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川上村立川上第二小学校 佐久市立望月小学校 上田女子短期大学附属幼稚園 高山村立高山小学校

東御市立北御牧小学校

中川村立中川西小学校

飯田市立龍江小学校

松本市立寿小学校

池田町立高瀬中学校山ノ内町立南小学校

岡谷市立湊小学校

高遠高等学校 南木曽町立南木曽小学校

麻績村立麻績小学校

長野盲学校小学部

中野市立科野小学校

諏訪市立中洲小学校　みどりの少年団

阿智村立阿智第二小学校

木曽養護学校小学部

小谷村立小谷小学校　みどりの少年団

　県内の242校、12,483人に参加いただき、第67回全国植樹祭の記念植樹や、学校や地域の緑化活動に�
使用する10,063本の苗木を育てていただきました。� ※参加校一覧は98、99ページ

株式会社都筑製作所

伊那市富県貝沼区 北信州森林組合

長野県シニア大学長野学部

　県民、県内の企業、団体から1,018件、20,339人に参加いただき、第67回全国植樹祭の記念植樹や地域の
緑化活動に使用する42,328本の苗木を育てていただきました。

◆苗木のスクールステイ ◆苗木のホームステイ

県民との歩み
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更級農業高等学校

塩尻市立吉田小学校 佐久市立東中学校

下高井農林高等学校

上松町立上松小学校山ノ内町立北小学校

御代田町立御代田南小学校

お鍬

上伊那地方事務所長（右）から白鳥伊那市長（左）へ長野地方事務所長（左）から加藤長野市長（右）へ

上小地方事務所長（右）から母袋上田市長（左）へ 松本地方事務所長（左）から菅谷松本市長（右）へ

　県内の園芸、農業課程を有する10校の高等学校に会場を彩る飾花を栽培していただきました。
※協力校一覧は101ページ

　全国植樹祭を全県で盛り上げるため、全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」のリレーセレモニーを開催し、
県内各地で展示しました。

　天皇皇后両陛下がお手植えの際に使われるお鍬は、県内で唯一、家具製作などを学ぶインテリア科がある
木曽青峰高等学校が木曽ヒノキを使って製作しました。

◆飾花の栽培 ◆木製地球儀リレー展示

◆お鍬の製作

　県内の学校や児童・生徒を対象に木工工作を行う団体、158校（団体）、3,256名に参加いただき、会場を
飾る2,176個の木製プランターカバーを製作していただきました。� ※製作団体一覧は100ページ

◆木製プランターカバーの製作

県民との歩み
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番号 地方事務所 学校・団体名
1

佐　久

小諸市立東小学校
2 小諸市立坂の上小学校
3 小諸市立千曲小学校みどりの少年団
4 佐久市立野沢小学校
5 佐久市立中込小学校
6 佐久市立泉小学校
7 佐久市立佐久城山小学校
8 佐久市立田口小学校
9 佐久市立望月小学校

10 小海町立小海小学校
11 川上村立川上第一小学校みどりの少年団
12 川上村立川上第二小学校みどりの少年団
13 南牧村立南牧北小学校みどりの少年団
14 南牧村立南牧南小学校
15 南相木村立南相木小学校
16 北相木村立北相木小学校
17 御代田町立御代田北小学校
18 御代田町立御代田南小学校
19 御代田町立御代田中学校
20 立科町立立科小学校
21

上　小

上田女子短期大学附属幼稚園
22 上田市立豊殿小学校みどりの少年団
23 上田市立中塩田小学校
24 上田市立西内小学校
25 上田市立武石小学校みどりの少年団
26 長野大学 里山再生学ゼミ
27 東御市立田中小学校みどりの少年団
28 東御市立祢津小学校
29 東御市立北御牧小学校みどりの少年団
30 長和町立長門小学校
31 長和町立和田小学校
32 青木村立青木小学校みどりの少年団
33

諏　訪

岡谷市立小井川小学校
34 岡谷市立湊小学校
35 岡谷市立長地小学校
36 岡谷市立上の原小学校
37 諏訪市立高島小学校
38 諏訪市立城北小学校
39 諏訪市立四賀小学校
40 諏訪市立豊田小学校
41 諏訪市立中州小学校みどりの少年団
42 諏訪市立湖南小学校みどりの少年団
43 茅野市立永明小学校
44 茅野市立北部中学校
45 下諏訪町立下諏訪北小学校みどりの少年団
46 富士見町立富士見小学校
47

上伊那

伊那市立伊那西小学校みどりの少年団
48 伊那市立西春近南小学校
49 伊那市立高遠北小学校
50 伊那市立高遠高等学校
51 駒ヶ根市立中沢小学校みどりの少年団
52 看護大学
53 辰野町立辰野東小学校みどりの少年団
54 辰野町立辰野南小学校
55 辰野町立川島小学校みどりの少年団
56 箕輪町立箕輪西小学校
57 飯島町立飯島中学校
58 南箕輪村立南箕輪小学校
59 南箕輪村立南部小学校みどりの少年団
60 中川村立中川東小学校
61 中川村立中川西小学校みどりの少年団

番号 地方事務所 学校・団体名
62 上伊那 宮田村立宮田小学校
63

下伊那

飯田市立丸山小学校
64 飯田市立浜井場小学校
65 飯田市立三穂小学校みどりの少年団
66 飯田市立龍江小学校
67 飯田市立上久堅小学校みどりの少年団
68 飯田市立鼎小学校
69 飯田市立千代みどりの少年団
70 飯田市立千栄みどりの少年団
71 飯田市立上村みどりの少年団
72 飯田市立南信濃みどりの少年団
73 飯田市立遠山中学校
74 下伊那農業高等学校
75 飯田技術専門校
76 松川町立松川中央小学校
77 松川町立松川北小学校
78 松川町立松川中学校
79 高森町立出原みどりの少年団
80 阿南町立大下条小学校
81 阿南町立富草小学校
82 阿南町立阿南みどりの少年団
83 阿智村立阿智第二小学校みどりの少年団
84 平谷村立平谷みどりの少年団
85 根羽村立根羽小学校みどりの少年団
86 下條村立下條中学校
87 売木村立売木みどりの少年団
88 天龍村立天龍みどりの少年団
89 喬木村立喬木第二小学校みどりの少年団
90 豊丘村立豊丘南小学校
91 豊丘村立豊丘北小学校
92

木　曽

上松町立上松小学校
93 南木曽町立南木曽小学校
94 木曽町立福島小学校みどりの少年団
95 木曽町立開田中学校みどりの少年団
96 木曽青峰高等学校
97 木曽養護学校
98 木祖村立木祖小学校
99 木祖村立木祖中学校

100 王滝村立王滝小学校みどりの少年団
101

松　本

松本市立源池小学校
102 松本市立旭町小学校
103 松本市立田川小学校
104 松本市立清水小学校
105 松本市立中山小学校
106 松本市立寿小学校
107 松本市立明善小学校
108 松本市立今井小学校
109 松本市立本郷小学校
110 松本市立四賀小学校
111 松本市立奈川小学校みどりの少年団
112 松本市立安曇小中学校
113 信州大学教育学部附属松本小学校
114 松本市立菅野中学校
115 塩尻市立塩尻東小学校
116 塩尻市立塩尻西小学校
117 塩尻市立片丘小学校みどりの少年団
118 塩尻市立宗賀小学校みどりの少年団
119 塩尻市立広丘小学校
120 塩尻市立吉田小学校
121 塩尻市立洗馬小学校みどりの少年団
122 塩尻市立木曽楢川小学校

番号 地方事務所 学校・団体名
123

松　本

安曇野市立明南小学校
124 安曇野市立明北小学校みどりの少年団
125 安曇野市立豊科南小学校みどりの少年団
126 安曇野市立穂高北小学校みどりの少年団
127 安曇野市立豊科東小学校
128 安曇野市立穂高南小学校みどりの少年団
129 安曇野市立穂高西小学校
130 安曇野市立堀金小学校
131 安曇野市立明科中学校
132 安曇野市立豊科南中学校
133 安曇野市立三郷中学校
134 麻績村立麻績小学校
135 山形村立山形小学校
136 朝日村立朝日小学校みどりの少年団
137 筑北村立本城小学校みどりの少年団
138 筑北村立坂北小学校みどりの少年団
139 筑北村立坂井小学校
140

北安曇

大町市立大町西小学校
141 大町市立大町北小学校
142 大町市立八坂小学校
143 大町市立美麻小中学校
144 大町市立仁科台中学校
145 池田町立池田小学校
146 池田町立会染小学校
147 池田町立高瀬中学校
148 松川村立松川村みどりの少年団
149 白馬村立白馬南小学校
150 白馬高校
151 小谷村立小谷小学校みどりの少年団
152 小谷村立小谷中学校みどりの少年団
153

長　野

長野市立鍋屋田小学校
154 長野市立湯谷小学校
155 長野市立朝陽小学校
156 長野市立徳間小学校
157 長野市立浅川小学校
158 長野市立芋井小学校
159 長野市立安茂里小学校
160 長野市立篠ノ井西小学校
161 長野市立信里小学校
162 長野市立塩崎小学校
163 長野市立松代小学校
164 長野市立西条小学校
165 長野市立豊栄小学校
166 長野市立寺尾小学校
167 長野市立保科小学校
168 長野市立昭和小学校
169 長野市立川中島小学校
170 長野市立信田小学校
171 長野市立更府小学校
172 長野市立青木島小学校
173 長野市立真島小学校
174 長野市立七二会小学校
175 長野市立豊野東小学校
176 長野市立大岡小学校
177 長野市立戸隠小学校
178 長野市立戸隠小学校みどりの少年団
179 長野市立鬼無里小学校
180 長野市立信州新町小学校
181 長野日本大学学園長野小学校
182 長野市立西部中学校
183 長野市立三陽中学校

番号 地方事務所 学校・団体名
184

長　野

長野市立東北中学校
185 長野市立北部中学校
186 長野市立篠ノ井東中学校
187 長野市立篠ノ井西中学校
188 長野市立広徳中学校
189 長野市立戸隠中学校
190 長野市立大岡中学校
191 長野市立信州新町中学校
192 長野西高等学校中条校
193 更級農業高等学校
194 長野盲学校
195 長野ろう学校
196 ガールスカウト長野県第41団
197 須坂市立須坂小学校
198 須坂市立小山小学校
199 須坂市立森上小学校
200 須坂市立日滝小学校
201 須坂市立豊洲小学校
202 須坂市立日野小学校
203 須坂市立井上小学校
204 須坂市立高甫小学校
205 須坂市立旭ヶ丘小学校
206 須坂市立仁礼小学校
207 須坂市立豊丘小学校
208 須坂市立常盤中学校
209 須坂市立東中学校
210 千曲市立屋代小学校
211 千曲市立治田小学校
212 千曲市立八幡小学校
213 千曲市立上山田小学校
214 千曲市立戸倉小学校
215 千曲市立五加小学校
216 千曲市立屋代中学校
217 屋代高等学校附属中学校
218 千曲市立埴生中学校
219 千曲市立更埴西中学校
220 屋代南高等学校
221 稲荷山養護学校
222 坂城町立坂城小学校
223 坂城町立南条小学校
224 坂城町立村上小学校
225 小布施町立栗ガ丘小学校
226 小布施町立小布施中学校
227 高山村立高山小学校
228 高山村立高山中学校
229 信濃町立信濃小中学校
230 飯綱町立牟礼西小学校
231 飯綱町立三水第一小学校
232 飯綱町立三水第一小みどりの少年団
233 飯綱町立三水第二小学校
234 小川村立小川小学校
235 小川村立小川小学校みどりの少年団
236

北　信

中野市立科野小学校みどりの少年団
237 飯山市立秋津小学校
238 飯山市立木島小学校
239 山ノ内町立西小学校
240 山ノ内町立南小学校
241 山ノ内町立北小学校
242 栄村立栄小学校みどりの少年団

苗木のスクールステイ参加校一覧
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地方事務所 団　体　名

佐　久

佐久市立田口小学校

佐久市立東中学校

御代田町立御代田南小学校

上　小

丸子修学館高等学校

森の学校実行委員会

上小地区みどりの少年団交流集会

上伊那

赤穂高等学校

辰野町立辰野中学校

宮田村立宮田小学校

宮田村立宮田中学校

木　曽

上松町立上松小学校

木曽町立開田小学校

木曽町立開田中学校

木曽養護学校

王滝村立王滝小学校

みどりの少年団木曽地区交流集会

林業大学校

わくわく隊（大桑村社会福祉協議会）

松　本

松本市立鎌田小学校

松本市立清水小学校

松本市立今井小学校

松本市立波田中学校松原分校

松本美須々ヶ丘高等学校

松本ろう学校

塩尻市立吉田小学校

塩尻志学館高等学校

山形村立山形小学校

筑北村立坂井小学校

みどりの少年団松本地区協議会

地方事務所 団　体　名

長　野

長野市立鍋屋田小学校

長野市立大豆島小学校

長野市立篠ノ井東小学校

長野市立松代小学校

長野市立三陽中学校

長野市立豊野中学校

長野東高等学校

長野工業高等学校

長野西高等学校中条校

長野女子高等学校

長野盲学校

長野市立博物館

みどりの少年団長野地区交流集会

須坂市立相森中学校

須坂東高等学校生徒会

千曲市立上山田小学校

千曲市立戸倉上山田中学校

高山村立高山小学校

飯綱町立飯綱中学校

北　信

みどりの少年団北信地区協議会

北陸新幹線飯山市開業イベント実行委員会

山ノ内町立西小学校

山ノ内町立北小学校

木島平村立木島平小学校

野沢温泉村立野沢温泉小学校

学　校　名
佐久平総合技術高等学校

丸子修学館高等学校

富士見高等学校

上伊那農業高等学校

下伊那農業高等学校

イベント名

平成27年度ふるさとの森づくり県民の集い（第66回長野県植樹祭）～第67回全国植樹祭1年前イベント～

県庁見学イベント「夏休みみんなで学ぼうながのけん」～今年はぐるぐるめぐって健康スペシャル～

夏休み子どもふれあいDAY

みどりの少年団県交流集会

学　校　名
塩尻志学館高等学校

南安曇農業高等学校

更級農業高等学校

須坂園芸・須坂創成高等学校

下高井農林高等学校

展示期間 展示場所

平成27年

5 月30日    （出張展示） 大町市鹿島槍スポーツヴィレッジ

5 月30日 ～ 6 月12日 大町市役所

6 月15日 ～ 6 月26日 池田町役場

6 月29日 ～ 7 月 3 日 北安曇地方事務所

7 月 6 日 ～ 7 月17日 岡谷市役所

7 月21日 ～ 7 月31日 諏訪地方事務所

7 月26日    （出張展示） 小谷村栂池高原

8 月 4 日 ～ 8 月21日 上田市役所

8 月22日 ～ 8 月23日 長野市多目的スポーツアリーナ ビッグハット

8 月24日 ～ 8 月28日 上小地方事務所

8 月31日 ～ 9 月11日 小海町役場

9 月14日 ～10月 2 日 佐久地方事務所

10月 3 日 ～10月 4 日 千曲市長野県立歴史館

10月 5 日 ～10月13日 JR飯山駅

10月13日 ～10月19日 飯山市道の駅花の駅・千曲川

10月19日 ～10月23日 中野市役所

10月23日 ～10月26日 野沢温泉村役場

10月26日 ～10月28日 山ノ内町役場

10月28日 ～11月 2 日 北信地方事務所

11月 3 日    （出張展示） JR飯山駅

11月 4 日 ～11月13日 松本地方事務所

11月16日 ～11月27日 松本市役所

12月 1 日 ～12月11日 南木曽町役場

12月14日 ～12月25日 木曽地方事務所

平成28年

1 月 4 日 ～ 1 月15日 長野地方事務所

1 月15日    （出張展示） 県庁

1 月18日 ～ 1 月29日 長野市役所

2 月 1 日 ～ 2 月12日 上伊那地方事務所

2 月15日 ～ 2 月26日 伊那市役所

2 月29日 ～ 3 月11日 下伊那地方事務所

3 月14日 ～ 3 月25日 松川町役場

3 月25日 ～ 6 月 3 日 県庁

木製プランターカバー製作団体一覧 飾花栽培協力校一覧

木製プランターカバー製作イベント一覧

木製地球儀リレー展示先一覧
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