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令和２年度 事業報告（令２.１～令２.１２） 

１ 会員の動向について 

退  会： ㈱金森建設（令和２年１月１退会） 

      ㈱あかね苑（令和２年７月１０日退会） 

現会員数： 正会員２６社  賛助会員 ８社 

２ 緑化推進に向けた取り組み 

  街路樹の事業について 

  １）街路樹点検事業（令和元年度新規事業） 

   県建設部と連携して「まちなかの緑」を健全に保つことを目的に街路樹と公園樹木

の点検を行う事業。 

■昨年は北信支部が長野建設事務所と連携し長野市の 3 ヶ所で実施 

今年度は松本建設事務所と中信支部が計画したが新型コロナの影響よる準備 

不足で来年度に実施することとした。 

２）「街路樹の日」推進大会の開催（北信支部） 

新型コロナ感染拡大防止のため実施せず。 

 代わりに街路樹の啓発広告を信濃毎日新聞社に掲載した。 

■掲載日： １０月１６日（街路樹の日） 

■掲載内容： 全県版 ５段半 カラー  

ＮＰＯ法人長野県環境緑化協力会 、日造協長野県支部 

松本市緑化協会と共催で行った。 

（２）芝の事業について 

１）「芝の日」の事業（中信支部） 

～芝生の上をはだしで走ろう！～「アルウィン無料開放」 

■日時・場所：１０月４日（日） 松本平広域公園総合球技場「アルウィン」 

■実施内容：「アルウイン」の芝生フィールドを開放し天然芝の心地良さを体感して

もらい芝をアピールする。 参加人員 ２００名７ 

芝育成キットの配布、公園・園庭の芝生化事例のパネル紹介、 

芝の相談会 等 

■共催：長野県、ＴＯＹＢＯＸ信州スカイサービスセンター、松本市、松本市緑化協会 

    （一社）日本造園建設業協会長野支部、ＮＰＯ法人長野県環境緑化協力会 

   ２）校庭・園庭等芝生化の推進 

    県、市町村に対し園庭、校庭の芝生化、また観光振興、地域づくり等に芝生のグラ

ンドの活用を提案している。新たに下条村が検討に入った。 

   ・園庭の芝生化 松本市、東御市、岡谷市、塩尻市、大町市、千曲市、駒ケ根市、 

山ノ内町 

・校庭の芝生化 山形村小学校、松本市内の小中学校 

・芝生グランドの整備 佐久市、川上村、高森町 
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   ３）福祉就労拡大モデル構築事業（令和元年度新規事業）  

  福祉就労拡大モデル構築事業補助金交付要綱（県健康福祉部長通知）よる事業。 

県造協技術指導のもと障がい者の就労の場を図り、農業高校に芝生産システムを

学んでもらうとともに県造協として芝普及と販路拡大を目指す。 

 ■令和元年度 事業採択 芝生産開始（7 月、3500 ㎡） 育成管理  

■本年度   補助金受取  育成管理  販売 200 ㎡（＠2,500 円）  

    （３）中国大使館緑化ボランテア 

新型コロナ感染拡大防止のため実施せず。 

３ 協会の運営基盤の強化 

（１） 国・県などへの要望活動など 

   新型コロナ感染拡大防止の観点から 人事異動後の行政機関への表敬や例年行って

いる県庁、長野国道事務所はじめ関係機関への要望、訪問は極力控えた。 

   そんな中ポイントを絞って下記の取り組みを行った 

   行政への要望関係 

■７月１７日 福祉就労拡大モデル構築事業の芝生について活用するようセールス

した。（安曇野市長、大町市長） 

■１０月１５日 福祉就労拡大モデル構築事業の芝生について活用するようセール

スした。（松本建設事務所長） 

■１２月１１日 福祉就労拡大モデル構築事業の芝生について活用と分離発注につ

いて（県建設部長、施設課長） 

政治・選挙関係 

■１０月３１日 小松ゆたかを励ます会（当初２月２９日に予定され延期） 

（欠席・パーティー購入） 

■１１月２４日 足立としゆき（国土交通省出身、参議院議員）国政セミナーの開催 

        （欠席・パーティー購入） 

 （２）県立の専門高校の担当教諭との意見交換会 

新型コロナ感染拡大防止のため実施せず。 

 （３）関東甲信造園建設業協会協議会への参加 

   今年度は茨城県が当番県であったが新型コロナ感染拡大防止のため一同に会しての

協議会ではなく各県から提案された課題について文書よる意見交換を行った。 

① 各都県における指定管理制度の現状について ②森林環境税について 

③ 今後の造園建設業の在り方について ④会員拡大の取り組みについて 

⑤ 造園業務委託における最低制限価格制度の導入について 等 

（４）公益目的支出計画変更認可申請（臨時事業） 

  当協会は緑化の啓発や研修など公益的な事業を行っていることで「一般社団法人」 

  としての認可を受けており毎年県へ実施状況を報告している。 

  平成 24 年の認可時 ９年間で 22,262,864 円を実施する計画が令和元年度現在

3,394,549 円が未達成であり計画期間の延長を申請した。 



3 
 

    令和２年１１月１９日県の審議会の審査を経て知事から令和５年度までの５年間

の期間延長の認可が下りた。 

４ 研修会、講習会等の開催について 

（１）造園施工管理技術試験（１級、２級）事前講習会 

    ７月８日、９日で計画したが受講希望者少なく休講とした。 

（２）一級造園施工管理技士実地試験事前講習会の開催 

１１月５日で計画したが受講希望者がなく休講とした。 

（３）街路樹剪定士更新研修会 

実施方法が新型コロナウイルス感染拡大防止や更新者の更新にかかる時間的、 

費用的負担の軽減を図るため実施方法が変更となった。 

・９月に松本市で実施 ➜ １０月～１月 本部とオンラインによる映像講義 

   （約３時間半）                （約２時間半） 

   ・受講料 会員 15,000 円（非会員 25,000 円）➜ 12,000 円  

                        （オンライン受講できない場合は 13,500 円） 

★長野県街路樹剪定士 ３７２名（うち資格未更新者 １４１名） 

（４）街路樹剪定士認定研修会・試験の開催 

期 日：１０月２９日・・学科研修、学科試験 

 １０月３０日・・実技研修、実技試験 

場 所：松本市 やまびこドーム会議室、松本平広域公園広場 

受講者：１２名（合格者１０名） 

講 師：坂戸広三氏、岩下正行氏、福士正幸氏、斎藤福男氏 

    主任判定員 仲村清輝氏（山梨県） 

 （５）ロープ高所作業＆墜落制止用具特別講習会 

   期 日：１０月８日（学科） １０月９日（実技） 

（５月１１日、１２日で計画したがコロナの為日程を変更） 

   場 所：松本市 やまびこドーム会議室、やまびこドーム北側広場（雨のため） 

   受講者：３２名（県造協、日造協長野県支部会員に限定） 

   講 師：日造協 野村徹郎技術・調査部長 

 （６）街路樹剪定士指導員の育成 

   長野県には街路樹剪定士が８名いるが高齢化が進み後進の育成を図る必要があり 

   日造協が主催する「街路樹剪定士指導員研修会」へ東日本建設業保証㈱からの特例助

成を得て２名の派遣を計画した。（３月２・３日、東京都） 

   新型コロナ感染拡大防止のため今年度は中止となった。 

 （７）全国都市緑化広島フェア視察研修 

   ４月２３日、２４日で計画したが（参加希望者 県造協１１名、技士会４名） 

新型コロナ感染拡大の影響で中止した。 
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５ 総会、役員会、委員会等 

（１）総 会 

  期 日：２月１４日（金）   

場 所：長野市「ホテル国際２１」 

総 会：令和元年度事業報告・決算、令和２年度事業計画・予算等 

式 典：表彰、来賓祝辞等 

講 演：一部「街路樹点検事業」報告 発表者 花﨑哲也氏（当協会役員） 

   二部「都市緑化の今後について」 

講師 猿田吉秀氏 （長野県建設部都市・まちづくり課長） 

（２）役員会、正・副会長会 

  ■第１回役員会・監査会 １月１７日（長野市 長建ビル会議室） 

   ・令和元年度の監査 

   ・平令和２年度総会提出議案について 等 

  ■第２回役員会 ２月１４日（長野市 ホテル国際２１） 

   ・総会運営について 

   ・令和２年度研修計画について 等 

  ■第３回役員会 ５月２５日（ 松本市松筑建設会館 会議室） 

   ・令和２年度主要事業について（街路樹の日、芝の日、研修事業等） 

・国・県の行政機関、国会議員への陳情について 

   ・当面する諸課題について 等 

  ■第４回役員会 １０月９日（やまびこドーム会議室） 

   ・公益目的支出計画変更認可申請について 

・ロープ高所作業＆墜落制止用具特別講習会について 

・街路樹剪定士認定講習会について 

  ■第５回役員会 １２月１１（長野市 ホテル国際２１） 

   ・令和２年度事業報告及び決算について 

   ・令和３年度事業計画、予算について 

・総会運営について 

６ 造園関係団体との連携 

（１）（一社）日本造園建設業協会（県支部、総支部、本部） 

   ■日本造園建設業協会本部（会長：和田新也） 

    新型コロナ感染拡大防止のため通常総会は書面表決で実施 

・令和元年度事業報告・決算、令和２年度事業計画・予算等承認 

・各委員会の活動報告、２０２０重点活動を決議 ・役員の改選 

   ■日本造園建設業協会関東甲信総支部（総支部長：加勢充晴） 

    新型コロナ感染拡大防止のため支部長、事務局長会は書面表決で実施 

・令和元年度事業報告・決算、令和２年度事業計画・予算等承認 

・役員の改選 
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 ■日本造園建設業協会長野県支部（支部長：山嵜信幸 会員数１１社） 

    総会 ５月２５日 松本市 松筑建設会館 

・令和元年度事業報告・決算、令和２年度事業計画・予算等承認 

 （２）長野県造園施工管理技士会（会長：藤原哲司 会員数３１社１７０名） 

   総会 ７月１５日  松本市 松筑建設会館 

 ・令和元年度事業報告、決算  令和２年度事業計画、予算等承認 

 ・講演会 信州中信平の庭園と庭師 塩原健氏 

（３）ＮＰＯ法人 長野県環境緑化協力会（理事長：山嵜信幸 会員数７社５名） 

   総会 ５月２５日 松本市（松本市 松筑建設会館） 

・令和元年度事業報告・決算、令和２年度事業計画・予算等承認 

（４）その他関係団体、関係行事など 

  ■２０２０「信州造園人」新年の集い １月２３日 （ホテルブエナビスタ） 

 松本市緑化協会が代表世話人となって造園関係者が一堂に会し造園業界の団結と 

 交流を図った。阿部知事、県建設部長、日造協本部役員等１３５名出席 

■松くい虫防除対策協議会 ３月２４日 長野市 事務局長出席 

■長野造園事業協同組合 総会 １月２３日 長野市 花﨑副会長出席 

■長野県建設産業団体連合会 

    協議会 ２月２６日 長野市 欠席 

理事会 ５月１３日 長野市 欠席 

    総 会 ６月４日  長野市 欠席 

   ■（公財）長野県緑の基金  

新型コロナ感染拡大防止のため理事会は書面表決で実施 

   ★理事長交代 宇都宮保 ➜ 中條智子 

   ■建築士会 新型コロナ感染拡大防止のため会員のみで実施 

■（一社）日本造園組合連合会長野県支部総会 

 新型コロナ感染拡大防止にため会員のみで実施 

   ■長野県造園技能検定推進委員会 

    総会 新型コロナ感染拡大防止のため中止 

    造園技能検定試験 前期は中止 後期は学科のみ実施 

 ■松本日中友好協会 定期総会  ７月１３日 松本市 藤原副会長出席 

■信州豊かな環境づくり県民会議 総会 書面表決 

    


