
公益財団法人日本さくらの会 

 

令和元年度 事業報告書 

 

自 平成 31年 4月 1 日 

至 令和 2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。 

令和元年度も 40 道府県（182 ヶ所）から 21,545 本の寄贈申請があり、下記の 181 ヶ所に合計 20,000

本の寄贈を決定、令和 2年 3月上旬までに、事業表示石碑 181基、品種表示板 4,000枚と共にさくら若

木を寄贈しました。 

 

令和元年度「宝くじ桜」寄贈事業（植栽地および数量） 

 

No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名 No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名

1 北海道 津別町 50 21世紀の森自然運動公園 24 福島県 白河市 300 しらかわ本沼花見山

2 北海道 浜頓別町 50 アメニティ公園 25 福島県 矢祭町 200 来る里の杜

3 北海道 雄武町 60 オホーツク夢の郷育村 26 福島県 矢祭町 50 矢祭山親水公園

4 北海道 長万部町 100 通称苗畑跡地 27 福島県 南会津町 300 会津山村道場周辺

5 北海道 天塩町 50 民安ダム 28 福島県 相馬市 100 尾浜地区復興交流広場

6 北海道 別海町 400 国道243号線沿い 29 福島県 須賀川市 100 いわせ悠久の里

7 北海道 釧路市 50 柳町公園Ａ面 30 福島県 相馬市 80 塩手山登山道

8 青森県 七戸町 100 わんだむらんど周辺 31 福島県 西郷村 190 日本一の花の山　花野華

9 青森県 佐井村 50 生活改善センター公園 32 茨城県 常陸大宮市 60 氷之沢さくら公園

10 青森県 新郷村 100 間木ノ平グリーンパーク 33 茨城県 大子町 83 ふるさとの里山公園

11 岩手県 葛巻町 50 葛巻町四日市農村公園 34 茨城県 古河市 100 稲宮の森

12 宮城県 柴田町 110 船岡城址公園 35 茨城県 常総市 140 十一面山

13 宮城県 大崎市 100 館山公園 36 茨城県 桜川市 60 五所駒瀧神社境内及びその周辺

14 宮城県 仙台市 1500 青野木最終処分場 37 栃木県 鹿沼市 56 がっこ山公園

15 宮城県 気仙沼市 100 岩倉山 38 栃木県 日光市 100 日光まなかの森

16 山形県 米沢市 50 海老ヶ沢愛ランド 39 群馬県 渋川市 51 渋川市総合公園

17 山形県 山形市 86 蔵王温泉道路沿い 40 群馬県 下仁田町 50 上鎌田地内町道沿い

18 山形県 上山市 50
クアオルト健康ウォーキング
コース沿い

41 埼玉県 伊奈町 55 丸山スポーツ広場

19 福島県 伊達市 50 県道沿い宮崎地内 42 埼玉県 深谷市 50 かにさわ排水路沿い

20 福島県 伊達市 130 仮設焼却炉施設跡地 43 埼玉県 長瀞町 100 長瀞　通り抜けの桜

21 福島県 大玉村 62 大玉村観光レクリエーション施設 44 千葉県 鋸南町 50 佐久間ダム親水公園周辺

22 福島県 郡山市 100 集合施設建設予定地周辺 45 千葉県 大多喜町 50 基幹農道　川畑平沢線沿い

23 福島県 田村市 250 殿上牧場 46 千葉県 大多喜町 73 粟又の滝周辺



 

No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名 No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名

47 千葉県 南房総市 100 林道下要線沿い休耕地 87 愛知県 豊田市 50 愛知県昭和の森

48 神奈川県 鎌倉市 50 葛原岡神社山内 88 三重県 多気町 100 くすのき公園

49 神奈川県 鎌倉市 80 六国見山森林公園 89 三重県 名張市 75 すずらん台団地入口

50 新潟県 三条市 50 槻の森運動公園 90 京都府 京丹後市 100 上野区内のぼり山地区

51 新潟県 出雲崎町 52 エコパークいずもざき 91 京都府 京都市 50 花脊原地町街道沿い

52 新潟県 胎内市 150 きのと山桜復活の森 92 京都府 舞鶴市 50 池内川を美しくする公園

53 新潟県 佐渡市 60 城ヶ平公園 93 京都府 舞鶴市 100 舞鶴平和塔周辺

54 新潟県 十日町市 50 仮称　十日町市児童遊園 94 大阪府 能勢町 50 町道下宿野剣尾山線沿い

55 新潟県 佐渡市 50 真野公園 95 大阪府 泉佐野市 50 大井関自然公園

56 新潟県 佐渡市 50 長谷寺周辺 96 大阪府 富田林市 50
富田林市農業公園
サバーファーム

57 新潟県 津南町 1000 ニュー・グリーンピア津南 97 大阪府 東大阪市 100 大阪稲荷山動物霊園

58 富山県 氷見市 50 舟山公園 98 兵庫県 加西市 50 桜山

59 富山県 氷見市 60 五十谷農道 99 兵庫県 多可町 50 西谷公園

60 富山県 砺波市 50 砺波市上和田緑地キャンプ場 100 兵庫県 多可町 50 丹治の里山

61 石川県 津幡町 60 あさだ里山 101 兵庫県 上郡町 50 かみごおりさくら園

62 石川県 中能登町 50 桝形山 荒山城址 102 兵庫県 上郡町 105 台寺

63 福井県 永平寺町 60 前山 103 兵庫県 神戸市 50 須磨寺公園

64 福井県 大野市 300 勝原スキー場跡地 104 兵庫県 丹波市 50 三井庄川の河川堤防

65 福井県 越前市 50 お誕生寺、興正寺 105 兵庫県 丹波市 50 野瀬グランド

66 福井県 あわら市 80 北潟湖畔公園 106 兵庫県 神戸市 50 桜が丘の公園

67 福井県 永平寺町 50 福井県立大学 永平寺キャンパス 107 兵庫県 朝来市 50 市道生野高原線沿い

68 山梨県 北杜市 50 市道清里2号線 108 奈良県 桜井市 70 下地区里山

69 山梨県 山梨市 900 ほったらかし温泉桜山 109 奈良県 下北山村 50 下北山スポーツ公園

70 山梨県 北杜市 100 南きよさと道の駅周辺 110 奈良県 曽爾村 50 屏風岩公苑法面

71 山梨県 北杜市 50 茅ヶ岳千本桜公園 111 奈良県 下市町 100 阿知賀の里山

72 山梨県 北杜市 100 明野ふるさと太陽館 112 奈良県 下市町 50 長谷の里山

73 山梨県 北杜市 50 八幡山 113 奈良県 山添村 50 上津ダム周辺

74 山梨県 身延町 50 身延町みのぶ自然の里 114 奈良県 十津川村 50 上湯川の里山

75 長野県 飯田市 100 出山 115 和歌山県 紀の川市 70 川原げんき村遊歩道

76 長野県 根羽村 60 大杉公園 116 和歌山県 有田川町 50
ふるさとふれあいの丘

スポーツパーク

77 長野県 天龍村 70 中組地区 117 和歌山県 橋本市 100 橋本市くにぎふれあいの里

78 長野県 長野市 80 大岡特産センターほか 118 島根県 松江市 50 方結神社境内

79 長野県 栄村 100 村道　苗場線沿線 119 島根県 松江市 60 松江総合運動公園

80 長野県 長野市 50 田之頭地区農道脇 120 島根県 吉賀町 100 向入江地区

81 長野県 長野市 50 祖山、和田地区里山 121 島根県 大田市 300 高野寺周辺

82 長野県 長野市 100 和田ヒラ 花の丘 122 島根県 松江市 100 大庭空山

83 岐阜県 恵那市 50 西行の森 123 岡山県 瀬戸内市 52 黒井山園芸生産組合

84 岐阜県 下呂市 50 南飛騨健康保養地 124 岡山県 真庭市 50 佐井田城址

85 愛知県 名古屋市 50 樋ノ口堀端町線沿い 125 広島県 庄原市 200 「福山城址」

86 愛知県 設楽町 100 設楽花の山公園 126 広島県 庄原市 230 湯木釜峰森林浴公園



 

 

令和元年度宝くじ桜寄贈事業 －寄贈品種内訳－ 

 ◇野生品種 

   ヤマザクラ（山桜）    栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・ 3,691本 18.5％ 

   オオヤマザクラ（大山桜） 北海道、埼玉、山梨、長野、静岡県産・・・・・ 2,768 本 13.8％ 

   オオシマザクラ（大島桜） 栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・   917本  4.6％ 

     カンヒザクラ（寒緋桜）  埼玉、沖縄県産・・・・・・・・・・・・・・・  906本  4.5％ 

   エドヒガン（江戸彼岸）  栃木、埼玉県産・・・・・・・・・・・・・・・  180本  0.9％ 

◇園芸品種 

   染井吉野（ソメイヨシノ） 栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・ 4,048本 20.2％ 

No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名 No. 都道府県 市区町村 本数 植栽地名

127 広島県 北広島町 50 伊勢坊谷「可部峠の御神水」周辺 155 福岡県 飯塚市 50 八木山花木園

128 広島県 広島市 50
ひろしま遊学の森

広島県緑化センター
156 福岡県 朝倉市 250 寺内ダム上流水源地

129 徳島県 美馬市 70 入倉いこいの里 157 佐賀県 佐賀市 200 金立公園

130 徳島県 神山町 50 林道倉羅川井線沿い 158 佐賀県 唐津市 100 蕨野の棚田周辺

131 徳島県 上板町 80 ふれあいの里 159 長崎県 長崎市 100 さくらの里公園

132 徳島県 那賀町 50 NAKA DRONE FIELD 160 長崎県 諫早市 200 龍石権現道路沿い

133 徳島県 那賀町 200 中山 161 長崎県 平戸市 100 平戸城周辺一帯

134 徳島県 阿南市 100 みどり台遊歩道沿い 162 長崎県 平戸市 50 志々伎町招魂場

135 徳島県 海陽町 200 柿谷町有林 163 長崎県 壱岐市 80 壱岐芦辺風力発電所

136 香川県 高松市 60 中山町地区果樹園跡地 164 長崎県 平戸市 50 的山港埋立地

137 香川県 高松市 50 高松王越坂出線沿い 165 熊本県 上天草市 50 柳浦新地さくらの散歩道

138 香川県 高松市 150 塩江町の里山 166 大分県 杵築市 60 久木野尾ダム

139 香川県 高松市 50 塩江町上西乙地域の里山 167 大分県 臼杵市 50 ワタミの森「臼杵」

140 香川県 高松市 200 天野神社参道沿い 168 大分県 由布市 90 妙音山公園

141 香川県 高松市 50 吉が谷・久保田公園 169 大分県 豊後大野市 50 朝倉文夫記念公園

142 香川県 さぬき市 50 向井前山公園 170 大分県 豊後大野市 150 林道 小富士山線

143 香川県 さぬき市 100 田面峠、春琴園 171 大分県 大分市 50 県道696号高崎大分線沿い

144 香川県 高松市 60 乃生の里 172 宮崎県 五ヶ瀬町 200 町道中園大石の内線沿い

145 香川県 さぬき市 50 天野明楽公園 173 宮崎県 綾町 50 尾立展望台公園

146 香川県 善通寺市 50 御野立公園 174 鹿児島県 西之表市 160 国上校区有林

147 高知県 室戸市 50 国立室戸青少年自然の家 175 鹿児島県 喜界町 50 メンハナ公園

148 高知県 高知市 50 命を守る里山 176 鹿児島県 鹿児島市 200 黒神町町民広場

149 高知県 大川村 150 中切ダム湖畔 177 沖縄県 八重瀬町 50 長田門原公園

150 高知県 北川村 620 泉谷の里山 178 沖縄県 浦添市 50 沖縄県立大平特別支援学校

151 高知県 大豊町 100 立川上名の伐採跡地 179 沖縄県 南風原町 100 宮城公園

152 高知県 須崎市 50 安和焼坂けん山 180 沖縄県 南風原町 50 宮平ハイツ集会所

153 福岡県 豊前市 300 天地山公園 181 沖縄県 南城市 50 親慶原花と緑のプロムナード沿い

154 福岡県 篠栗町 500 町有林 181箇所　20,000本



     枝垂桜（シダレザクラ）、八重紅枝垂（ヤエベニシダレ）、雨情枝垂（ウジョウシダレ） 

                埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・・・・ 1,875本  9.4％ 

   陽光（ヨウコウ）、河津桜（カワヅザクラ） 

栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・・1,619本  8.1％ 

   関山（カンザン）、普賢象（フゲンゾウ）、鬱金（ウコン）、一葉（イチヨウ） 

栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・・1,602本  8.0％ 

     その他の園芸品種      埼玉県産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,394本 12.0％   

                                       20,000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に、さくら寄贈による支援を行う事業ですが、今年度は、植樹希望

地の調査を行いましたが申請はありませんでした。 

 

 

(ウ) さくら植育事業                                                                                                            

㈱伊藤園の寄付を受けて全国 47都道府県へ「わたしの街へ未来のさくらを植えよう」プロジェクトに 

よるさくら苗木、若木の寄贈を実施し、今年度内に 37箇所への寄贈植栽を終えました。残りの箇所へ 

は令和 2年度に継続して実施します。 

 

 

【公益事業 ２】                                            

(ア) 啓発顕彰                                         

第 54回さくら祭り中央大会 

平成 31年 4月 10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 西村康稔内閣官房副長官、伊達忠一参議院議長、石井啓一国土交通大

臣、渡辺博道復興大臣、飯島 勲内閣官房参与、菊池雄三（一財）日本宝くじ協会業務執行役員のご

来賓をお迎えして、「さくら功労者」の表彰、平成 31年度宝くじ桜の贈呈式を行いました。その後、

懇親会を行いました。記念の植樹は、「琉球寒緋桜」でした。 

 

平成 31年度「さくら功労者」 

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個人 12名、34団体を 

「さくら功労者」として表彰させていただきました。 

(さくら功労者一覧表は次ページ)  

 

 

 

 

 

 



 

 

(イ) さくらの保全事業                                        

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                                       

 機関誌「さくら 2020」を発行し国内、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。 

 

 

 

都道府県 市区町村 表彰者名 都道府県 市区町村 表彰者名

大分県 中津市 中津・桜ともみじの会 新潟県 小千谷市 山本山　千本桜の会

長崎県 平戸市 野子地区自治会 新潟県 長岡市 桜並木と景観を守る会

長崎県 平戸市 万場地区自治会 神奈川県 藤沢市 牧　隆

愛媛県 今治市 越智將人 神奈川県 葉山町 阿部倉山の森　保全の会

香川県 さぬき市 有馬督冶 神奈川県 鎌倉市 北鎌倉湧水ネットワーク

香川県 高松市 森　久美子 東京都 港区 加賀美由加里

山口県 長門市 俵山地区発展促進協議会　青年部 東京都 渋谷区 株式会社イカリ環境事業グループ

山口県 山口市 佐山バクの会 東京都 豊島区 豊島区立駒込小学校

広島県 広島市 正本　大 埼玉県 行田市 行田さくらロータリークラブ

岡山県 新庄村 新庄村 埼玉県 熊谷市 小江川自治会

鳥取県 日南町 多里まちづくり推進協議会 群馬県 みどり市 要害山を愛する会

三重県 志摩市 横山桜会 茨城県 利根町 利根町桜づつみ保存会

三重県 四日市市 十四川と環境を守る会・十四川部会 福島県 広野町 西本由美子

愛知県 豊田市 水無瀬川周辺植栽推進事業実行委員会 福島県 北塩原村 桜を守る会

静岡県 菊川市 鈴木勝章 福島県 三島町 西方共有財産管理会

静岡県 富士市 百歩の会 福島県 須賀川市
いわせ悠久の里『花の杜』

プロジェクト実行委員会

岐阜県 岐阜市 川島和男 福島県 相馬市 涼ヶ岡八幡神社総代会

長野県 飯島町 上村庄司 山形県 南陽市 吉野をさくらいっぱいにする会

長野県 大町市 倉科健一 山形県 東根市 東方桜の里づくり協議会

長野県 松川村 有明山社　観桜会 青森県 むつ市 むつ市桜満開プロジェクト

山梨県 身延町 身延町 北海道 長万部町
特定非営利活動法人
長万部町緑と樹を愛する会

山梨県 南アルプス市 曲輪田区自治会 北海道 留萌市 留萌市

富山県 入善町 若栗新桜愛会

新潟県 燕市 小林　清
個人12名　団体34



【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                                                     

 昨年に引き続き、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。 

   令和元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（国内） 

 

 

（２）第 28代日本さくらの女王選出大会                          

令和 2 年 2 月 8 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 23 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 28 代日本     

さくらの女王に戸川 馨さん、志賀和佳奈さん、第 28代さくらプリンセスに吉田みのりさん、細田

未央さんを選出しました。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。 

 

 

(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を行いました。 

 

 

 

 

年月日 行事 開催地

平成31年・令和元年

4月6日 第48回常盤平さくらまつり 千葉県松戸市

4月10日 第54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24日～25日 日本コソボ共和国友好親善さくら植樹式 福島県猪苗代町・岩手県大船渡市

5月１日～2日 桜峠さくらまつり 福島県北塩原村

5月12日 津南千本さくら植樹祭 新潟県津南町

10月19日～20日 十日町市植樹式 新潟県十日町市

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

12月1日 日光だいや川公園さくら植樹式 栃木県日光市

令和2年

2月7日 第28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8日 第28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



日本さくらの女王の活動（国外） 

 

 

 

【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（エチオピア）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  

令和 2.3.31現在    地方自治体：507（34都道府県、3区 202市 268町村）、法人：323、個人：595名  

平成 31.3.31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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 行事 開催地

平成31年・令和元年

4月6日～16日 全米さくら祭り訪問 アメリカワシントン

5月27日 2019(第71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

8月31日～9月7日 ポーランド国交100周年・オーストリア国交150周年記念植樹式 ポーランド・オーストリア

10月25日 第66代ホノルルさくらの女王歓迎会 東京都中央区・ホテルモントレ銀座

令和2年

2月4日 ハンブルクさくらの女王クラウン50周年記念式典 ドイツハンブルク


