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公益財団法人日本さくらの会 

平成 29 年度 事業報告書 

 

自 平成 29年 4月 1 日 

  至 平成 30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」による助成を受けて実施し

ている桜若木等を寄贈する事業です。 

平成 29年度も 44道府県（203ヶ所）から 23,109本の寄贈申請があり、下記の 184ヶ所に合計 22,000

本の寄贈を決定、30 年 2 月上旬までに、事業表示石碑 184 基、品種表示板 4,400 枚と共に寄贈しま   

した。 

 

平成 29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 真狩村 羊蹄山自然公園 50 21 福島県 郡山市 舟津川河川堤防 50

2 北海道 上富良野町 丸一山公園 100 22 福島県 石川町 母畑地区 100

3 北海道 留萌市 神居岩公園 21世紀桜の丘 50 23 福島県 白河市 谷地久保・野地久保古墳 450

4 北海道 旭川市 旭川市森林組合事業センター 50 24 福島県 喜多方市 泡ノ巻公園 50

5 北海道 長万部町 苗畑跡地 100 25 福島県 南会津町 国道352号線沿い山林 500

6 北海道 天塩町 民安ダム 200 26 福島県 南会津町 山村道場広場 500

7 北海道 別海町 国道243号線沿いほか 300 27 福島県 伊達市 梁川町新田字宮崎地内 50

8 北海道 釧路市 柳町公園Ｄ面 80 28 福島県 相馬市 寄木神社 寄木稲荷神社境内 50

9 青森県 七戸町 わんだむらんど周辺 100 29 福島県 西郷村 日本一の花の山 花野華 1,000

10 岩手県 北上市 夏油高原温泉郷 150 30 福島県 いわき市 国道6号線沿い 100

11 岩手県 一関市 願成寺境内 50 31 茨城県 常総市 十一面山 240

12 岩手県 盛岡市 サクラパーク姫神、日戸キャンプ場 120 32 茨城県 神栖市 夢のひろば須田 50

13 岩手県 釜石市 和山牧場 100 33 栃木県 日光市 小百川桜公園 50

14 宮城県 角田市 角田市学校給食センターほか 50 34 栃木県 日光市 日光まなかの森 700

15 宮城県 仙台市 仙台環境開発㈱青野木最終処分場ほか 1,500 35 栃木県 塩谷町 道の駅 湧水の郷しおや 50

16 宮城県 気仙沼市 気仙沼市台地区内 100 36 栃木県 大田原市 高舘公園 50

17 秋田県 五城目町 森山森林公園 60 37 栃木県 鹿沼市 富士山公園 70

18 秋田県 八峰町 御所の台ふれあいパーク 180 38 栃木県 那須町 サロンさくらんぼ 55

19 山形県 山形市 蔵王温泉 115 39 群馬県 渋川市 渋川市総合公園 80

20 山形県 川西町 虚空蔵山 100 40 群馬県 吉岡町 一般県道利根川自転車道沿い 50  
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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 南牧村 小沢地内里山 50 80 長野県 長野市 中段、黒土、のけま 200

42 群馬県 下仁田町 林道奥山六車線の沿道 100 81 長野県 栄村 森旧村営グラウンド 50

43 群馬県 藤岡市 庚申山総合公園ふじの咲く丘拡張区域 50 82 岐阜県 輪之内町 用水路沿い 50

44 埼玉県 川島町 町道1-8号線沿い さくら通り 50 83 岐阜県 下呂市 南飛騨国際健康保養地 50

45 埼玉県 川島町 一級河川 市野川堤防 50 84 岐阜県 下呂市 岐阜県里山林整備事業実施予定箇所 70

46 埼玉県 小鹿野町 長留地内 200 85 岐阜県 関市 稲荷山 200

47 埼玉県 羽生市 中手子林調節池外周 200 86 静岡県 富士宮市 白糸フォッサマグナ森林植物園 150

48 千葉県 鋸南町 佐久間ダム親水公園周辺地域 50 87 愛知県 豊川市 手取山公園 50

49 千葉県 鋸南町 ばんややまざくらの郷 50 88 愛知県 豊根村 三沢高原いこいの里周辺 50

50 千葉県 千葉市 千葉市 　昭和の森 100 89 愛知県 豊田市 松平郷園地 65

51 千葉県 大多喜町 養老渓谷観光センターほか 50 90 愛知県 豊田市 堂貝戸 50

52 千葉県 松戸市 松戸駐屯地 100 91 愛知県 西尾市 矢作川西尾緑地 75

53 東京都 青梅市 霞丘陵ハイキングコース 80 92 愛知県 豊田市 栃本町落、日陰地内 50

54 神奈川県 相模原市 津久井湖城山公園 60 93 愛知県 安城市 半場川沿い 50

55 神奈川県 秦野市 弘法山公園 50 94 三重県 菰野町 菰野富士 80

56 新潟県 上越市 上越市牧区棚広 市道路肩 60 95 三重県 紀北町 始神さくら広場 50

57 新潟県 糸魚川市 徳合公民館裏山 100 96 三重県 紀宝町 さくら山 100

58 新潟県 佐渡市 城ケ平公園 60 97 三重県 志摩市 創造の森・横山南河内地区 100

59 新潟県 津南町 ニュー・グリーンピア津南 1,500 98 滋賀県 長浜市 横山森林公園・名越町里山の森 50

60 新潟県 十日町市 奴奈川キャンパス 50 99 京都府 京丹波町 梅田春日神社 50

61 新潟県 十日町市 当間高原リゾートベルナティオ 50 100 京都府 伊根町 蒲入トンネル出入口付近 50

62 富山県 氷見市 谷屋とびたきふれあいの杜 60 101 京都府 与謝野町 なる滝の森ひろば 50

63 富山県 高岡市 能登半島国定公園 二上山公園 100 102 大阪府 河南町 さくら坂地区 町有緑地等 50

64 福井県 永平寺町 永平寺参ろーど 沿線 50 103 大阪府 富田林市 富田林市農業公園サバーファーム 120

65 福井県 坂井市 久米田神社 50 104 大阪府 東大阪市 大阪稲荷山動物霊園 100

66 福井県 勝山市 三室山 50 105 兵庫県 高砂市 南池山 50

67 福井県 池田市 Tree Picnic Adventure IKEDA 50 106 兵庫県 小野市 きすみの桜公園 50

68 福井県 永平寺町 公立大学法人福井県立大学 50 107 兵庫県 佐用町 東徳久桜公園 190

69 山梨県 甲斐市 茅ヶ岳東部地区広域農道 100 108 兵庫県 洲本市 安乎町平安浦地内 55

70 山梨県 中央市 シルクの里公園大駐車場ほか 50 109 兵庫県 神戸市 六甲山登山道 80

71 山梨県 北杜市 牧場通りほか 100 110 兵庫県 篠山市 大山川 河川堤防 50

72 山梨県 笛吹市 八代ふるさと公園周辺 50 111 奈良県 桜井市 下地区 60

73 山梨県 上野原市 大野眺望台付近 100 112 奈良県 五條市 ふるさと農道 120

74 山梨県 甲府市 竜ケ池貯水池 50 113 奈良県 五條市 HAUZEX株式会社倉庫用敷地 100

75 山梨県 小菅村 大寺山山頂付近 100 114 奈良県 生駒市 鹿ノ台周辺緑地 150

76 山梨県 身延町 富士川クラフトパーク 485 115 奈良県 宇陀市 西谷の里 50

77 山梨県 北杜市 道の駅 南きよさと 75 116 奈良県 下市町 町道 地蔵～田中線/柿選果場周辺 100

78 山梨県 身延町 国道52号線 法面の遊歩道脇 50 117 奈良県 五條市 幻の五新鉄道跡地 70

79 長野県 飯田市 城平公園、廣簱、八幡神社参道 70 118 和歌山県 岩出市 道の駅 ねごろ歴史の丘 50  
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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 和歌山県 紀の川市 東川原地内 90 152 高知県 南国市 白木谷桜の里 50

120 和歌山県 橋本市 橋本市エコパーク紀望の里 100 153 福岡県 飯塚市 鳥羽公園 50

121 島根県 川本市 三原地内里山 50 154 福岡県 みやこ町 こもりくの森公園 200

122 島根県 美郷町 久喜原地内 100 155 福岡県 宇美町 一本松公園 60

123 島根県 吉賀町 西中国山地国定公園 長瀬峡 100 156 佐賀県 唐津市 蕨野の棚田 100

124 島根県 大田市 清水大師寺 100 157 佐賀県 佐賀市 金立公園ほか 150

125 島根県 大田市 清水大師寺周辺 250 158 長崎県 佐世保市 やまずみ荘 50

126 島根県 松江市 大庭空山 100 159 長崎県 長崎市 琴海村松町内山林 100

127 岡山県 津山市 ウッドパーク声ヶ乢 50 160 長崎県 壱岐市 勝本町ふれあいセンター 60

128 岡山県 矢掛町 嵐山公園 120 161 長崎県 西海市 西海市大島大橋公園 50

129 岡山県 新見市 ＨＡＳＵＡＮ　ＰＡＲＫ 150 162 熊本県 高森町 高森峠・高森自然公園 200

130 岡山県 瀬戸内市 黒井山園芸生産組合 75 163 熊本県 産山村 竹の畑原野 200

131 広島県 府中町 揚倉山健康運動公園 50 164 大分県 臼杵市 ワタミの森「臼杵」 70

132 広島県 三原市 桜山公園 100 165 大分県 由布市 小松寮農場 70

133 広島県 三原市 竹の鼻 60 166 宮崎県 三股町 大平公園 200

134 広島県 庄原市 市道井河内竹森線沿いほか 50 167 宮崎県 高千穂町 鳥屋岳悠久の森 50

135 山口県 周防大島町 戸田地内 50 168 宮崎県 高千穂町 四皇ヶ峰 じぞう山つつじ公園 50

136 山口県 山口市 松島、弁天社 80 169 宮崎県 高千穂町 秋元 蔵の平 60

137 徳島県 那賀町 丘の丸 60 170 宮崎県 都城市 豊栄クリニック 70

138 徳島県 阿南市 みどり台地内 150 171 鹿児島県 薩摩川内市 川内川向田側左岸 60

139 徳島県 上板町 門田地内（宮川内谷川河川敷） 50 172 鹿児島県 南九州市 西郷邸休憩所・上郡公民館外ほか 110

140 徳島県 美馬市 入倉いこいの里 250 173 鹿児島県 西之表市 市道十三番西之表線沿い 200

141 徳島県 板野町 高尾山 奥宮登り口 70 174 鹿児島県 南種子町 宇宙ヶ丘公園 50

142 香川県 高松市 塩江町地内 100 175 鹿児島県 屋久島町 布引の滝公園 50

143 香川県 高松市 川東上地内ほか 150 176 鹿児島県 龍郷町 りゅうがく館前公園ほか 170

144 香川県 高松市 天神山 こんぴらさん 70 177 鹿児島県 喜界町 メイハナ公園 100

145 香川県 さぬき市 蓮池遊歩道 160 178 鹿児島県 和泊町 孫八公園、親水公園 150

146 香川県 さぬき市 下所グランドゴルフ場 90 179 鹿児島県 知名町 知名町立田皆中学校 50

147 香川県 観音寺市 粟井財産区所有山林 50 180 沖縄県 宜野座村 宜野座村総合運動公園 50

148 香川県 三木町 高松自動車道 100 181 沖縄県 伊平屋村 腰岳林道 150

149 香川県 高松市 多肥さくら公園、桜木神社 50 182 沖縄県 久米島町 球美の島緑化公園 60

150 愛媛県 今治市 歌仙の滝公園周辺 150 183 沖縄県 南風原町 県立南風原高等学校ほか 50

151 高知県 宿毛市 八ヶ森地内里山 50 184 沖縄県 南風原町 沖縄県立沖縄盲学校 50

合　　計 184ヶ所 　 22,000本  
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平成 29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・・・・・・  4,151本 （18.87％）   

「関  山」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・  1,007本  （4.58％）   

「普 賢 象」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     221本  （1.00％）   

「鬱  金」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     310本  （1.41％）   

「一  葉」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     215本  （0.98％）   

「山  桜」栃木・埼玉・山梨・静岡・岡山県産・・・・・・  3,193本 （14.51％）   

「大 山 桜」北海道・埼玉・山梨・静岡県産・・・・・・・・  3,513本 （15.97％）    

「寒 緋 桜」埼玉・静岡・沖縄県産・・・・・・・・・・・・   1,037本  （4.71％）    

「大 島 桜」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・    816本  （3.71％）     

「陽    光」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・   1,615本  （7.34％）    

「枝 垂 桜」埼玉・静岡・京都・岡山県産・・・・・・・・・   871本  （3.96％）    

「江戸彼岸」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     50本  （0.23％）    

「そ の 他」埼玉・長野・静岡県産・・・・・・・・・・・・  5,001本 （22.73％）   

合計    22,000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いました。 

今年度は「大船渡市駅周辺地区第２期まちびらき」さくらの記念植樹式に出席したほか、被災地のさく

ら植栽計画等の電話相談を受け提案指導しました。 

 

(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、栃木県下野市にさくら苗木を寄贈しました。 

 

【公益事業 ２】                                            

(ア) 啓発顕彰                                         

第 52回さくら祭り中央大会 

平成 29年 4月 12日（水）に憲政記念館に於いて開催しました。 

大会では、内閣総理大臣代理 萩生田光一内閣官房副長官、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、平成 29年度宝くじ桜の贈呈式、その後、記念植樹（啓翁桜）、

懇親会を行いました。 
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平成 29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 16名、27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　　　

宮崎県 延岡市 荒平会 長野県 飯綱町 飯綱町地蔵久保区

大分県 由布市 山桜日本一の里づくり推進協議会 長野県 中野市 替佐城址整備保存会

熊本県 御船町 御船町 石川県 能登町 御所桜を守る会

福岡県 飯塚市 八木山環境保全委員会 富山県 上市町 伊藤　勝保

高知県 佐川町 田村　一水 富山県 南砺市 米倉　春子

高知県 土佐町 ふるさとの森を育む会 新潟県 見附市 柳橋町　花とみどりクラブ

愛媛県 西条市 認可地縁団体　氷見公益会 神奈川県 鎌倉市 近藤　郁子

香川県 高松市 原田　貞義 神奈川県 鎌倉市 樋渡　三保子

香川県 高松市 松島地区コミュニティ協議会 神奈川県 横浜市 小山　正武

山口県 下松市 井川　成正 東京都 大田区 南六郷一丁目町会

岡山県 岡山市 カバヤ食品株式会社 埼玉県 吉川市 よし川川藤緑花会

鳥取県 南部町 手間さくら会 栃木県 宇都宮市 黄桜の郷かみかわち

鳥取県 南部町 天津クラブ 茨城県 高萩市 松岩寺の山桜を観る会

大阪府 熊取町 熊取町緑と自然の活動推進委員会 福島県 喜多方市 喜多方市

京都府 綾部市 由良　源太郎 宮城県 大河原町 山家　正信

三重県 四日市市 海蔵川桜まつり実行委員会 宮城県 柴田町 大沼　英一

愛知県 豊田市 豊田市立小原中学校　生徒会 宮城県 石巻市 阿部　良助

静岡県 静岡市 薄寒桜を育てる会 岩手県 陸前高田市 特定非営利活動法人　桜ライン311

静岡県 焼津市 焼津市山の手未来の会 青森県 八戸市 館鼻公園の桜を観まもる会

長野県 大鹿村 大久保　智夫 北海道 厚岸町 石郷　勝政

長野県 大鹿村 太田　　宏 北海道 上富良野町 丸一山花と緑の会

長野県 飯島町 高坂　宗昭 個人16、団体　27　合計　43

 

 

(イ) さくら保全事業                                        

 各地のさくらを保全する為に情報の収集、技術支援を行いました。 

 

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

 機関誌「さくら 2018」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。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、今年度も実施を見送りました。 
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【公益事業 ３】                                           

(ア) 国内交流事業                                                                             

（１）第 26代日本さくらの女王の活動                                                     

 昨年に引き続き第 26代日本さくらの女王増田愛子さん、下野侑紀さん、さくらプリンセス 染矢智美

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。 

   平成 29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） 

日にち 行　　　　　事　　 開　　催　　地

4月1日 第46回常盤平さくらまつり 千葉県松戸市

4月1日～2日 足守洪庵さくらまつり 岡山県岡山市

4月1日～2日 妹尾・箕島ふるさとさくらまつり 〃

4月3日 渋谷ライオンズクラブ観桜会 東京都港区・ザ・プリンスさくらタワー高輪

4月12日 第52回さくら祭り中央大会                 東京都千代田区・憲政記念館

4月14日 喜多方さくらまつり 福島県喜多方市

4月14日 緑の羽根着用キャンペーン 東京都千代田区・内閣総理大臣官邸

4月26日～28日 2017国際親善観桜会 福島県猪苗代町・ホテルリステル猪苗代

4月29日 「大船渡駅周辺地区第2期まちびらき」さくらの記念植樹式 岩手県大船渡市

５月11日～13日 熊本地震復興祈願　第23回九州国際スリーデーマーチ2017 熊本県八代市

5月13日 津南千本さくら植樹祭 新潟県津南町

5月14日 あてま高原リゾート「ベルナティオ」さくら植樹祭および懇親会 新潟県十日町市

9月2日 大阪ドーム苗木贈呈式 大阪府大阪市

10月6日 都市緑化キャンペーン2017 東京都千代田区　有楽町駅前広場

10月12日～14日 にいがた緑の百年物語第45回佐渡地方植樹祭 新潟県佐渡市

11月5日 第1回ヤマザクラ1万本の里づくり記念植樹祭 福島県南会津町

12月6日 日本ゆうもあ大賞授賞式 東京都千代田区・ホテルニューオータニ

平成30年

2月23日 第27代日本さくらの女王選出大会前夜祭 東京都千代田区・ホテルニューオータニ

2月24日 第27代日本さくらの女王選出大会 東京都千代田区・ホテルニューオータニ

３月10日～１１日 栄ミナミ早咲き桜まつり 愛知県名古屋市

3月23日 ハイジア・桜まつり2018　第8回フォトコンテスト表彰式 東京都新宿区・ハイジアビル
 

 

（２）第 27代日本さくらの女王選出大会                          

平成 30年 2月 24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 27 代日本     

さくらの女王に竹中理沙子さん、辰己由貴さん、第 27 代さくらプリンセスに谷井愛理沙さん、三好  

果音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 不二子理事（（一財）尾崎行雄記念財団理事）5 名にお願いし

ました。前日には前夜祭を行いました。 
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(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女王、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） 

日にち 行　　　　　事　　 開　　催　　地

3月30日～4月11日 全米さくら祭り親善訪問 アメリカ・ワシントン

5月18日～25日 ハンブルクさくら祭り訪問 ドイツ・ハンブルク

5月28日～6月3日 2017 (第69代) 全米さくらの女王　サマンサ・オルセン嬢

NCSSシャペロン　ヴァレリー　クレメンス女史　来日応接

全米さくらの女王表敬訪問同行

5月29日 2017(第69代) 全米さくらの女王歓迎会 東京都千代田区・衆議院議長公邸

7月3日～10,13日
第13回さくらフレンドシップエクスカーション
「フィンランド・ヘルシンキ、ドイツ・ハンブルクでの桜植樹と親善交流」

フィンランド・ヘルシンキ、ドイツ・ハンブルク

10月26日 第65代ホノルルさくらの女王・プリンセス日系人青年商工会議所一行来日歓迎会 東京都千代田区・ホテルモントレ半蔵門

平成30年

3月22日～26日 ベトナム訪問 ベトナム・ハノイ他

3月25日～29日 無錫さくらウオーク　上海さくら祭り 中国・無錫市

秋篠宮妃殿下ご引見、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

東京都知事、（株）ミキモト、全日空（株）表敬訪問、はとバスツアー、（東京観光）

 

 

 

【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 （Ｈ30.3.31現在） 

地方自治体：532（34都道府県、3区 216 市 279町村）、法人：230、個人：613名 

 

日本さくらの会賛助会員 （Ｈ29.3.31現在） 

地方自治体：540（34都道府県、3区 218 市 285町村）、法人：228、個人：616名 

 

 


