
 

 

公益財団法人日本さくらの会 

平成 27年度 事業報告書 

 

自 平成 27年 4月 1 日 

  至 平成 28年 3月 31日 

 

【公益事業 １】                                             

(ア) 宝くじ桜寄贈事業                                       

本事業は一般財団法人日本宝くじ協会の「自治宝くじの社会貢献広報事業」による助成を得て実施して

いる桜若木等を寄贈する事業です。 

平成 27年度も 44道府県（216ヶ所）から 25,860本の寄贈申請があり、下記の 196ヶ所に合計 23,000

本の寄贈を決定、28 年 2 月上旬までに、事業表示石碑 196 基、品種表示板 4,600 枚と共に寄贈しまし

た。 

 

平成 27年度「宝くじ桜」寄贈事業（植栽地および数量） 

 

都道府県名 市町村名 植栽地名 本数 都道府県名 市町村名 植栽地名 本数

1 北海道 長万部町 苗畑跡地 100 21 山形県 飯豊町 八幡山桜の森 70

2 北海道 別海町 中西別地区国道243号線沿い 450 22 福島県 郡山市 湖南町舘地内ほか 50

3 北海道 天塩町 民安ダム 200 23 福島県 須賀川市 いわせ悠久の里施設周辺 220

4 北海道 旭川市 石川山林 250 24 福島県 鮫川村 戸倉の里 80

5 北海道 旭川市 旭山公園 50 25 福島県 国見町 桐目木山 60

6 北海道 浦河町 日高幌別さけ・ますふ化場 50 26 福島県 鮫川村 鹿角平観光牧場 100

7 北海道 美幌町 みどりの村森林公園 50 27 福島県 福島市 飯坂温泉花ももの里 70

8 青森県 七戸町 わんだむらんど 100 28 福島県 福島市 弁天山桜並木路 100

9 岩手県 洋野町 おおのキャンパス 55 29 福島県 西郷村 花野華 1030

10 岩手県 山田町 瑞然寺裏山付近 50 30 福島県 川内村 いわなの郷ほか 100

11 岩手県 岩泉町 小本地区内 150 31 福島県 郡山市 いこいの森 100

12 岩手県 釜石市 和山牧場 270 32 茨城県 常総市 十一面山 100

13 宮城県 柴田町 船岡城址公園ほか 110 33 栃木県 鹿沼市 千手山公園 50

14 宮城県 丸森町 鳥内 80 34 栃木県 益子町 益子城内地区円道寺池周辺 50

15 宮城県 丸森町 百目木山 70 35 栃木県 芳賀町 唐桶溜 85

16 宮城県 七ケ宿町 西山学院高等学校 100 36 栃木県 大田原市 黒羽城址公園 50

17 宮城県 気仙沼市 亀山自然公園ほか 200 37 栃木県 那須町 高久丙地内 200

18 宮城県 南三陸町 志津川蛇王地内 100 38 群馬県 南牧村 千原公園 80

19 宮城県 気仙沼市 災害復興住宅建設現場付近 50 39 群馬県 昭和村 結婚の森 100

20 宮城県 仙台市 仙台環境開発㈱青野木最終処分場 1000 40 群馬県 川場村 友好の森 200  
 



 

都道府県名 市町村名 植栽地名 本数 都道府県名 市町村名 植栽地名 本数

41 群馬県 川場村 門前寺入地区ほか 200 80 長野県 木島平村 返景の杜 50

42 群馬県 長野原町 川原畑地内ほか 50 81 長野県 長野市 花の里信更センター 50

43 群馬県 高山村 たかやま高原牧場 150 82 岐阜県 輪之内町 中江川 50

44 埼玉県 行田市 酒巻導水路 70 83 岐阜県 下呂市 南飛騨国際健康保養地 50

45 埼玉県 東秩父村 虎山ほか 60 84 岐阜県 白川村 国道156号平瀬バイパス沿道 100

46 埼玉県 嵐山町 野戦場桜堤 50 85 岐阜県 東白川村 主要地方道72号線沿い 100

47 埼玉県 寄居町 牟礼地区里山 70 86 岐阜県 美濃市 市道乙狩・板山線 100

48 千葉県 いすみ市 東漸寺 60 87 愛知県 西尾市 愛知こどもの国 100

49 千葉県 市原市 郡本大堰 50 88 愛知県 新城市 愛知県民の森 70

50 千葉県 木更津市 真里谷地内里山 90 89 愛知県 豊根村 みどり湖周辺 70

51 千葉県 鋸南町 佐久間ダム親水公園周辺地域 100 90 愛知県 豊川市 健康福祉センター　いかまい館 60

52 千葉県 山武市 蓮沼1号排水路敷き 70 91 愛知県 岡崎市 岡崎環状線1-1歩道 50

53 千葉県 南房総市 安馬谷里山 50 92 愛知県 安城市 安城産業文化公園 50

54 千葉県 君津市 九十九谷公園 周辺地域 50 93 三重県 菰野町 菰野富士 50

55 神奈川県 松田町 寄地内 60 94 三重県 志摩市 五郎山 50

56 神奈川県 秦野市 弘法山公園 50 95 三重県 志摩市 創造の森・横山及び横山新道側道 150

57 神奈川県 箱根町 仙石原地内 200 96 三重県 紀宝町 さくら山 115

58 新潟県 阿賀町 妙権様 50 97 三重県 伊勢市 池の浦　さくらの郷 100

59 新潟県 柏崎市 千本八重桜の郷 100 98 滋賀県 甲賀市 信楽高原鐡道 各駅周辺 60

60 新潟県 上越市 青野池堤体周辺ほか 300 99 滋賀県 長浜市 大吉寺林道 60

61 新潟県 津南町 ニュー・グリーンピア津南 1000 100 滋賀県 長浜市 小谷山大獄林道沿線ほか 50

62 富山県 氷見市 五十谷地内 50 101 京都府 京都市 一級河川 三明谷川 100

63 富山県 小矢部市 戸久神社ほか 50 102 京都府 大山崎町 五条本公園ほか 55

64 石川県 七尾市 シキジ山 50 103 京都府 京丹波町 旧東山栗園 50

65 石川県 羽咋市 福水町内里山 55 104 京都府 京丹後市 倉垣桜公園 60

66 石川県 羽咋市 白鷺公園 50 105 大阪府 河南町 白木山公園周辺町有緑地等 50

67 石川県 珠洲市 りふれっしゅ村鉢ケ崎 200 106 大阪府 八尾市 玉租神社 100

68 福井県 大野市 元勝原スキー場 200 107 大阪府 東大阪市 大阪稲荷山動物霊園 95

69 福井県 大野市 旅塚川沿いほか 90 108 大阪府 河内長野市 関西サイクルスポーツセンター 90

70 福井県 あわら市 北潟湖畔公園 50 109 大阪府 泉佐野市 町会駐車場周辺ほか 50

71 福井県 美浜町 嶽山 50 110 大阪府 大阪市 長池公園 50

72 福井県 高浜町 広瀬山自然公園 50 111 大阪府 堺市 大阪堺ボーイズグランド 50

73 福井県 鯖江市 大谷公園 50 112 兵庫県 神戸市 六甲山保久良登山道 70

74 福井県 越前町 生涯学習センター糸生分館及び周辺森林 125 113 兵庫県 神戸市 ヒロコバ丘 95

75 山梨県 甲斐市 茅ヶ岳東部地区広域農道 70 114 兵庫県 加西市 寺師北側山 50

76 山梨県 身延町 国道52号法面の遊歩道脇 50 115 兵庫県 市川町 瀬加山城址 85

77 山梨県 韮崎市 穂見神社奥宮参道 50 116 兵庫県 佐用町 2級河川千種川 100

78 山梨県 甲府市 荒川ダム周辺 250 117 兵庫県 篠山市 加古川水系 四斗谷川 50

79 長野県 池田町 黒沢流域 80 118 兵庫県 多可町 やくしが丘公園 80  

 



 

都道府県名 市町村名 植栽地名 本数 都道府県名 市町村名 植栽地名 本数

119 兵庫県 加西市 中池埋立地 50 158 香川県 観音寺市 魚見山森林公園 50

120 奈良県 桜井市 山の辺の道　桧原神社周辺地区 50 159 香川県 丸亀市 うのい地域南部公園 125

121 奈良県 天理市 富堂池グランド 50 160 香川県 さぬき市 新開公園 50

122 奈良県 王寺町 町道山上東1号線 50 161 香川県 観音寺市 粟井財産区所有山林 50

123 奈良県 野迫川村 鶴姫公園 50 162 香川県 高松市 中山地内里山 50

124 奈良県 奈良市 旧柳生藩陣屋跡　芳徳禅寺 90 163 愛媛県 西条市 高尾城跡登山道 60

125 奈良県 宇陀市 宮奥ダム水辺公園及びダム湖周辺 220 164 高知県 黒潮町 白石続キ山 100

126 奈良県 曽爾村 掛地内里山 50 165 福岡県 添田町 英彦山神宮 250

127 奈良県 十津川村 県道川津高野線 75 166 福岡県 飯塚市 八木山花木園 70

128 奈良県 十津川村 村道風屋内原線 50 167 福岡県 久留米市 久留米森林つつじ公園 50

129 奈良県 十津川村 林道高滝線 50 168 福岡県 みやこ町 みやこ伊良原学園周辺 50

130 奈良県 十津川村 林道小原永井線 75 169 福岡県 朝倉市 寺内ダム上流　旧畜産団地跡地 50

131 和歌山県 岩出市 根来寺五百仏山 100 170 福岡県 飯塚市 八木山展望公園 150

132 和歌山県 古座川町 西川地内 50 171 長崎県 平戸市 釜田川 50

133 和歌山県 橋本市 東谷川両岸 100 172 熊本県 山都町 旧御岳中学校跡地 50

134 和歌山県 印南町 切目川ダム 50 173 熊本県 山都町 旧東竹原小学校及び町道 100

135 島根県 川本町 丸山城史跡周辺 200 174 熊本県 水俣市 湯の鶴温泉上流部 450

136 島根県 隠岐の島町 一之森神社 50 175 大分県 日田市 馬原塚田 185

137 島根県 川本町 中倉地内 50 176 大分県 由布市 男池さくら並木公園 200

138 島根県 松江市 神魂神社 100 177 大分県 津久見市 青江ダム奥山 50

139 岡山県 岡山市 田地子里山 100 178 大分県 由布市 こぶし坂 50

140 岡山県 美作市 三星城跡 60 179 大分県 宇佐市 岳切集落共有地 90

141 岡山県 美作市 塩垂山児童公園周辺 50 180 大分県 豊後高田市 旧香々地町内 220

142 岡山県 美作市 鷺巣地内 50 181 大分県 国東市 両子寺周辺 100

143 岡山県 美作市 城山 65 182 宮崎県 門川町 加草公園墓地 60

144 岡山県 美作市 作東工業団地 100 183 宮崎県 日向市 牧島山 150

145 岡山県 美作市 袴ケ仙 1350 184 宮崎県 宮崎市 八重地区公民館裏ほか 50

146 岡山県 津山市 ウッドパーク声ケ乢ほか 920 185 宮崎県 延岡市 北川町内里山 50

147 広島県 北広島町 小倉の里　市民農園 50 186 鹿児島県 十島村 宝島小中学校ほか 80

148 山口県 周防大島町 嵩山嘉納山遊歩道 200 187 鹿児島県 指宿市 畠久保集落 50

149 山口県 萩市 小川交流センター 50 188 鹿児島県 南さつま市 南薩鉄道跡地 50

150 徳島県 阿南市 みどり台 150 189 鹿児島県 南九州市 霜出げんき館 75

151 徳島県 海陽町 まぜのおかオートキャンプ場 50 190 鹿児島県 南九州市 新牧小学校跡地ほか 80

152 徳島県 海陽町 株式会社 丸本 50 191 鹿児島県 天城町 特別養護老人ホーム 天寿園 70

153 徳島県 板野町 高尾山登山道 100 192 沖縄県 伊平屋村 腰岳林道 150

154 香川県 まんのう町 国営讃岐まんのう公園 80 193 沖縄県 金武町 金武ダム 150

155 香川県 高松市 塩江地内 150 194 沖縄県 渡嘉敷村 森林公園 50

156 香川県 高松市 鬼ケ島さくらの会 75 195 沖縄県 久米島町 球美の島緑化公園 200

157 香川県 高松市 川内原地内 150 196 沖縄県 宮古島市 地盛農村公園 80

合計 196ヶ所 23000
 

 



 

平成 27年度宝くじ桜寄贈事業 －寄贈品種内訳― 

「染井吉野」栃木・埼玉・山梨・静岡・岡山県産・・・・・・  5,473本 （23.80％）   

「関  山」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・  1,472本  （6.40％）   

「普 賢 象」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     323本  （1.41％）   

「鬱  金」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     150本  （0.65％）   

「一  葉」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     145本  （0.63％）   

「山  桜」栃木・埼玉・山梨・静岡・岡山県産・・・・・・  4,955本 （21.54％）   

「大 山 桜」北海道・埼玉・山梨・静岡県産・・・・・・・・  3,115本 （13.54％）    

「寒 緋 桜」埼玉・静岡・沖縄県産・・・・・・・・・・・・   1,045本  （4.54％）    

「大 島 桜」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・    440本  （1.91％）     

「陽    光」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・   1,520本  （6.61％）    

「枝 垂 桜」埼玉・静岡・京都・岡山県産・・・・・・・・・   382本  （1.66％）    

「江戸彼岸」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     55本  （0.24％）    

「そ の 他」埼玉・長野・静岡県産・・・・・・・・・・・・  3,925本 （17.07％）   

合計    23,000本 （100.0％） 

 

(イ) 東日本大震災復興支援事業                                                                                       

  東日本大震災からの復興を個人、法人の協力をいただき、さくらを通しての支援を行うもので、福島県

相馬市内にさくら若木を寄贈しました。 

 

(ウ) さくら植育事業                                                                                                            

「さくら植育アドバイザー」の協力を得て、各地域の条件に適した、植栽、育成、保存について助言、

指導を行いました。また、岐阜県美濃市、佐賀県有田町等にさくら苗木を寄贈致しました。 

 

 

【公益事業 ２】                                            

(ア) 啓発顕彰                                         

第 50回さくら祭り中央大会 

平成 27年 4月 15日（水）に憲政記念館に於いて秋篠宮同妃両殿下をお迎えして開催しました。 

大会では、秋篠宮殿下のお言葉をはじめ内閣総理大臣（代読：世耕官房副長官）、参議院議長、ほか   

本会関係団体の来賓をお迎えして、「さくら功労者」の表彰及び感謝状の贈呈、平成 27年度宝くじ桜

の贈呈式、その後、記念植樹、懇親会を行いました。 

   また、大会に先立ち元ＮＨＫアナウンサーの平野啓子氏に「美しき桜心の物語 瀬戸内寂聴作『しだ  

   れ桜』桜と人の不思議な縁」という演題で記念講演を行って頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 27年度「さくら功労者」名簿 

都道府県知事等の推薦により、桜の植樹、愛護、保存、研究等に功績のある下記の個人 19名、36団体 

を「さくら功労者」として表彰させていただきました。 

都道府県 　市町村 　　　　表　彰　者　名　　　 都道府県 　市町村 　　　　表　彰　者　名　　　

長崎県 佐世保市 させぼ桜の会 新潟県 見附市 玉木　博

佐賀県 伊万里市 浦ノ崎駅桜保存会 神奈川県 鎌倉市 勝元　律子

愛媛県 東温市 髙岡　照海 神奈川県 横浜市 有賀　一郎

愛媛県 久万高原町 中津巨樹名木保存会 神奈川県 座間市 「新生さくら道」の会

愛媛県 松野町 森の国さくらの会 神奈川県 南足柄市 中沼奉仕会

愛媛県 西予市 高山往還桜並木育成委員会 神奈川県 横須賀市 衣笠山の桜を守る会

香川県 高松市 赤松　實 東京都 東久留米市 山本　惠次

香川県 高松市 塩江地区コミュニティ協議会 東京都 江戸川区 篠田堀親水緑道を愛する会

山口県 光市 光市林業研究会 東京都 大田区 南六郷二丁目町会

岡山県 岡山市 菅自治会 東京都 江東区 砂町出逢い桜を守る会

兵庫県 川西市 渓のサクラを守る会 千葉県 松戸市 中沢卓実

大阪府 東大阪市 日下財産区管理会 埼玉県 加須市 加須ライオンズクラブ

大阪府 東大阪市 東大阪市日下自治会 埼玉県 加須市 社団法人　加須青年会議所

三重県 伊賀市 長谷　優磁 埼玉県 さいたま市 大宮公園桜守ボランティア

愛知県 稲沢市 塚本　忠男 埼玉県 日高市 武蔵高萩駅前さくら保存会

愛知県 名古屋市 鬼頭　政勝 茨城県 桜川市 桜川日本花の会

愛知県 安城市 古井・桜林堤環境保全会 福島県 川俣町 駒桜愛護会

愛知県 名古屋市 日本さくらの会・愛知 山形県 東根市 小野　博

岐阜県 下呂市 今井　彦三 山形県 白鷹町 しらたか古典桜の里推進協議会

長野県 飯綱町 袖之山しだれ桜保存会 山形県 長井市 草岡大明神桜保存会

山梨県 北杜市 三枝　基治 山形県 山形市 株式会社　山形新聞社

山梨県 甲府市 ＮＰＯ法人  山梨さくらの会 山形県 山形市 山形放送  株式会社

福井県 越前市 さくらぶ 宮城県 柴田町 平間　春雄

福井県 鯖江市 上河内の文化を考える会 岩手県 久慈市 夏井川堤の景観を創る会

富山県 黒部市 八木　秀治 北海道 釧路市 稲澤　悦子

富山県 高岡市 中川　重男 北海道 札幌市 札幌商工会議所

富山県 砺波市 村上　欣治 ドイツ連邦共和国 自由ハンザ都市ハンブルク 橋丸重光　榮子

ドイツ連邦共和国 自由ハンザ都市ハンブルク 自由ハンザ都市ハンブルク  

 

感謝状受賞者名簿 

永年にわたり、本会を支援していただいた企業に感謝状を贈りました。 

都道府県 　市町村 　　　　表　彰　者　名　　　 都道府県 　市町村 　　　　表　彰　者　名　　　

東京都 渋谷区 ヒロセ電子システム株式会社 兵庫県 神戸市 モロゾフ株式会社

東京都 新宿区 イカリ消毒株式会社 台湾 南投県 九族文化村

東京都 中央区 株式会社藤安
 

 

(イ) さくら保全事業                                        

 各地のさくらを保全する為に技術の提供支援を行いました。また、さくら保全に関する研究、情報の収集

を行いました。 

 



 

(ウ) 機関紙の発行及びホームページの整備                                       

 機関誌「さくら 2015」50周年記念号と機関誌「さくら 2016」を発行し、国内、国外に広く配布し、本会

の活動や各地のさくら名所等の情報を発信しました。 

また、ホームページ等で事業の案内や日本さくらの女王の活動を広報しました。 

 

(エ) さくらに関する相談                                    

 さくらの植栽、手入れ、（病虫害対策、樹勢回復）品種等に関する相談、問い合わせに応えました。 

 

(オ) さくらフォトコンテスト事業                                    

 本事業については諸条件を検討の上、今年度の実施を見送りました。 

 

 

【公益事業 ３】                                           

(ア) 国内交流事業                                                                             

（１）第 25代日本さくらの女王の活動                           

 昨年に引き続き第 25 代日本さくらの女王小西千尋さん、渡邉麻美子さん、2014-15 さくらプリン  

セス 谷 美智子さん、島田那音さんに国際交流や国内さくら祭り等へ出席、活動をして頂きました。 

 

さくら植樹祭、さくら祭りなど全国のさくら行事への参加 

   平成 27年度は下記の行事に、日本さくらの女王、さくらプリンセスや役員が参加しました。 

 

日本さくらの女王活動記録（国内） 

平成 27年 

4月 4日       第 44回常盤平さくら祭り               （於：千葉県・松戸市） 

4月 8日       棲霞園観桜会                     (於：奈良県・奈良市) 

4月 14日     緑の羽根着用キャンペーン                 (於：東京都・内閣総理大臣官邸） 

4月 15日        第 50回さくら祭り中央大会                （於：東京都・千代田区） 

5月 7日～9日        新市誕生 10 周年記念 第 21 回九州国際スリーデーマーチ 2015  (於：熊本県・八代市) 

5月 31日～6月 2日  猪苗代町・大船渡市 2015年日本マレーシア友好親善さくらの記念植樹祭 （於：福島県猪苗代町、岩手県大船渡市） 

6月 10日      ナジック学生情報センターウエルカムパーティ           (於：東京都・東京ドームホテル） 

6月 30日      ナジック学生情報センターウエルカムパーティ           (於：東京都・京王プラザホテル） 

8月 11日      りぶる対談                     （於：東京都・自民党本部） 

9月 7日   イカリ消毒（株）大阪開設 50周年記念式典        （於：大阪府・ホテル阪急インターナショナル） 

9月 11日      大島会長と日本さくらの女王の対談          （於：東京都・衆議院議長公邸） 

10月 9日  平成 27年度都市緑化キャンペーン                （於：東京都・有楽町駅前広場） 

10月 15日～16日  九州国立博物館開館 10周年記念式典 記念植樹式    （於：福岡県・九州国立博物館） 

12月 9日         日本ゆうもあ大賞授賞式                   （於：東京都・千代田区） 

平成 28年 

2月 2日       日本臓器製薬（株）生物活性科学研究所植樹式           （於：兵庫県・加東市） 

 

 

 

 



 

（２）第 26代日本さくらの女王選出大会                          

平成 28年 2月 27日、日本さくらの女王の選出大会をホテルニューオータニで開催しました。最終審

査で 26名が第 1次審査（面接）、第 2次審査（公開）にのぞみ、厳正な審査の結果、第 26代日本さ

くらの女王に増田愛子さん、山下ひまわりさん、2016-17さくらプリンセスに下野侑紀さん、染矢智

美さんが選出されました。審査は、春日 寛評議員（立正大学名誉教授/弁護士）、知識賢治氏（日本

交通（株）代表取締役社長）、中野 了常務理事（（株）東京リアルエステート取締役会長）、蓮實    

久子氏（女王委員会委員長）、原 不二子評議員（（一財）尾崎行雄記念財団理事）の 5名にお願いし

ました。また、選出大会の前日には前夜祭を行いました。 

 

(イ) 国外交流事業                                         

さくらを通じた国際親善、文化交流 

   全米さくらの女王、ハンブルクさくらの王女、ハワイさくらの女王一行と日本さくらの女王との親善

交流など、さくらを通じた国際親善文化交流に努めました。 

 

日本さくらの女王活動記録（国外） 

平成 27年 

4月 4日～13日    全米さくら祭り親善訪問                    （アメリカ・ワシントンＤＣ） 

5月 21日～30日   ハンブルク親善訪問                         (於：ドイツ・ハンブルク） 

5月 29日～6月 8日  2015全米さくらの女王 ノエル・マリー・バーヘルスト嬢 

NCSSシャペロン エイミー アンダ女史 来日応接  

             全米さくらの女王表敬訪問同行 

（秋篠宮妃殿下、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、国土交通大臣、駐日米国

大使、さくら振興議員連盟、(株)ミキモト、(株)全日本空輸㈱、(株)シアターテレ

ビジョン、東京福生ライオンズクラブ、栃木県、東京都） 

6月 5日      全米さくらの女王歓迎会                  （於：東京都・衆議院議長公邸） 

7月 29日      日中友好文化交流事業                   （於：東京都・千代田区） 

10月 16日          第 63 代ハワイさくらの女王、プリンセス・ホノルル日系青年商工会議所一行歓迎会 

                   （於：東京都・ホテルモントレー銀座） 

平成 28年 

1月 15日      小西ベトナム生物技術（有）操業開始記念植樹式        （於：ベトナム・ハノイ） 

 

 

【収益事業】 

収益事業                                              

各種さくらの若木、さくらの盆栽の販売の他、整枝の保護用塗布剤などの販売を行いました。 

また、さくらの海外（モンゴル、ロシア、ベトナム、バングラデシュ）への輸出に際し、さくら苗木 

の供給、輸出時植物検疫検査の受検を受託しました。 

                                                 

【参考】   日本さくらの会賛助会員 （Ｈ28.3.31現在） 

地方自治体：547（34都道府県、3区 221市 289町村）、法人：209、個人：547名 

 

日本さくらの会賛助会員 （Ｈ27.3.31現在） 

地方自治体：567（35都道府県、3区 234市 295町村）、法人：222、個人：702名 


