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平成２８年度 事業報告（２８.１～２８.１２） 

 

１ 会員の動向について 

正会員  入会 ㈱石原工務店（平成２８年４月１日） 

賛助会員 入退会なし              

  現会員数： 正社員２９社  賛助会員 １０社 

 

２ 緑化推進に向けた取り組み 

   （１）「全国都市緑化フェア」の長野県開催について 

    近隣県での「全国都市緑化フェア」に協会員が参加したことを契機に都市緑化

の意識高揚を図るため長野県での開催に向けて要望してきたところである。 

この度、国土交通大臣の同意がなされ正式に決定した。 

   ■フェア概要 

    主催：長野県・松本市・大町市・塩尻市・安曇野市・（公財）都市緑化機構 

    開催時期：平成３１年４月中旬から６月中旬を基本とする 

    会場：メイン会場【松本・塩尻会場】県営松本平広域公園 

       サブ会場 【安曇野・大町会場】国営アルプスあづみの公園 

   ■これまでの経過 

平成２５年６月 知事、建設部長に対し要望 

平成２６年６月 知事、建設部長、県議会に対し要望 

平成２７年６月 知事、建設部長、県選出国会議員に対し要望 

    平成２７年８月 知事、中信４市長が招致に向けた取組表明 

    平成２８年４月 基本構想策定開始（会長委員で参加） 

    平成２８年９月 国土交通大臣同意・知事開催決定公表 

■ 今後の予定 

    ・基本計画の策定（会場設計、会場整備等） 

・実行委員会の設立（県造協も構成団体の一員で参加） 

（２）「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」（中信支部） 

１０月１日松本平広域公園総合球技場「アルウィン」の芝生フィールドを開放し 

施設の紹介と天然芝の心地良さを体感してもらうイベントと併せて「芝の日」をアピ

ールした。 

   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 

   ■実施内容：芝育成キット（芝弁当）の配布（家庭で芝を育ててもらう） 
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公園、園庭の芝生化事例のパネル紹介、芝の相談会 等 

   ■参加人員：２００名 

（３）「街路樹の日」推進大会 ～美しい街は 美しい街路樹から～（北信支部） 

 １０月１９日街路樹を大切にする啓発活動を南長野運動公園 総合球技場記者 

会見室で実施した。 

共催：（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 

   長野県造園施工管理技士会、NPO 法人長野市環境緑化協力会、 

長野造園事業協同組合 

 ■実施内容：①「街路樹あれこれ」（街路樹の役割、写真集）の映像上映 

       ②講演「暮らしを楽しむ信州ガーデニング」講師 越 洋子氏 

       ③街路樹剪定の様子の映像上映 

 ■参加人員：市民・行政・造園関係者など７０名 

 （４）中国大使館緑化ボランテア 

２月２６日（参加者４名）と６月３０日（参加者４名）に中国大使館の庭園の手入れ

に参加した。 

（５）校庭・園庭等芝生化の推進 

  県、市町村に対し園庭、校庭等の芝生化の推進を提案した。 

   松本市、東御市、岡谷市、塩尻市、大町市、千曲市、山ノ内町で園庭の芝生化の取り

組みが行われている。今年度新たに駒ケ根市で行われた。また山形村で小学校の校庭、

川上村、高森町でグランドの芝生化の事業が行われた。 

（６）日本造園学会全国大会松本大会参加 

５月２７日～２９日日本造園学会全国大会が信州大学松本キャンパスで行われた。

県造協は企画展示部門で「園庭校庭の芝生化について」をテーマに出展した。 

 主催：日本造園学会  後援：長野県、松本市、信州大学他造園関係団体 

 県造協は大会運営委員会委員としても参加 

■ 実施内容：「文化財を活かしたランドスケープ・プランニングと地域創生」を

メインテーマにした公開シンポジウム、研究発表会、ミニフォーラム等 

■ 参加人員 約５００人 県造協ブース来訪者約２００名 

 （７）「全国植樹祭ながの２０１６」協力、参加 

   協賛金での協力をはじめ苗木のホームステイ事業、２００日前イベント、県内各

地で行われた県民植樹、６月５日の式典行事などに様々な形で参加、協力をした。 

（８）信州バザール参加 

   １１月５日、６日信州の木材を使った住宅をアピールする第１回の「信州バザー

ル」がやまびこドームで開催され、県造協に出展要請があり「庭造りはおまかせ

ください！」と題したブースで出展した。 

  主催：信州バザール実行委員会 主管：（一社）信州木造住宅協会 

     後援 長野県、松本市、塩尻市、安曇野市 他関係機関 
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■ 実施内容：「手作りを」をメインテーマに開催され、信州木造住宅協会メンバ

ーの工務店、暮らしのメーカー関係がブース出展した。 

■ 参加人員 約４０００人 県造協ブース来訪者 約４０名   

 

３ 協会の運営基盤の強化 

（１） 国・県などへの要望活動など 

■４月１３日 県庁 

  県庁新任部課長を表敬し造園業の諸情勢に関しての懇談を行った。 

■４月１３日  上田建設事務所 

建設事務所長と造園業の諸情勢について懇談を行った。 

   ■４月１３日 長野国道事務所 

    新任の吉見精太郎所長、西村副所長に表敬訪問を行った。 

   ■６月１６日  県庁 

建設部、林務部、環境部、教育委員会、県民生活部に対して要望活動を行った。 

要望内容：造園工事の分離発注、維持管理予算の確保、校庭・園庭の芝生化の推進、 

街路樹剪定士・植栽基盤診断士の活用、都市緑化フェアの誘致 

木を大切にする県民運動の推進 など 

■６月１６日  長野国道事務所 

吉見精太郎所長に対して要望活動を行った。 

要望内容：造園工事の分離発注、造園資格の活用、維持管理予算の確保など 

 ■６月２２日 長野県東京事務所表敬 

    所長、国土交通省担当から２８年度緑化関係予算についてレクチャーを受けた。 

   ■６月２２日 国土交通省都市局 

    公園緑地・景観課 町田誠課長、同望月国際緑地環境対策官（前国営アルプスあづ

みの公園所長）を表敬し都市緑化フェアなど緑化施策について意見交換を行った。 

   ■８月２６日 県庁 

    都市・まちづくり課へ「県都市公園における造園専門業者の活用」について 

森林づくり推進課へ「松くい虫枯損木への県造協の協力」について要望活動を 

行った。 

   ■１０月３１日 

    （一社）日本造園建設業協会と連携して長野県選出自由民主党議員に対し 

    自民党都市公園緑地等整備促進議員連盟への加入促進活動を行った。 

   ■１２月１８日 

    自由民主党政経懇談会へ正副会長が参加した。 

    ・参議院議員選挙での若林健太候補、足立としゆき候補（元国土交通省技監）の 

選挙関係行事に協力参加した。 
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 （２）県立の専門高校の担当教諭との意見交換会 

９月２９日に造園業界の次代を担う人材を確保とカリキュラムの在り方について 

造園等の学科を持つ県立の専門高校等の担当教諭と当協会役員との意見交換会を行

った。 

参加校： 県教委教学指導課、林業大学校、下伊那農業、下高井農林、須坂園芸、 

丸子修学館、東御清翔、佐久平総合技術、南安曇農業 

（３）関東甲信造園建設業協会協議会への参加 

   １０月１４日に埼玉県で関東甲信造園建設業協会協議会が開催された。 

各県の造園建設業協会役員が６７名出席、本県は山嵜会長以下４名が出席した。 

今回は造園工事業に係る「人材育成」への各都県の取り組みについて事例発表、意見 

交換が行われた。 

 

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）事前講習会の開催 

期 日：７月６日（水）、７日（木） 

場 所：松本市 「松筑建設会館」 

受講者：１２名（２級 １２名） 

講 師：松本朗氏 萩野淳司氏 森田弘行氏（一造会正副会長） 

（２）一級造園施工管理技士実地試験事前講習会の開催 

期 日：１１月１０日（木） 

場 所：松本市 「松筑建設会館」 

受講者：５名 

講 師：森田弘行氏（一造会副会長） 

（３）街路樹剪定士更新研修会の開催 

期 日：９月２４日（土） 

場 所：松本市 「アルウィン会議室」 

受講者：１５名 

講 義：視聴教材による （立ち合い）斎藤福男氏（街路樹剪定士指導員） 

（４）街路樹剪定士認定研修会・試験の開催 

期 日：１１月８日（火）・・学科研修、学科試験 

    １１月９日（水）・・実技研修、実技試験 

場 所：松本市 アルウィン会議室、松本平広域公園 

受講者：９名 

講 師：坂戸広三氏、奥原正司氏、福士正幸氏、斎藤福男氏 

    実技主任判定員 仲村清輝氏（山梨県） 
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５ 総会、役員会、委員会等 

（１）総 会 

   期 日：２月１９日（金）  場 所：長野市「ホテル国際２１」 

総 会：２７年度事業報告・決算、２８年度事業計画・予算、役員改選等 

式 典：表彰、来賓祝辞等 

講 演：「チャレンジ」～７２歳の大学院生～ 望月 宗敬氏 

（国際ロータリー第２６００地区ガバナー） 

（２）役員会、正・副会長会 

  ■第１回役員会・監査会  １月２５日 長野市 長建ビル 会議室 

   ・平成２７年度の監査 

   ・平成２８年度総会提出議案について等 

  ■第２回役員会  ３月２３日 松本市野球場 会議室) 

   ・会員入退会について 

・公益目的支出計画実施報告書について 

   ・平成２８年度研修計画につて 

   ・造園学会について 等 

  ■第３回役員会  ５月２８日 （松本市野球場 会議室） 

   ・国・県の行政機関、国会議員への陳情について 

   ・「街路樹の日」、「芝の日について 

・信州木造協会「信州バザール」について 等 

  ■第４回役員会  ８月２６日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・関東甲信造園建設業協会協議会（埼玉開催）について 

・木を大切にする県民運動について 

   ・都市緑化信州フェア基本構想（案）について 

   ・造園技術フォーラム参加について 

   ・県立専門学校との意見交換会について等 

  ■第５回役員会 １２月１６日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・平成２８年度事業報告及び決算について 

   ・平成２９年度事業計画、予算について 

・総会運営について 

   ・自民党都市公園緑地等整備促進議員連盟について 等 

 

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：藤巻司郎） 

    総会 ６月２２日 東京都（グランドアーク半蔵門） 

・平成２７年度事業報告・決算、平成２８年度事業計画・予算等承認 
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・各委員会の活動報告、２０１６重点活動を決議 

造園技術フォーラム １０月２６日 東京都（豊洲シビックセンター） 

・造園技術や造園技術について全国各地の代表者が意見発表 

 ・藤原哲司さん（信州グリーン）が「ドローンを使った樹木管理」で発表 

   ■日本造園建設業協会関東甲信総支部（総支部長：加勢充晴） 

    総会 ５月１２日 東京都（渋谷東武ホテル） 

・平成２７年度事業報告・決算、平成２８年度事業計画・予算等承認 

・関東地方整備局との意見交換会 

 ■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２８日 松本市（松本市野球場 会議室） 

・平成２７年度事業報告・決算、平成２８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：奥原正司 会員数３３社１８５名） 

    総会 ７月２１日  松本市（アルウィン 会議室） 

  ・平成２７年度事業報告・決算、平成２８年度事業計画・予算等承認、役員改選 

（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２８日 松本市（松本市野球場 会議室） 

・平成２７年度事業報告・決算、平成２８年度事業計画・予算等承認、役員改選 

（４）その他関係団体、関係行事など 

■２０１６「信州造園人」新年の集い  １月２８日 松本東急 REI ホテル 

 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を 

 図った。  

■長野県建設産業団体連合会 

    協議会 ２月３日 長野市 事務局長出席 

理事会 ５月１３日  長野市 欠席 

    総 会 ６月１日） 長野市 坂戸副会長出席 

■松本日中友好協会 

 春節祝賀会 ２月６日  松本市 藤原副会長出席 

 定期総会  ５月１５日  松本市 藤原副会長出席 

■松くい虫防除対策協議会 

 ２月８日  長野市 欠席 

■長野造園事業協同組合 

 総会 ２月２３日  長野市 坂戸会長出席 

■（一社）日本造園組合連合会長野県支部 

総会 ４月２０日  伊那市 八木澤監事出席 

   ■長野県造園技能検定推進委員会 

    総会 ５月１０日  長野市 事務局長出席 

    １・２級技能検定講習・実技練習激励会 ７月９日 松本市 八木澤監事出席 
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   ■信州豊かな環境づくり県民会議 

    総会 ５月１１日  長野市 欠席 

   ■（公財）長野県緑の基金 

    理事会 ６月８日  長野市 欠席 

   ■（一社）長野県建築士事務所協会 

    総会 ６月６日  長野市 坂戸副会長 

   ■国営アルプスあずみの公園及び周辺地域整備促進期成同盟会 

    総会 ８月２４日  大町市 事務局長 

   ■建設業に係る法令遵守講習会 

    １１月１４日  松本市 事務局 

 


