

16 磐城林業協同組合 資金 33 東邦土建工業㈱ 資金

17 ㈲佐藤建業 資金 34 福島県建築設計協同組合 資金

平成29年度
入金(納品)済

（続き）

平成29年度
申込済
(手続き中)
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年度 番号 企業・団体名 種別 番号 企業・団体名 種別

35 ノオコー建設㈱ 資金 61 ㈱中山組 資金

36 堀江工業㈱ 資金 62 会津土建㈱ 資金

37 ㈱泉田組 資金 63 佐久間建設工業㈱ 資金

38 常磐開発㈱ 資金 64 ㈱海老名建設 資金

39 ㈱半澤工務店 資金 65 ㈱高橋建設 資金

40 ㈱日新土建 資金 66 三立土建㈱ 資金

41 (一社)福島県警備業協会 資金 67 伊藤冷機工業㈱ 資金

42 樫内建設工業㈱ 資金 68 深谷建設㈱ 資金

43 安積高等学校８５期３年８組　磯の蔵会 資金 69 双葉グリーン土木㈱ 資金

44 ㈱環境建設 資金 70 東北電力㈱福島支店 資金

45 藤田建設工業㈱ 資金 71 マルト建設㈱ 資金

46 大鳳建設㈱ 資金 72 庄司建設工業㈱ 資金

47 大沼林産工業㈱ 資金 73 東北建設㈱ 資金

48 ㈱芝恒 資金 74 福島県林業会議 資金

49 ㈱赤羽組 資金 75 福島県林業経営者協会 資金

50 矢祭建設㈱ 資金 76 福島県きのこ振興協議会 資金

51 川名建設工業㈱ 資金 77 ㈱青葉造園土木 資金

52 (一社)福島県採石業協会 資金 78 (公財)ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団 資金

53 福島県森林土木建設業協会 資金 79 ㈱野馬追の里 資金

54 会津木材協同組合 資金 80 ㈲アルパイン 資金

55 菅野建設工業㈱ 資金 81 柳津測量設計㈱ 資金

56 関場建設㈱ 資金 82 ㈱平和物産 物品

57 下郷町商工会 資金 83 荒川産業㈱ 物品

58 稲本 太一郎 資金 84 福浜大一建設㈱ 資金

59 ㈱福田組 資金 85 三菱電機㈱ 資金

60 (一社)福島県地質調査業協会 資金

1 農林中央金庫 物品 6 福島県木材協同組合連合会 物品

2 ㈱大東銀行 物品 7 福島県農林種苗農業協同組合 物品

3 ㈱福島銀行 物品 8 (一財)福島県林業会館 物品

4 (公財)福島県森林・林業・緑化協会 物品 9 林業・木材製造業労働災害防止協会福島県支部 物品

5 福島県森林組合連合会 物品 10 福島県森林組合長会議 物品

平成28年度
申込済

(手続き中)

平成28年度
（続き）
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第６９回全国植樹祭福島県実行委員会
平成２９年度収支決算見込み（案）

＜収入＞

（単位：円）

区分 当初予算額 補正額 最終予算額(Ａ) 決算見込額(Ｂ) 差引(Ｂ－Ａ) 摘要

負担金 219,147,000 0 219,147,000 219,147,000 0 福島県（全国植樹祭準備事業）

協賛金 50,000,000 0 50,000,000 94,372,000 44,372,000 相馬地方森林組合　等

前年度繰越 55,170,965 0 55,170,965 55,170,965 0

その他諸収入 1,035 0 1,035 609 ▲ 426 預金利子等

（合計） 324,319,000 0 324,319,000 368,690,574 44,371,574

＜支出＞

（単位：円）

区分 当初予算額 流用額 最終予算額(Ａ) 決算見込額(Ｂ) 差引(Ｂ－Ａ) 摘要

報償費 356,000 0 356,000 72,400 ▲ 283,600 専門委員会委員謝金等

旅費 340,000 0 340,000 191,120 ▲ 148,880 専門委員会委員旅費

需用費 57,038,000 ▲ 12,697,000 44,341,000 28,191,812 ▲ 16,149,188 木製椅子の製作、ＰＲ物品等

役務費 9,705,000 0 9,705,000 9,694,829 ▲ 10,171 新聞広告費、通信運搬経費

委託料 219,018,000 12,697,000 231,715,000 87,272,028 ▲ 144,442,972 実施計画策定業務、式典等準備委託等

使用料及び賃借料 862,000 0 862,000 593,265 ▲ 268,735 会場使用料

交付金 37,000,000 0 37,000,000 24,260,000 ▲ 12,740,000 全国植樹祭協賛金活用事業（緑化協会）

（合計） 324,319,000 0 324,319,000 150,275,454 ▲ 174,043,546

収入見込額 368,690,574

支出見込額 150,275,454

次年度繰越見込額 218,415,120
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