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平成 30年度事業報告及び収支決算見込について 
 

事業報告 

１ 実行委員会総会及び幹事会の開催状況 

（１）第７回幹事会 

開催日：平成 31年３月（書面による開催） 

議 事：報告１ 平成 29年度事業報告及び収支決算について 

    報告２ 平成 30年度補正予算の専決処分について 

    議案１ 平成 30年度事業報告及び収支決算見込について 

    議案２ 第 69回全国植樹祭福島県実行委員会の解散について 

 （２）第７回総会 

    開催日：平成 31年３月 26日(火) 

    会 場：南相馬市小高生涯学習センター浮舟文化会館 

 

２ 記念事業等の実施 

（１）「木製地球儀」巡回展示 

会 場：浪江町、飯舘村、相馬市、新地町、南相馬市（５市町） 

（２）森林
も り

とのきずなづくり植樹リレー 

会 場：南相馬市、相馬市、二本松市、福島市、中島村、古殿町 

（６市町村６会場） 

  

３ 広報宣伝活動の実施 

（１）広報紙「キビタンの森林
も り

」 

 発行部数：各 35,000部（関係機関等に配布） 

 発 行 日：平成 30年５月１日(火) 直前号 

       平成 30年８月９日(木) 最終号 

 （２）大会開催記念新聞（特集号） 

    発行部数：10,000部（招待者、出演者等に配布） 

    発 行 日：平成 30年６月９日(土) 

※別途、福島民報、福島民友購読者にも配布 

 

４ 企業等の協賛 

（１）平成 30年度実績 

   資金協賛   59件 32,918,000円 

   物品役務協賛 29 件 38,510,200 円（※金額換算） 

      （計） 88件 71,428,200円 

 

 

議案１ 
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（２）協賛実績合計（平成 27年度～30年度） 

   資金協賛   369件 196,451,816円 

   物資役務協賛  41件   53,832,200円（※金額換算） 

     （合計） 410件 250,284,016円 

 

一定額以上の協賛をいただいた団体に対し、内堀会長等から感謝状を贈

呈。 

協賛者名は会場看板や大会プログラム，ホームページ等に掲示。 

 

５ リハーサルの実施 

平成 30年４月 22日(日) 式典リハーサル 

平成 30年５月 13日(日) 総合リハーサル 

平成 30年５月 26日(土) 荒天リハーサル 

平成 30年５月 30日(水) レセプションリハーサル 

平成 30年６月 ９日(土) 前日リハーサル 

 

 

全国植樹祭の開催実績 

１ 作品御覧及びレセプション 

  日時：平成 30年６月９日(土) 17:45～19:00 

  会場：いわき市 スパリゾートハワイアンズ 

  内容： 

①天皇皇后両陛下による作品御覧 

第 69 回全国植樹祭大会ポスター原画コンクー

ル最優秀作品（受賞者１名）、国土緑化運動･育

樹運動ポスター原画コンクール入賞作品（受賞

者６名）の作品御覧及び受賞者へのお声がけ 

②レセプション 

天皇皇后両陛下に主催者、林業関係者等と御懇

談いただくとともに、参加者をふくしまの食と

日本酒でおもてなし（参加者：371名） 

 

２ 本大会 

 （１）式典会場 

   日時：平成 30年６月 10日(日) 13:35～15:40 

    会場：南相馬市原町区雫地内 海岸防災林整備地 
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参加者数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容：（詳細は全国植樹祭記録誌に掲載） 

    ①招待者記念植樹 4.6ha 18種 14,500本 

    ②式典 

     ・プロローグ 

     ・記念式典（ＮＨＫ総合において全国生中継） 

     ・エピローグ 

    ③おもてなし広場ステージイベント、物販等 

（２）サテライト会場 

   日時：平成 30年６月 10日(日) 10:00～16:00 

    会場：大玉村 ふくしま県民の森 

    内容： 

    ①参加者記念植樹 

②大型モニターによる式典中継、大会会場との 

双方向中継 

③ステージイベント、体験コーナー、物販 等 

（３）ＰＲ会場 

    日時：平成 30年６月 10日(日) 

10:30(福島,郡山会場は 11:00)～16:00 

    会場：福島市 福島駅東口駅前広場 

       郡山市 郡山駅西口駅前広場 

       白河市 白河駅前イベント広場 

       会津若松市 会津総合運動公園 

    内容： 

    ①大型モニターによる式典中継 

    ②ステージイベント、物販 等 

 

区分 参加者数 備考 

式

典

会

場 

中央特別招待者 62 駐日大使等を含む 

県外招待者 1,206 主催者推薦、都道府県知事推薦 

県内招待者 3,592 公募県民、市町村長推薦等 

出演者･出展者 

スタッフ 

3,284 ボランティア、協力員、出展団体、

実施本部員等 

（小計） 8,144  

サテライト会場 1,400 （ふくしま県民の森） 

ＰＲ会場 4,761 （福島、郡山、白河、会津若松） 

当日参加者合計 14,305  
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（全国植樹祭に係る天皇皇后両陛下の行幸啓[地方事情御視察]） 

期 間：平成 30年６月９日(土)～11日(月) 

１日目 ＪＲ郡山駅～郡山萌世高校～磐越道小野料金所～復興公営住

宅北好間団地～スパリゾートハワイアンズ（泊） 

２日目 常磐道広野料金所～南相馬市浮舟文化会館～雫集落センター

～全国植樹祭式典～ホテル飛天（泊） 

３日目 相馬市東日本大震災慰霊碑～相馬市水産業共同利用施設～相

馬市役所～霊山防災ステーション～古関裕而記念館～ＪＲ福

島駅 

 内 容：原子力災害避難者との御懇談、震災慰霊碑への御拝礼、 

     本県漁業の復興状況・古関裕而記念館の御視察 

県内歓送迎者数：３０，０６０人（訪問先、沿道合計） 
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本大会開催後の取組 

１ 木製ベンチ、プランターカバー等の利活用 

本大会で使用した木製ベンチ、木製プランターカバー及びプランター飾

花は、県内公共施設等に提供。 

 

２ メモリアル展示の実施 

全国植樹祭の開催意義を広く県民に伝えるため、両陛下が使用されたお

手播き箱やお鍬などの木製品等を展示。 

  平成 30年 11月 13日(火)～平成 31年１月 20日(日) 

          大玉村 フォレストパークあだたら 

  平成 30年 12月 24日(月)～平成 31年２月３日(日) 

南相馬市 南相馬市立博物館 

  平成 31年 １月 22日(火)～２月３日(日) 

会津若松市 福島県立博物館 

  平成 31年 ２月 ４日(月)～ 郡山市 福島県林業研究センター 
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３ メモリアルプレートの作成 

お野立て所の部材を活用したメモリアルプレート

を製作し、苗木のスクールステイ協力校や式典協力校

等に配布。 

 

４ お手播き種子の育成と配布 

天皇陛下がお手播きされた「津島マツ」「飯豊スギ」、

皇后陛下がお手播きされた「ベニシダレ」「マルバシ

ャリンバイ」は、福島県林業研究センターにおいて育

苗中。 

育成した苗木は平成 31年度以降、希望する市町村

に配布するとともに、県林業研究センター内に植栽予定。 

 

５ 植樹した苗木の生育 

植樹会場は海岸防災林として県が保育管理を実施。 

 

 

６ 東日本大震災復興支援への感謝として桜の苗木を送付 

「ベニシダレ」及び「はるか」の苗木を、46 都道

府県及び 48か国の駐日外国公館へ配布。 

 

 

７ 記録誌、記録ＤＶＤの作成 

本大会の意義を後世に伝えるための記録誌及び記録ＤＶＤを 1,100 部作

成し、実行委員会委員ほか出演団体、協力団体、県内市町村等に配布。 

 

８ 御製碑の建立 

天皇陛下が第 69回全国植樹祭でクロマツの苗木をお手植えになったとき

のことを詠まれた御製（和歌）を賜り、御製を記した御製碑をお手植え木

とともに全国植樹祭大会会場跡地に設置し、平成 31 年３月 26 日(火)に除

幕式を開催。 

（御製） 

生ひ立 ちて防 災 林 に育 てよとくろまつを植 う福 島 の地 に 

   （揮毫者） 

村上 皓
こう

南
なん

 氏（福島県文化功労賞受賞者） 
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（後継事業）第１回ふくしま植樹祭 

開催日：平成 30年 11月４日(土) 

場 所：南相馬市鹿島区北海老地内 

主 催：ふくしま植樹祭実行委員会 

参加者：約 3,000名 

第 69 回全国植樹祭の理念を継承するため、「未来につなぐ希望の

森林
も り

づくり」をコンセプトに開催し、クロマツと広葉樹の植樹活動

（27,000本）や木工体験等の交流イベントを通して、県民の皆さんや

福島に心を寄せてくださる多くの方々との共感の輪を広げることが

できた。 

今後も県内各地を会場に継続して開催予定。 
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平成 30年度収支決算見込 

 

１ 中間決算 

    （写） 
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２ 最終決算見込 

【収入の部】                             （単位：円） 

 

 

【支出の部】                                                         （単位：円） 

 

 収入合計 ６４８，２５７，１６１円 

 支出合計 ６４０，１７１，５２７円 

 差引残額   ８，０８５，６３４円 

 

 

（付帯事項） 

１ 平成 30年度収支決算の確定については、監事の最終監査を経て会長に委任する。 

２ 最終決算確定後、書面により各委員等に報告する。 

区分 
最終予算額

(A) 

中間決算額 
[～1/31] 

(B) 

収入見込額 
(2/1～3/31) 

(C) 

最終決算 
見込額 

(B)+(C)=(D) 

差引 
(D)-(A) 

摘要 

負担金 368,225,000 368,225,000 0 368,225,000 0  

協賛金 32,918,000 32,918,000 0 32,918,000 0  

前年度 
繰越 

246,680,711 246,680,711 0 246,680,711 0  

その他 
諸収入 

431,289 432,194 1,256 433,450 2,161 預金利子 

合計 648,255,000 648,255,905 1,256 648,257,161 2,161  

区分 
最終予算額

(A) 

中間決算額 
[～1/31] 

(B) 

執行見込額 
(2/1～3/31) 

(C) 

最終決算 
見込額 

(B)+(C)=(D) 

差引 
(D)-(A) 

摘要 

報償費 0 0 0 0 0  

旅費 110,000 103,170 0 103,170 ▲6,830  

需用費 25,420,000 19,186,491 545,929 19,732,420 ▲5,687,580 育苗資材等
購入 

役務費 459,000 251,100 7,668 258,768 ▲200,232 振込手数料 

委託料 602,779,000 585,086,953 15,925,032 601,011,985 ▲1,767,015 運営委託、
御製碑施工 

使用料及
び賃借料 

565,000 131,196 11,988 143,184 ▲421,816 レンタカー 

交付金 18,922,000 18,922,000 0 18,922,000 0  

合計 648,255,000 623,680,910 16,490,617 640,171,527 ▲8,083,473  


