
回 開催市町村 大会テーマ 備　考
昭和25年 4月3日 1 美濃市 植樹祭
昭和26年 4月4日 2 美濃加茂市 　〃
昭和27年 4月3日 3 養老郡上石津村 　〃
昭和28年 4月7日 4 恵那市 　〃
昭和29年 4月2日 5 本巣郡根尾村 　〃
昭和30年 4月10日 6 可児郡御嵩町 　〃
昭和31年 4月7日 7 揖斐郡谷汲村 　〃
昭和32年 4月7日 8 揖斐郡谷汲村 　〃
昭和33年 4月4日 9 益田郡萩原町 　〃
昭和34年 4月4日 10 多治見市 　〃
昭和35年 4月7日 11 高山市 　〃
昭和36年 4月4日 12 加茂郡八百津町 　〃
昭和37年 4月10日 13 美濃市 　〃
昭和38年 4月3日 14 本巣郡本巣町 　〃
昭和39年 4月4日 15 恵那市 　〃
昭和40年 4月6日 16 各務原市 　〃
昭和41年 4月21日 17 養老郡上石津村 　〃
昭和42年 4月20日 18 郡上郡白鳥町 　〃
昭和43年 4月20日 19 加茂郡川辺町 　〃
昭和44年 4月11日 20 関市 　〃
昭和45年 4月26日 1 不破郡垂井町、関ヶ原町 住みよさも国土の若さもみどりから みどりの祭り
昭和46年 5月2日 2 山県郡伊自良村 健康と豊かなくらし生む緑 　〃
昭和47年 4月30日 3 武儀郡板取村 しあわせもきれいな国土も緑から 　〃
昭和48年 4月28日 4 恵那郡付知町 よごれゆく国土に緑を愛の手を 　〃
昭和49年 5月25日 5 大野郡白川村 緑でつつむ豊かな郷土 　〃
昭和50年 5月2日 6 羽島市 緑が育てる豊かな未来 　〃
昭和51年 5月21日 7 郡上郡八幡町 清く豊かな緑の県土をつくろう 　〃
昭和52年 5月11日 8 益田郡金山町 伸ばそうふやそうこの緑 　〃
昭和53年 4月20日 9 瑞浪市 大地をささえる豊かな緑 　〃
昭和54年 5月23日 10 山県郡美山町 小さな手植えて広げる大きな未来 　〃
昭和55年 5月13日 11 加茂郡七宗町 豊かな緑みんなの郷土 　〃
昭和56年 5月21日 12 中津川市 大いなる未来につなぐこの緑 　〃
昭和57年 5月19日 13 吉城郡国府町 緑が生みだす力と希望 　〃
昭和58年 5月18日 14 揖斐郡池田町 みんなで緑みんなの国土 　〃
昭和59年 5月28日 15 郡上郡大和村 あふれる緑豊かな文化 　〃
昭和60年 5月23日 16 土岐市 緑がひらく明るい未来 　〃
昭和61年 5月28日 17 吉城郡古川町 つくる育てる緑の世紀 　〃
昭和62年 5月17日 18 可児市 かがやく緑明るい国土 　〃
昭和63年 5月12日 19 岐阜市 夢を育てる緑の力 　〃

開催年月日

岐阜県植樹祭・岐阜県みどりの祭り　開催年月日・開催市町村



回 開催市町村 大会テーマ 備　考開催年月日
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平成元年 4月29日 20 恵那市 緑がつくる明るい未来 　〃
平成２年 4月29日 21 益田郡小坂町 緑の大地にみんなの未来 　〃
平成３年 4月29日 22 養老郡上石津町 緑でつつもうみんなの地球 　〃
平成４年 4月29日 23 武儀郡上之保村 緑の大地夢ある国土 　〃
平成５年 4月29日 24 多治見市 まず植えよう自分の心に大きな緑 　〃
平成６年 4月29日 25 大野郡丹生川村 植えようふやそう未来の緑 　〃
平成７年 4月29日 26 本巣郡真正町 緑は地球の未来色 　〃
平成８年 4月29日 27 郡上郡和良村 つくろうよ小さな木から地球の未来 　〃
平成９年 4月29日 28 恵那郡明智町 素敵だね人と緑のシンフォニー 　〃
平成10年 4月29日 29 益田郡馬瀬村 森の中緑がゆれる笑ってる 　〃
平成11年 4月29日 30 各務原市 緑とすごそう楽しい未来　21世紀緑の回廊ネットワーク 　〃
平成12年 4月29日 31 武儀郡武儀町 創ろうよ緑でつながるぼくらの未来 　〃
平成13年 4月29日 32 瑞浪市 森林は地球を守る宝物 　〃
平成14年 4月29日 33 大野郡荘川村 たくそうよ小さな苗に大きな未来 　〃
平成15年 4月29日 34 揖斐郡大野町 ひとつぶのたねからそだつよゆめ・みどり 　〃
平成16年 4月29日 35 美濃加茂市 この手から広がれ緑豊かな未来 　〃
平成17年 4月29日 36 下呂市 ありがとう未来へつなげ森のめぐみ 　〃
平成18年 5月21日 第５７回全国植樹祭（下呂市） ありがとう未来へつなげ森のめぐみ 全国植樹祭
平成19年 4月28日 37 中津川市 つなげよう　輝く未来へ　緑のバトン みどりの祭り
平成20年 5月3日 38 大垣市 温暖化　緑で止めよう　未来のために 　〃
平成21年 5月30日 39 郡上市 広げよう　緑は地球の　宝物 　〃
平成22年 5月22日 40 土岐市 みんないきいき　緑あふれる　豊かな里山づくり 　〃
平成23年 5月21日 植樹祭５周年記念大会（下呂市） 全国植樹祭５周年記念大会
平成24年 6月9日 41 飛騨市 源流の森からの贈り物～森と共に歩み・学び・そして暮らす～ みどりの祭り
平成25年 5月18日 42 山県市 未来へ続く恵みの森づくり 　〃
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