
公益財団法人日本さくらの会 

 

令和３年度 事業報告書 

 

自 令和 3年 4月 1 日 

至 令和 4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３年度は、39道府県（153ヶ所）から 19,225本の寄贈申請があり、下記の 146ヶ所に寄贈を決定

し、令和４年２月下旬までに、さくら若木 18,000本、事業表示石碑 146基、品種表示板 3,606 枚を

寄贈しました。 

 

令和３年度「宝くじ桜」寄贈事業（植栽地および数量） 

 

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

1 北海道 足寄町 町有林下斗伏団地 50 24 栃木県 塩谷町 川村ふれあい広場 50

2 北海道 西興部村 道の駅「花夢」周辺 70 25 群馬県 安中市 後閑城址公園 50

3 北海道 長万部町 通称苗畑跡地 100 26 群馬県 下仁田町 国指定史跡荒船風穴 50

4 北海道 天塩町 民安ダム 100 27 埼玉県 伊奈町
伊奈町制施工記念

公園ほか
50

5 北海道 浦幌町 富川地内 1,300 28 埼玉県 幸手市 権現堂2号公園 135

6 青森県 六戸町 六戸町舘野公園 200 29 埼玉県 寄居町 折原地区里山 50

7 青森県 七戸町 わんだむらんど周辺 100 30 千葉県 館山市 城山公園 50

8 青森県 佐井村 旧磯谷小中学校 130 31 千葉県 千葉市 支川都川 50

9 宮城県 柴田町 船岡城址公園 71 32 新潟県 佐渡市 新穂ダム 50

10 宮城県 大衡村
達居森と湖畔自然

公園
50 33 新潟県 津南町

ニュー・グリーンピア

津南
600

11 宮城県 大崎市 館山公園 100 34 富山県 氷見市 中尾谷内山 60

12 宮城県 大崎市 加護坊山自然公園 100 35 富山県 氷見市 早借八幡宮及び参道 95

13 宮城県 仙台市 青野木最終処分場 600 36 富山県 氷見市 戸津宮裏山及び八ヶ窪 105

14 宮城県 気仙沼市 岩倉山 50 37 石川県 志賀町 石川県緑化センター 50

15 山形県 白鷹町
湯の沢

子供の水辺公園
50 38 福井県 越前市

佐山姫公園及び

花筐公園
60

16 福島県 伊達市 石田ブヨメキ 100 39 福井県 越前町 桜谷さくら公園 100

17 福島県 楢葉町 木戸ダム第2 80 40 山梨県 北杜市 牧場通り沿線 70

18 福島県 南会津町
たかつえカントリーク

ラブ
200 41 山梨県 山中湖村 県道山北山中湖線 50

19 福島県 相馬市 相馬市山上市道沿線 50 42 山梨県 北杜市 茅ヶ岳千本桜公園 100

20 福島県 二本松市 岩倉舘跡公園 100 43 山梨県 北杜市 志太北杜ワイナリー 160

21 福島県 西郷村 花野華 999 44 山梨県 甲府市 金櫻神社裏山 200

22 栃木県 茂木町 樹の花自然園花の山 50 45 山梨県 甲斐市 敷島総合公園 150

23 栃木県 鹿沼市 がっこ山公園 50 46 山梨県 北杜市 県営　丘の公園 200



 

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

47 山梨県 北杜市 明野ふるさと太陽館 100 86 島根県 松江市 大川端ホタルの里 56

48 山梨県 山梨市 ほったらかし温泉桜山 1,500 87 島根県 松江市
朝酌町矢田共同墓地

公園
50

49 山梨県 小菅村
日本山妙法寺

奥多摩道場
120 88 島根県 大田市 日祖集落周辺 100

50 山梨県 北杜市 道の駅　南きよさと 100 89 岡山県 岡山市 下小倉共同墓地 50

51 山梨県 北杜市 ベルーガ周辺 300 90 岡山県 真庭市
北房フラワー＆

フルーツパーク
100

52 長野県 松本市 長野縣護国神社 50 91 岡山県 美咲町 三休公園 100

53 長野県 辰野町 荒神山スポーツ公園 50 92 広島県 福山市
ばら科の森とその周

縁部
75

54 静岡県 富士宮市 富士山ワイナリー 50 93 広島県 世羅町 桜土手 50

55 静岡県 島田市 川根町久円寺周辺 65 94 広島県 府中市 三室山公園 50

56 愛知県 名古屋市 名城公園線第2号 50 95 広島県 北広島町
伊勢坊谷

「可部峠の御神水」
50

57 愛知県 田原市
ほりきり広場の

多目的グランド
51 96 広島県 広島市

ひろしま遊学の森

広島県緑化センター
50

58 愛知県 豊田市 保見町憩いの森 100 97 広島県 三原市 丸山 50

59 愛知県 新城市
天竜奥三河国定公園内

湯谷園地板敷
50 98 広島県 三原市 土池公園 80

60 三重県 名張市 竜口地区内 50 99 徳島県 阿南市
那賀川海岸平島地区

海岸
100

61 三重県 伊勢市 池の浦さくらの郷 100 100 徳島県 那賀町 中山 100

62 京都府 京丹後市
木津上野区あがりやま

地区
50 101 徳島県 上勝町 上勝町有林 50

63 京都府 京丹後市 倉垣桜公園 60 102 香川県 三豊市 三豊市宝山湖公園 60

64 京都府 南丹市
大野ダム公園、

岩江戸公園
54 103 香川県 高松市 西植田町地内 50

65 京都府 宮津市 天橋立ビユーランド 50 104 香川県 高松市 櫻實園 200

66 大阪府 箕面市 こもれびの森 50 105 香川県 高松市 塩江町地内 140

67 大阪府 能勢町 町道下宿野剣尾山線 100 106 香川県 観音寺市 花稲漁港施設用地 115

68 大阪府 東大阪市 大阪稲荷山動物霊園 100 107 香川県 高松市 高松市香川町竜桜公園 50

69 兵庫県 赤穂市
大津中央集会所・

里道沿い
50 108 香川県 高松市

五色台スカイライン県

道
50

70 兵庫県 佐用町
真言宗 御室派

済露山　高蔵寺
200 109 香川県 さぬき市 北峰神社参道 80

71 兵庫県 宍粟市 彩りの森（まんど山） 50 110 香川県 観音寺市 ろう梅の里　まんさく 50

72 兵庫県 宍粟市 産霊神社境内他 50 111 香川県 高松市 新田公園 50

73 兵庫県 宍粟市
久住三宝大荒神周辺

の森
50 112 愛媛県 松山市 忽那山 50

74 兵庫県 宍粟市 波賀町地内里山 120 113 高知県 北川村 泉谷の里山 1,300

75 兵庫県 宍粟市 一宮町地内里山 50 114 福岡県 飯塚市 八木山花木園 50

76 兵庫県 丹波市
なかよし広場と

その周辺
50 115 福岡県 朝倉市 秋月甘水広場 100

77 兵庫県 神戸市
須磨浦公園、

妙法寺川左岸公園
50 116 福岡県 朝倉市 旧畜産団地跡地 100

78 奈良県 桜井市
日本最古の道

山辺の道周辺
50 117 佐賀県 佐賀市

金立公園・いこいの広

場・四季の丘
200

79 奈良県 山添村 めえめえ牧場 66 118 長崎県 長崎市

さくらの里運動公園及

び畝刈小学校連絡通路

沿い

100

80 奈良県 下市町 長谷地内里山 66 119 長崎県 平戸市 平戸城周辺一帯 100

81 奈良県 下市町 阿知賀地内 54 120 長崎県 平戸市 水岳神社 60

82 奈良県 十津川村 杉清地区里山 70 121 長崎県 壱岐市
壱岐・対馬国定公園

ほか
100

83 和歌山県 橋本市
くにぎふれあいの里

ほか
70 122 熊本県 高森町

阿蘇山行儀松ルート登

山口
50

84 和歌山県 白浜町 平草原公園 50 123 熊本県 水上村 市房ダム湖畔周辺 50

85 和歌山県 有田川町 二川ダム湖蔵王橋周辺 50 124 熊本県 菊池市 菊池公園 100



 

 

令和３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・・・・・・ 3,693本 20.5％ 

   オオヤマザクラ（大山桜）、エゾヤマザクラ 

 北海道、埼玉、山梨、長野、静岡県産・・・・・ 2,725 本 15.1％ 

   オオシマザクラ（大島桜） 栃木、埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・   663本  3.7％ 

     カンヒザクラ（寒緋桜）  埼玉、沖縄県産・・・・・・・・・・・・・・・  436本  2.4％ 

   エドヒガン（江戸彼岸）  栃木、埼玉県産・・・・・・・・・・・・・・・   978本  5.4％ 

◇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・・・・・・ 2,891本 16.1％ 

      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） 

   紅枝垂（ベニシダレ）、吉野枝垂（ヨシノシダレ） 

   埼玉、山梨、静岡、岡山県産・・・・・・・・・ 1,090本  6.1％ 

    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・・・・・・・1,740本  9.7％ 

    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・・・・・・・1,376本  7.6％ 

     その他の園芸品種      埼玉、沖縄県産・・・・・・・・・・・・・・・・2,408本 13.4％   

                                       18,000本   100％ 

 

(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、今年度も、問い合わ

せを受けましたが申請はありませんでした。 

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

125 熊本県 南小国町 元　林檎畑 200 137 宮崎県 日南市 国道222号沿い 60

126 大分県 竹田市 花遊び公園 50 138 鹿児島県 薩摩川内市 三方塚七福岩 65

127 大分県 豊後大野市 朝倉文夫記念館 50 139 鹿児島県 出水市 東光山西側斜面 50

128 大分県 日田市
田来原美しい森づくり

公園
180 140 鹿児島県 鹿屋市 平和公園 150

129 大分県 竹田市 名水とさくらの里 120 141 鹿児島県 西之表市 近政公民館周辺ほ 198

130 宮崎県 五ヶ瀬町
国道265号線沿いの民

有地
50 142 鹿児島県 鹿児島市 有村桜の里 150

131 宮崎県 門川町 津々良町道沿い 70 143 沖縄県 久米島町 球美の島緑化公園 50

132 宮崎県 諸塚村 尾野村有林 200 144 沖縄県 久米島町 登武那覇園地 50

133 宮崎県 宮崎市 天ヶ城公園 80 145 沖縄県 糸満市 糸満市役所 80

134 宮崎県 綾町 馬事公苑 50 146 沖縄県 南風原町
グランドゴルフ、

ゲートボール場
50

135 宮崎県 宮崎市 県立平和台公園 100

136 宮崎県 西米良村 西米良温泉ゆた～と 50
146箇所　18,000本



(ウ) さくら植育事業                                                                                                            

 一昨年、昨年に引き続き、「わたしの街に未来の桜を植えよう」プロジェクトを、２５都道府県で

実施しました。令和４年１月には、東京港区の浄土宗大本山増上寺に市川海老蔵さん親子がさくらを

植樹しました。 

 また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会を記念して、福島県Ｊビレッジを始めに、全

国２９道府県で、後世に遺すさくらを、植樹しました。 

 

「わたしの街に未来の桜を植えよう」プロジェクト 植樹地一覧 

 

 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック記念さくら植樹」 植樹地一覧 

 

都道府県 市区町村 植樹地名 都道府県 市区町村 植樹地名

宮城県 名取市 名取市墓地公園 大阪府　 吹田市 万博記念公園

茨城県 日立市 日立市かみね公園 兵庫県 神河町 神崎農村公園

栃木県 日光市 日光だいや川公園 和歌山県 海南市 亀池公園

群馬県 前橋市 前橋市南町公園 島根県 出雲市 一畑薬師参道

東京都 港区 浄土宗大本山増上寺 鳥取県 鳥取市 鹿野城跡公園

千葉県　 佐倉市 佐倉城址公園 岡山県 倉敷市 KUJIRA-JIMA

千葉県　 佐倉市 千成幼稚園 岡山県 玉野市 深山公園

神奈川県 小田原市 小田原城址公園 広島県 尾道市 因島白滝山

山梨県 富士吉田市 新倉富士浅間神社 山口県 周南市 東川緑地公園

長野県 長野市 善光寺仁王門 香川県 直島町 直島幼児学園

静岡県 森町 小國神社 福岡県 太宰府市 太宰府天満宮

静岡県 吉田町 吉田公園 佐賀県 嬉野市 うれしの茶交流館

滋賀県 大津市 天台宗真盛宗総本山西教寺 鹿児島県 姶良市 鹿児島県県民の森

京都府 京都市 八坂神社 沖縄県 浦添市 ANA SPORTS PARK 浦添

都道府県 市区町村 植樹地名 都道府県 市区町村 植樹地名

北海道 厚真町　 厚真町スポーツセンター 千葉県 松戸市 松戸中央公園

青森県 青森市 青森第一高等養護学校 神奈川県 箱根町 星槎大学箱根キャンパス

岩手県 盛岡市 盛岡城跡公園、盛岡南公園 富山県 富山市 富岩運河環水公園

宮城県 気仙沼市 気仙沼市営鹿折南住宅公園 石川県 金沢市 金沢城北市民運動公園

山形県 山形市 嶋遺跡公園 福井県　 福井市 福井市中央公園

福島県 楢葉町 福井県　 福井市 総合運動公園さくら広場東側

福島県 広野町 山梨県 富士吉田市 散策公園

茨城県 常総市 水海道あすなろの里 山梨県 都留市 やまびこ競技場

茨城県 坂東市 茨城県自然博物館 山梨県 西桂町 西桂町役場

栃木県 宇都宮市 栃木県庁県民広場 山梨県 鳴沢村 なるさわ活き活き広場

栃木県 那須塩原市 大原間小学校 山梨県 富士河口湖町 中央公民館

群馬県 前橋市 楽歩堂前橋公園 山梨県 笛吹市 笛吹市春日居支所

群馬県 前橋市 群馬大学前橋地区 山梨県 山梨市 山梨市役所庁舎

群馬県 沼田市 沼田公園 山梨県 甲州市 菱山小学校

埼玉県 川口市 青木町公園 山梨県 大月市 大月市役所

埼玉県 加須市 川口コミュニティセンターほか 長野県 飯田市 飯田運動公園マレットゴルフ場

埼玉県 幸手市 幸手駅西口ロータリー 静岡県　 三島市 三嶋大社

Jビレッジ



 

 

【公益事業 ２】                                            

(ア) 啓発顕彰                                         

第 56回さくら祭り中央大会 

前年度に続き今年度も、コロナウイルス感染防止のため中止になりました。「さくら功労者」の表彰は、

12月 22日（水）に衆議院議長公邸に於いて行いました。 

 

令和３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、28団体を 

「さくら功労者」として表彰させていただきました。 

 

「さくら功労者名簿」 一覧 

 

都道府県 市区町村 植樹地名 都道府県 市区町村 植樹地名

静岡県　 浜松市 浜松城公園ほか２公園 佐賀県 平良町 あいあい公園

愛知県 豊田市 鞍ケ池公園 佐賀県 平良町 川原地区

三重県 四日市市 四日市市総合体育館・中央フットボール場 長崎県 南島原市 南島原市総合庁舎

奈良県 御所市 高鴨神社及び市道法面 長崎県 南島原市 有家総合運動公園　

和歌山県 和歌山市 紀三井寺公園 長崎県 長崎市 平和公園

島根県 松江市 白潟公園及びかんべの里 長崎県 西海市 八木原運動場

島根県 出雲市 出雲ドーム・スポーツ記念公園 長崎県 佐世保市 中央公園

岡山県 美作市 みまさかアリーナ入口緑地 大分県 玖珠町 機関庫公園

愛媛県 四国中央市 愛媛県紙産業技術センター 宮崎県 えびの市 グリーンパークえびの

佐賀県 平良町 海中鳥居

都道府県 市区町村 表彰者名 都道府県 市区町村 表彰者名

熊本県 菊池市 水上　紗智子 富山県 砺波市 高木　美奈子

熊本県 菊池市 NPO法人　菊池公園歴史の森 富山県 上市町 黒川さくらの森づくり会

熊本県 菊池市 ふるさと龍門ダム　千年の森を育てる会 神奈川県 横浜市 山岡　好夫

愛媛県 宇和島市 五十嵐　廉 神奈川県 中井町 井ノ口東農道に桜を咲かせる会

香川県 高松市 久保　重俊 神奈川県 横須賀市 NPO法人　日本育桜会

香川県 丸亀市 田中　忠幸 東京都 大田区 森信　節子

徳島県 勝浦町 東山　倍彦 東京都 杉並区 黒澤　眞次

徳島県 勝浦町 生名ロマンの会 東京都 渋谷区 イカリ消毒株式会社

岡山県 赤磐市 加山・桜並木保存会 千葉県 鋸南町 岩田　二郎

岡山県 瀬戸内市 上寺の森を育てる会 千葉県 松戸市 六実連合町会

島根県 邑南町 平原しだれ桜保全委員会 埼玉県 幸手市 川又　貢

奈良県 三郷町 NPO法人龍田・三室山　桜の会 茨城県 稲敷市 阿波崎城跡保存会

奈良県 下市町 丹生里山会 福島県 いわき市 志賀　忠重

滋賀県 近江八幡市 白鳥川の景観を良くする会 福島県 南相馬市 おだか千本桜プロジェクト

滋賀県 高島市 トンボとその仲間たち 福島県　 いわき市 「桜のまちづくり」実行委員会

三重県 四日市市 川島地区まちづくり協議会 山形県 上山市 竜沢の桜を守る会

愛知県 豊田市 川見四季桜公園を守る会 山形県 鶴岡市 出羽商工会

長野県 宮田村 桜守の会 山形県 山形市 美しい山形・最上川フォーラム

長野県 高森町 高森町吉田城址愛護会 宮城県 名取市 宮城県立宮城県農業高等学校　科学部

山梨県 山梨市 しだれ桜を守る会 北海道 帯広市 栗林建設株式会社



(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                                       

  隔年発行の機関誌「さくら 2022」を発行しました。今後 2 年間にわたり国内、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す。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。 

 

【公益事業 ３】                                           

(ア) 国内交流事業                                                                             

（１）第 28代日本さくらの女王の活動                                                 

   昨年から続いているコロナウイルス感染が全国規模で拡大した影響で、政府の感染症対策の指針に

鑑みこれまでのような親善交流活動がほとんど行なえませんでした。第 28代日本さくらの女王戸川

馨さん、志賀和佳奈さん、第 28代さくらプリンセス吉田みのりさん、細田未央さんが臨んだ数少な

い行事は以下の通りです。 

日本さくらの女王の活動 

  

（２）第 29代日本さくらの女王選出大会                          

令和 4年 2月 25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。書類審

査を通過した 16 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 29

代日本さくらの女王に油原さくらさん、前田真鈴さん、第 29代さくらプリンセスに金子暖佳さんを

選出しました。審査は、逢沢一郎氏（衆議院議員/さくら振興議員連盟会長）、安達曈子氏（花芸安達

流 2代目家元）、梅田邦夫氏（元ベトナム大使/㈱日本経済研究所上級研究主幹）、工藤園子氏（女王

委員会委員長代理）の 4名にお願いしました。 

 

(イ) 国外交流事業                                         

海外とのさくらを通じた国際親善、文化交流 

今年度もコロナウイルス感染状況が深刻なこともあり、海外との直接交流はできませんでしたが、 

アメリカには、春に行われる全米さくらの女王選出大会が 3 か月遅れの 6 月に行われることになり

戸川女王と志賀女王が応援メッセージを送りました。 

年月日 行事 開催地

令和3年4月13日 緑の羽根着用キャンペーン 総理大臣官邸

令和3年6月8日 全米さくら祭りグランドボウルへのビデオメッセージ録画送信 東京都千代田区

令和3年6月29日 オリンピック・パラリンピック聖火リレー記念さくら植樹式 千葉県松戸市

令和 3年 7月1日 同上 静岡県富士宮市

令和3年11月23日 北上展勝地開園100周年記念式典さくら植樹式 岩手県北上市

令和3年12月8日 ゆうもあ大賞表彰式 東京都港区

令和3年12月12日 フードバンク食品配布 神奈川県横浜市

令和3年12月22日 さくら功労者表彰式 東京都千代田区

令和4年2月25日 第29代日本さくらの女王選出大会 東京都港区



【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。 

 

 

                                                 

【参考】 日本さくらの会賛助会員  

令和 4.3.31現在   地方自治体：494（32都道県、3区 196市 263町村）、法人：321、個人：567名 

令和 3.3.31現在  地方自治体：498（32都道県、3区 198市 265町村）、法人：319、個人：587名  

  


