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公益財団法人日本さくらの会 

平成 30 年度 事業報告書 

 

自 平成 30年 4月 1 日 

  至 平成 31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

ているさくら若木等を寄贈する事業です。 

平成 30年度も 41道府県（164ヶ所）から 21,911本の寄贈申請があり、下記の 159ヶ所に合計 21,000

本の寄贈を決定、平成 31年 2月上旬までに、事業表示石碑 159基、品種表示板 4,200枚と共にさくら

若木を寄贈しました。 

 

平成 30年度「宝くじ桜」寄贈事業（植栽地および数量） 

No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数 No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数

1 北海道 帯広市 帯広川・十勝川間河川敷 103 21 秋田県 五城目町 雀館公園 50

2 北海道 雄武町 オホーツク夢の郷育村 120 22 山形県 西川町 入間地区 75

3 北海道 木古内町 旧学校用地及び周辺 63 23 山形県 山形市 蔵王温泉 68

4 北海道 苫前町 苫前町立苫前小学校 50 24 福島県 伊達市 宮崎地内 50

5 北海道 士別市 九十九山 100 25 福島県 小野町 ひかげの森 100

6 北海道 留萌市 神居岩公園 21世紀桜の丘 50 26 福島県 白河市 谷地久保・野地久保古墳 500

7 北海道 長万部町 通称苗畑跡地 100 27 福島県 矢祭町 来る里の杜 50

8 北海道 天塩町 民安ダム 200 28 福島県 南会津町 さゆり荘周辺 1000

9 北海道 別海町 国道243号沿い 300 29 福島県 いわき市 中三坂みんなの森公園 50

10 北海道 旭川市 旭山公園旧旭山スキー場 50 30 福島県 西郷村 日本一の花の山　花野華 1000

11 北海道 釧路市 柳町公園Ｄ面 80 31 福島県 只見町 幸ノ神カタクリ園 60

12 北海道 大空町 株式会社 大橋牧場 55 32 茨城県 常陸太田市 西山公園 50

13 北海道 美幌町 みどりの村森林公園 50 33 茨城県 大洗町 大洗町防災ふれあい公園 50

14 青森県 今別町 いまべつ総合体育館 50 34 栃木県 那須町 那須町立那須中央中学校 50

15 青森県 南部町 名久井岳県立自然公園への県道沿い 300 35 栃木県 那須町 松沼愛宕ほか 200

16 青森県 七戸町 わんだむらんど周辺 国道394号沿い 100 36 栃木県 那須町 サロンさくらんぼ 60

17 青森県 六戸町 六戸町総合運動公園 50 37 栃木県 那須町 二枚橋公民館周辺 50

18 宮城県 石巻市 釜幹線用水路 90 38 栃木県 佐野市 からさわ自然の森 50

19 宮城県 栗原市 瀬峰五輪堂山公園 60 39 栃木県 小山市 日枝神社参道及び境内空き地 75

20 宮城県 仙台市 青野木最終処分場 1500 40 栃木県 那須塩原市 木綿畑新田コミュニティセンター 80
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No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数 No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数

41 栃木県 日光市 日光まなかの森 780 76 長野県 栄村 秋山郷 上野原地区 100

42 群馬県 渋川市 渋川市総合公園 50 77 長野県 池田町 双子屋 100

43 群馬県 藤岡市 二千階段 50 78 岐阜県 中津川市 夕森公園内 一帯 50

44 群馬県 嬬恋村 吾妻川沿い河川敷 50 79 岐阜県 東白川村 こざささくらやま 50

45 千葉県 長生村 信友築山公園 50 80 岐阜県 下呂市 小坂ダム堤防 50

46 千葉県 睦沢町 端沢川沿い 210 81 静岡県 御殿場市 市道0237号線 56

47 千葉県 大多喜町 笛倉小内農道脇 85 82 愛知県 豊根村 三沢高原いこいの里山・弘法山 70

48 千葉県 大多喜町 さくら牧場 90 83 愛知県 豊田市 豊田市立寺部小学校 50

49 千葉県 君津市 大山野地内河川沿い 50 84 愛知県 豊田市 栃本町桜の森づくり事業地 110

50 千葉県 鋸南町 佐久間ダム親水公園周辺地域 50 85 愛知県 豊田市 愛知高原国定公園東海自然歩道桜並木 60

51 神奈川県 相模原市 神奈川県立津久井湖城山公園 60 86 三重県 伊勢市 池の浦さくらの郷 200

52 神奈川県 小田原市 石橋連絡道 50 87 三重県 志摩市 創造の森・横山南河内地区 50

53 神奈川県 松田町 土佐原しだれ桜周辺 50 88 滋賀県 大津市 奥山峠、大久保桑畑 100

54 神奈川県 湯河原町 桜郷地区 50 89 京都府 京都市 一級河川三明谷川河川敷 150

55 神奈川県 相模原市 松茸山自然の森公園 50 90 京都府 笠置町 町道 笠置山線 50

56 新潟県 阿賀町 東北電力及びホテル角神敷地内 70 91 京都府 京都市 旧花脊スキー場 50

57 新潟県 阿賀町 妙権様 55 92 大阪府 東大阪市 大阪稲荷山動物霊園 100

58 新潟県 出雲崎町 エコパークいずもざき 70 93 兵庫県 神戸市 学園南公園 50

59 新潟県 津南町 ニュー・グリーンピア津南 1310 94 兵庫県 神戸市 二級河川　明石川右岸 50

60 富山県 氷見市 熊無下神社 50 95 兵庫県 神戸市 須磨浦公園 50

61 石川県 津幡町 大滝憩いの広場 50 96 兵庫県 朝来市 朝来市夜久野高原市管理公園 50

62 福井県 永平寺町 永平寺町松岡総合運動公園 100 97 兵庫県 神戸市 獅子ケ池 150

63 福井県 あわら市 柿原グラウンド 50 98 兵庫県 神戸市 しあわせの村 100

64 福井県 永平寺町 福井県立大学永平寺キャンパス 多目的広場北川 50 99 兵庫県 神戸市 観音山公園 50

65 福井県 坂井市 たけくらべ広場 50 100 兵庫県 神戸市 千苅貯水池千苅広場 50

66 山梨県 忍野村 賀背川土手 200 101 兵庫県 神戸市 桜が丘公園 50

67 山梨県 身延町 山梨県富士川クラフトパーク 200 102 奈良県 桜井市 下地区 50

68 山梨県 北杜市 牧場通り沿線 100 103 奈良県 五條市 幻の五新鉄道跡地 55

69 山梨県 北杜市 茅ヶ岳千本桜公園 100 104 奈良県 曽爾村 屏風岩公苑バス駐車場から屏風岩までの法面 50

70 山梨県 昭和町 道の駅　南きよさと 100 105 奈良県 下市町 フルーツロード沿い 50

71 山梨県 北杜市 フォレスターズ ビレッジ コビット 50 106 奈良県 下市町 丹生地区内道路沿い 155

72 山梨県 南アルプス市 山梨・水と森の会桜公園 60 107 奈良県 十津川村 上野地河川広場 50

73 山梨県 山梨市 ほったらかし温泉桜山 1300 108 奈良県 十津川村 高岡地区 90

74 長野県 白馬村 親海の森 花木園 50 109 和歌山県 海南市 亀池公園 55

75 長野県 長野市 馬場地籍 100 110 和歌山県 紀の川市 川原げんき村遊歩道 65
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No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数 No 都道府県 市町村名 植栽地名 本数

111 和歌山県 橋本市 橋本市エコパーク紀望の里 100 136 高知県 田野町 二十三士公園 50

112 和歌山県 すさみ町 童謡公園 50 137 福岡県 飯塚市 八木山花木園 80

113 和歌山県 田辺市 熊野古道 水呑峠 100 138 福岡県 添田町 大川辺町有林 50

114 島根県 益田市 赤雁八幡宮及び赤雁街道沿い 75 139 福岡県 朝倉市 寺内ダム上流（旧畜産団地） 150

115 島根県 松江市 松江総合運動公園 100 140 佐賀県 唐津市 蕨野の棚田 100

116 島根県 大田市 延屋農道沿線環境保全帯 500 141 佐賀県 佐賀市 金立公園 200

117 岡山県 新見市 林間広場周辺 50 142 長崎県 五島市 国道384号道路敷き 50

118 岡山県 真庭市 かなくら神社址 100 143 長崎県 佐世保市 長崎県立西海橋公園 50

119 広島県 北広島町 伊勢坊谷「可部峠の御神水」 50 144 大分県 臼杵市 ワタミの森「臼杵」 100

120 広島県 三原市 桜山　桜山公園 50 145 大分県 豊後大野市 愛の園生朝倉文夫記念公園 50

121 広島県 三原市 土池公園 50 146 大分県 佐伯市 空の公園 50

122 広島県 広島市 ひろしま遊学の森　広島県緑化センター 70 147 大分県 佐伯市 ユネスコエコパーク登録記念髙山公園 100

123 徳島県 那賀町 中山 80 148 大分県 豊後高田市 夷谷温泉付近耕作放棄地 130

124 徳島県 阿南市 那賀川町みどり台地内 150 149 大分県 大分市 県道696号 高崎大分線 50

125 徳島県 佐那河内村 根郷の里山 50 150 宮崎県 三股町 上米公園 50

126 徳島県 美馬市 入倉いこいの里 150 151 宮崎県 高千穂町 鳥屋岳悠久の森 50

127 香川県 高松市 塩江地内 150 152 宮崎県 高千穂町 山附ホタルの里広場 60

128 香川県 高松市 川内原地内里山 200 153 鹿児島県 さつま町 泊野中央公園 70

129 香川県 高松市 五色台スカイライン 60 154 鹿児島県 大崎町 大丸運動公園 50

130 香川県 丸亀市 うのえ地域南部公園 70 155 鹿児島県 西之表市 浦田海水浴場周辺 200

131 香川県 東かがわ市 五名コミュニティセンター 65 156 鹿児島県 南種子町 宇宙ケ丘公園 100

132 愛媛県 上島町 積善山 50 157 鹿児島県 鹿児島市 町民広場 60

133 高知県 黒潮町 芝農村公園 50 158 沖縄県 粟国村 大正池周囲 70

134 高知県 大川村 大川村立大川中学校 50 159 沖縄県 今帰仁村 今帰仁城跡周辺の施設 65

135 高知県 北川村 皆伐跡地 1000 159ヶ所 21000合　計
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平成 30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・・・・・・  3,235本 （15.40％）   

「関  山」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・   728本  （3.47％）   

「普 賢 象」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     285本  （1.36％）   

「鬱  金」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     290本  （1.38％）   

「一  葉」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・      95本  （0.45％）   

「山  桜」栃木・埼玉・山梨・静岡・岡山県産・・・・・・  2.974本 （14.16％）   

「大 山 桜」北海道・埼玉・山梨・静岡県産・・・・・・・・  3,619本 （17.23％）    

「寒 緋 桜」埼玉・静岡・沖縄県産・・・・・・・・・・・・     732本  （3.49％）    

「大 島 桜」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・   1,252本  （5.96％）     

「陽    光」埼玉・静岡・岡山県産・・・・・・・・・・・・   2,056本  （9.79％）    

「枝 垂 桜」埼玉・静岡・京都・岡山県産・・・・・・・・・  2,200本 （10.48％）    

「江戸彼岸」埼玉・静岡県産・・・・・・・・・・・・・・・     55本  （0.26％）    

「そ の 他」埼玉・長野・静岡県産・・・・・・・・・・・・  3,479本 （16.57％）   

合計    21,000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行う地域を、さくらを通しての支援を行う事業で、今年度は大船渡市、   

大槌町へさくら苗木を寄贈しました。 

 

 

(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。アルバニア、ベトナム、イラク、コソボへさくら苗木を寄贈しました。 

 

 

【公益事業 ２】                                            

(ア) 啓発顕彰                                         

第 53回さくら祭り中央大会 

平成 30年 4月 11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 野上浩太郎内閣官房副長官、伊達参議院議長、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、2018年度宝くじ桜の贈呈式を行いました。 

記念植樹 御車返し  
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都道府県知事等の推薦により、さくらの植樹、愛護、保存、研究等に功績のある下記の 

個人 11名、30団体を「さくら功労者」として表彰させていただきました。 

 

平成 30年度「さくら功労者」 

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

大分県 国東市 夢咲き桜の会 富山県 砺波市 桐山　巧

愛媛県 上島町 岩城寿会 新潟県 十日町市 黄桜会

香川県 三木町 鈴木宏明 新潟県 村上市 神林さくらの会

香川県 高松市 荒川賢二 神奈川県 鎌倉市 山口いづみ

香川県　 丸亀市 讃岐富士クラブ 神奈川県 川崎市 滝川正義

山口県 山口市 オゴオリザクラ保護育成管理委員会 神奈川県 横浜市 髙橋央尚

山口県 山口市 地福さくらの会 神奈川県 相模原市 相模原市さくらさくプロジェクト推進協議会

岡山県 吉備中央町桜公園管理美化委員会 東京都　 昭島市 国際ソロプチミスト昭島

岡山県 笠岡市 西本町天神会 東京都 江東区 全国さくらサミット

島根県 松江市 湯畑重信 東京都 渋谷区 特定非営利活動法人渋谷さくら育樹の会

島根県 浜田市 野坂自治会 埼玉県 さいたま市見沼に桜を植える会

奈良県 宇陀市 内牧区民の森 栃木県 足利市 武田節夫

兵庫県 川西市 菊炭友の会 福島県 玉川村 大越　由

兵庫県 神戸市 フォレスター松寿 福島県 南会津町 南会津町小塩区

京都府 舞鶴市 瑠璃寺　枝垂れ桜を守る会 福島県 郡山市 紅枝垂地蔵桜保存会

静岡県 河津町 かわづ花の会 福島県 白河市 本沼花見山づくり会

岐阜県 白川村 電源開発株式会社　中部支店　御母衣電力所 福島県 伊達市 紅屋峠千本桜の会

長野県 伊那市 稲邊謙次郎 北海道 松前町 北川聖治

長野県 高山村 坪井のしだれ桜の会 北海道 紋別市 紋別漁業協同組合女性部

長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根高原大沼湖畔等の桜の木を守る会

山梨県 甲府市 貢川地区自治会連合会

山梨県 韮崎市 神山町武田区・北宮地区 個人11、団体　30　合計　41
  

 

 

(イ) さくらの保全事業                                        

滋賀県日野町の古刹で縁のさくらの後継樹について現地視察と協議を行いました。 

メール等によるさくらの植栽、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   

回答するとともに、各地におけるさくらの保全についての情報・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                                       

 昨年度発行の機関誌「さくら 2018」を引き続き国内、国外に広く配布し、本会の事業活動や各地のさく

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さくら名所情報の発信、日本さくらの女

王の活動を広報しました。 
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【公益事業 ３】                                           

(ア) 国内交流事業                                                                             

（１）第 27代日本さくらの女王の活動                                                     

 平成 30 年 2月に選出された第 27代日本さくらの女王竹中理沙子さん、辰己由貴さん、第 27代さく

らプリンセス 谷井愛理沙さん、三好果音さんにさくら祭り等へ出席、活動をして頂きました。 

   平成 30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出席しました。 

 

日本さくらの女王の活動 

年月日 行　　　　　事　　 開　　催　　地

平成30年

4月4日 新種の桜「はるか」の植樹式 東京都港区・品川シーズンテラス公園広場

4月5日 東京渋谷ライオンズクラブ観桜会 東京都港区・八芳園

4月7日 第47回常盤平さくらまつり 千葉県松戸市

4月7日 獅子が池、しあわせの村での桜の記念植樹式　 兵庫県神戸市

4月11日 第53回さくら祭り中央大会                 東京都千代田区・憲政記念館

4月12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20日～21日 大鹿さくら祭り 長野県大鹿村

4月24日～26日 2018年　第18回日本・フィリピン友好親善さくらの記念植樹式　 福島県猪苗代町・岩手県大船渡市

5月12日～13日 津南千本さくら植樹祭 新潟県津南町

10月21日 都市緑化キャンペーン 東京都千代田区　日比谷公園噴水前広場

11月9日～10日 風の電話植樹式 岩手県大槌町

12月5日 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31年

3月22日 ハイジア・桜まつり2019　第9回桜愛好家のフォトコンテスト表彰式 東京都新宿区・ハイジアビル

3月31日 花園中央公園植樹式 大阪府東大阪市  
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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交流を行いました。 

 

日本さくらの女王の活動 

年月日 行　　　　　事　　 開　　催　　地

４月7日～4月17日 全米さくら祭り親善訪問 アメリカ・ワシントン

5月27日～6月1日

5月28日 2018(第70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

10月2日～4日 中国唐山市日中友好桜植樹式 中国・唐山市

10月24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・ホテルモントレ銀座

平成31年

3月15日～18日 ハワイさくら祭り訪問 アメリカ・ハワイ

3月28日～31日 ベトナムさくら祭り訪問 ベトナム・ハノイ他

3月25日～29日 無錫国際花見ウィーク 中国・無錫市

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

東京都知事、（株）ミキモト、全日空（株）

４月8日～12日
内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、駐日独国大使、（公財）日独協会、（株）ミキモト、全日空（株）、横浜市役所

2018 (第70代) 全米さくらの女王　マーガレット　オメーラ　嬢　来日、ご引見・表敬訪問に同行

第2代ハンブルクさくらの女王　ｱﾙﾏｺﾞｰ・アンナ　嬢　来日、表敬訪問に同行

 

 

 

 

【収益事業】 

収益事業                                              

さくらの苗木、若木、さくらの盆栽の販売の他、整枝の保護用塗布剤などを販売しました。 

また、さくらの海外（アルメニア、ウズベキスタン、タジキスタン、ベトナム）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代行しました。 

 

 

 

                                                 

【参考】   日本さくらの会賛助会員 （Ｈ31.3.31現在） 

地方自治体：518（34都道府県、3区 214市 267町村）、法人：317、個人：575名 

 

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 

 


