
博覧会関連記念植樹事業 実施要領 

 

（事業目的） 

高知県観光博覧会「牧野博士の新休日～らんまんの舞台・高知～」では、多くの県民の皆

様が草花を育むなど博覧会を通じた活動に広く係わることで、地域全体が元気を取り戻す

きっかけとする取り組みを推進することとしている。記念植樹を市町村や地域住民の参画

により実施し、広報することにより博覧会開催に向けた機運を醸成するとともに、博覧会 

終了後も牧野富太郎博士の功績や植樹を通じた地域活動をレガシーとして後世に残すこと

を目的とする。 

 

（事業内容） 

牧野富太郎博士の空から日本を見たら、サクラでいっぱいにしたいという思いを受け継

ぎ、桜の記念植樹を実施する市町村、自治会・町内会、任意団体等を募集する。記念植樹は

高知県内の各市町村で１カ所を目安に決定し、植樹に必要な苗木、肥料、看板を配布する。 

 

（応募の条件） 

以下を応募の条件とする。 

① 市町村、自治会・町内会、学校（ＰＴＡを含む）、民間の非営利団体等の団体が   

記念植樹の実施主体（申請者）となること（個人は対象とならない）。 

② 公共のために行う植樹であり、個人の目的ではないこと。 

③ 植樹の事前準備、植樹した苗木の育成、手入れなどの管理を継続的にできること。 

④ 市町村を介して申請書を提出すること。 

  （市町村の受付窓口は、別紙「申請書受付窓口一覧表」を参照） 

⑤ 記念植樹は参加者を募る等、できるだけ多くの人が係わるかたちで実施すること。 

⑥ 記念植樹当日に取材する場合があるが、その場合は写真撮影やインタビューに協力

すること。 

⑦ 植樹終了後１ケ月以内に実施報告書（様式２）を提出すること。実施報告書の内容

や添付資料（写真等）を当事業の広報素材として使用できること。 

 

（植樹場所の条件） 

以下を植樹場所の条件とする。 

① 植樹に適した場所であること。 

② 市町村の公共施設、住民の憩いの公園、学校、集会所周辺など、地域住民の皆様が

牧野博士の精神や功績を偲ぶことができる場所であること。 

③ 土地の所有者に植樹の許可を得ていること。 

④ 植栽箇所に当事業で植樹したことを表示する看板を設置できること。 

 



（苗木） 

記念植樹で配布する苗木は以下となる。 

① 桜の樹種と樹高（複数選択可） 

樹種 樹高 

カンヒザクラ １．０メートル程度 

サクラ属‘河津桜’ １．０メートル程度 

オオシマザクラ １．０メートル程度 ・ ２．５メートル程度 

ヤマザクラ １．０メートル程度 ・ ２．５メートル程度 

サクラ属の園芸品種（八重桜） １．０メートル程度 ・ ２．５メートル程度 

エドヒガン‘枝垂桜’ １．０メートル程度 ・ ２．５メートル程度 

‘染井吉野’ １．０メートル程度 ・ ２．５メートル程度 

サクラ属‘仙台屋’ １．０メートル程度 

サクラ属‘陽光’ １．０メートル程度 

オオヤマザクラ １．０メートル程度 

※桜以外でも牧野博士ゆかりの樹木については応相談。 

 

② 苗木の本数 

樹高１．０メートル程度の苗木の配布本数：６０本まで 

樹高２．５メートル程度の苗木の配布本数：１０本まで 

※両方希望する場合は、いずれかを選択した場合と同等の金額相当分の本数とする。 

 

（募集期間） 

 令和４年１２月１５日（木）～令和５年１月１３日（金）（必着） 

 

（実施期間） 

 令和５年２月１日（水）～令和５年４月２３日（日） 

 

（応募方法） 

 申請書（様式１）を募集期間内に各市町村の受付窓口に提出する。 

 ※団体の概要、定款、規約等の書類の提出を求める場合がある。 

 

（記念植樹の決定） 

 高知県および市町村と協議の上記念植樹を決定し、結果を通知する。必要があると認めら

れた場合には、申請書の内容に修正を加え、また条件を付す場合がある。 

 

 



 

（苗木の配達） 

 決定後、申請者と苗木の配達日時等の調整を行う。 

 

（事業に関する問い合わせ先） 

 公益社団法人高知県森と緑の会（担当：井上） 

 〒781-8010 高知県高知市桟橋通６丁目７番４３号 総合保健協会合同庁舎５階 

 電話：088-855-3905 ＦＡＸ：088-855-3906  

 Email：info@moritomidori.com  URL：https://www.moritomidori.com/  



（別紙） 

申請書受付窓口一覧表 

 

 

 

 

  

市町村 部署 郵便番号 住所 電話番号

東洋町役場 産業建設課 781-7414 安芸郡東洋町生見758-3 0887-29-3395

室戸市役所 産業振興課農林振興班 781-7185 室戸市浮津25-1 0887-22-5119

奈半利町役場 地域振興課 781-6402 安芸郡奈半利町乙1659-1 0887-38-8182

田野町役場 まちづくり推進課 781-6410 安芸郡田野町1828-5 0887-38-2813

安田町役場 経済建設課 781-6421 安芸郡安田町安田1850 0887-38-6715

北川村役場 経済建設課 781-6441 安芸郡北川村野友甲1530 0887-32-1222

馬路村役場 地域振興課 781-6201 安芸郡馬路村馬路443 0887-44-2114

安芸市役所 農林課 784-8501 安芸市矢ノ丸1-4-40 0887-35-1016

芸西村役場 産業振興課 781-5792 安芸郡芸西村和食甲1262 0887-33-2113

香南市役所 農林水産課 781-5292 香南市野市町西野2706 0887-50-3015

香美市役所 農林課林政班 782-8501 香美市土佐山田町宝町1丁目2-1 0887-52-9283

高知市役所 環境部新エネルギー・環境政策課 780-8571 高知市本町5-1-45 088-823-9209

南国市役所 農林水産課 783-8501 南国市大埇甲2301 088-880-6559

大豊町役場 産業建設課 789-0392 長岡郡大豊町津家1626 0887-72-0453

本山町役場 まちづくり推進課 781-3692 長岡郡本山町本山504 0887-76-3916

土佐町役場 農畜林振興課 781-3492 土佐郡土佐町土居194 0887-82-0484

大川村役場 むらづくり推進課林業担当 781-3703 土佐郡大川村小松27-1 0887-84-2211

土佐市役所 産業振興課 781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 088-852-7656

いの町役場 森林政策課 781-2401 吾川郡いの町上八川甲1934　吾北総合支所 088-867-2322

仁淀川町役場 産業建設課 781-1592 吾川郡仁淀川町大崎200 0889-35-1083

佐川町役場 産業振興課 789-1292 高岡郡佐川町甲1650-2 0889-22-7724

越知町役場 建設課 781-1301 高岡郡越知町越知甲1970 0889-26-1113

日高村役場 産業環境課 781-2194 高岡郡日高村本郷61-1 0889-24-4647

須崎市役所 農林水産課 785-8601 須崎市山手町1-7 0889-42-3591

中土佐町役場 農林水産課 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6663-1 0889-52-2471

四万十町役場 農林水産課林業振興室 786-8501 高岡郡四万十町琴平町16-17 0880-22-3113

津野町役場 産業課 785-0201 高岡郡津野町永野471-1 0889-55-2021

梼原町役場 森林の文化創造推進課 785-0695 高岡郡梼原町梼原1444-1 0889-65-0811

黒潮町役場 海洋森林課 789-1795 幡多郡黒潮町佐賀1092-1 0880-55-3115

大月町役場 産業振興課 788-0302 幡多郡大月町弘見2230 0880-73-1115

三原村役場 農林業建設課 787-0892 幡多郡三原村来栖野346 0880-46-2111

四万十市役所 農林水産課 787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10 0880-34-1118

宿毛市役所 産業振興課林業振興係 788-8686 宿毛市希望ヶ丘1 0880-62-1243

土佐清水市役所 農林水産課林業係 787-0392 土佐清水市天神町11-2 0880-82-1228



（様式１） 

令和  年  月  日 

公益社団法人高知県森と緑の会 

 理事長 川田 勲 様 

申請者 

住所（〒 - ） 

 

団体名 

代表者名 

電話番号 

 

博覧会関連記念植樹事業 申請書 

 

（１）記念植樹について 

実施日(予定)  令和  年  月  日 午前・午後   時～   時 

雨天等の場合の 

延期日（予定） 
令和  年  月  日 午前・午後   時～   時 

集合場所 

（所在住所を記載） 
 

植樹場所※１ 

（所在住所を記載） 
 

参加者※２ 

（人数・構成等） 
 

目的・内容※３ 

 

 

 

植裁後の 

管理計画※４ 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 



（２）桜の樹種・本数・配達について 

 

桜の樹種と本数 

桜の樹種： 

樹高： 

本数：  

苗木の配達希望日 令和  年  月  日 午前・午後   時 

配達場所 
 

電話（   －   －      ） 

受け渡し担当者 
 

電話（   －   －      ） 

備考 

 

 

 

 

（３）申請書受付窓口 

市町村 担当課名 

 

電話（   －   －      ） 

市町村 担当者名 
 

 

申請書記入にあたっての補足説明 

※１「○○公園」などの名称がある場合は、名称と所在地を記入すること。また、場所が

確認できる地図を添付し、植樹場所の簡単な植栽計画を記入すること。 

 
※２参加者の構成、予定人数を記入すること。 

（記入例：（○○地区住民〇名、〇〇学校生徒〇名、市町村職員〇名等） 

 
※３｢地域の活性化のために」、｢景観整備のために」など公共の目的であることがわかる

ように記入すること。 

 
※４植樹後、定期的に草刈りをする等の管理計画を記入してすること。 

（記入例：地域住民で年〇回程度草刈を行う）  



（様式２） 

令和  年  月  日 

公益社団法人高知県森と緑の会 

 理事長 川田 勲 様 

申請者 

住所（〒 - ） 

 

団体名 

代表者名 

電話番号 

 

博覧会関連記念植樹事業 実施報告書 

 

（１）記念植樹について 

実施日時  令和  年  月  日 午前・午後   時～   時 

植樹場所 

（所在住所を記載） 
 

参加者 

（人数・構成等） 
 

桜の樹種・樹高・本数 

 

 

 

参加者のコメント※１ 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 



（２）添付書類等 

植樹場所の実施前、実施後（看板設置カ所を含む）、植樹の様子、参加者の集合   

写真を撮影し、JPEG等のデータで提出すること。 

データ送信先：info@moritomidori.com（公益社団法人高知県森と緑の会 事務局） 

 

実施報告書記入にあたっての補足説明 

※１記念植樹の感想、牧野博士への思いや観光客に対するおもてなしの意気込みなどを記入

すること。 

 

 

  



（様式３） 

高森緑第   号 

令和 年 月 日 

 

博覧会関連記念植樹事業 決定通知書 

 

               様 

 

公益社団法人高知県森と緑の会 

理事長 川田 勲  印  

 

  令和 年 月 日付けで申請のあった博覧会関連記念植樹事業を下記のとおり決定し

たので通知します。 

 

記 

 

１ 申請者： 

 

２ 配布する苗木の樹種・樹高・本数 

 

３ 実施にあたっての留意事項 

（１）申請書の内容に変更があった場合は、その旨を速やかに連絡すること。 

（２）植樹終了後１ケ月以内に実施報告書（様式２）を提出すること。 

 

 


