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平成３０年度 事業報告（３０.１～３０.１２） 

 

１ 会員の動向について 

 

正会員  退会 ㈲タカギ（３０年３月１日） 

賛助会員 退会 ㈱ランバーテック（３０年５月３１日）            

     現会員数： 正会員２９社  賛助会員 ８社 

 

 

２ 緑化推進に向けた取り組み 

   

（１） 第３６回「全国都市緑化信州フェア」の開催について 

       ～信州花フェスタ２０１９（北アルプスからの贈り物）～ 

 ■フェア概要 

    昭和５８年から毎年全国で開催されている国内で最大の花と緑のイベント。 

    都市緑化に関する意識の高揚や知識の普及等を図り、緑豊かな潤いのある 

街づくりを全国的に推進しようとするもの。 

    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２５日～６月１６日（５３日間） 

    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 

   ■開催決定までの経過 

 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平成２５年から知事、県選出国会議員

に対し要望を開始した。 

    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、庁内連絡会議設置 

   ■開催に向けての取り組み 

平成２９年６月 実行委員会設立会議・第一回総会（構成団体で参加） 

➡基本計画の承認等 

平成３０年４月 第二回実行委員会総会 ➡実施計画の承認等 

平成３０年４月 開催１年前イベント 

平成３０年５月 庭園出展募集開始 

平成３０年６月 フェア会場整備着手 
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平成３０年 ７月 信州暮らしの庭（仮称）ワークショップ開始 

平成３０年１０月 開催２００日前イベント 

平成３０年１１月 庭園出展デザイン説明会開催 

平成３０年１２月 開催１００日前イベント 

平成３１年 １月 庭園出展施工説明会開催 

■今後の予定 

    平成３１年 ３月 庭園出展工事開始 

平成３１年 ４月２５日 開会式   

平成３１年 ６月１６日 閉会式     

   ■参加状況 

    ・庭園出展 ６７区画・・うち県造協会員・賛助会員 １７区画 

    ・信州暮らしの庭協働展示ワークショップへ県造協会員企業の若手参加 

    ・県造協として芝生広場を展示（コンテスト対象外） 

    ・他県の造園協会関係の参加７県（県造協として他県への働きかけた） 

 

（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」 

１０月８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） 

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～（中信支部） 

 １０月１７日街路樹を守り、育てる啓発活動を長野市 ホテル国際２１で実施した。

「全国都市緑化信州フェア」の開催を来年に控え街路樹の大切さをアピールするた

め阿部知事に参加いただき「街路樹と全国都市緑化信州フェア」と題したトークイベ

ント中心に開催した。街路樹の役割、街路樹剪定士の技術等をアピールでき、阿部知

事からも緑化施策の取り組みに向けて前向きな発言が多数あった。 

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、松本市緑化協会 

 

 

 



 

3 
 

 ■実施内容：①トークイベント「街路樹と全国都市緑化信州フェアについて」 

        長野県知事 阿部守一氏 ラジオパーソナリティー 武田徹氏 

        本協会会長 山嵜 信幸 

②「街路樹あれこれ」（街路樹の役割、写真集）の映像上映 

 ■参加人員：市民・行政・造園関係者など１５０名 

 

 （４）中国大使館緑化ボランテア 

・２月２７日（参加者４名）と６月２６日（参加者４名）が中国大使館の庭園の手入

を行った。 

  ・５月６日長年の大使館の庭園の剪定等に対し程大使から感謝状の贈呈を受けた。 

 

（５）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、地域づくりのための合宿の誘

致等に芝生のグランドの活用を提案した。 

   ・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 

 

 

３ 協会の運営基盤の強化 

 

（１） 国・県などへの要望活動など 

■３月２０日  県の建設事務所長会議に出席し県庁建設部幹部、建設事務所長に対

し「街路樹あれこれ」の映像を中心に緑化予算の確保、街路樹剪定士、

植栽基盤診断士等の資格者の活用等をアピールした。 

■４月１７日 吉田博美参議院議員（当協会顧問）の政経フォーラムに参加した。 

      （東京都 憲政記念館） 

■６月２１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、街路樹剪定士・植栽基盤 

診断士の活用、森林税の都市の緑化への活用枠の拡大、都市緑化フ

ェアの成功に向けた取り組み、校庭・園庭の芝生化の推進、木を大切

にする県民運動の推進 など 

■６月２２日 自民党県選出国会議員に対し緑化予算の確保と都市緑化信州フェア

成功に向けての要請活動を行った。（東京都 議員会館） 
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■７月２５日 阿部知事選挙事務所を激励のため表敬訪問した。 

          （８月５日長野県知事選挙） 

   ■８月２９日 足立としゆき（国土交通省出身、参議院議員）を励ます会に出席した。 

   ■１０月２７日 萩原県議会議員（当協会顧問）の議員活動３０周年を祝う会に出席

した。 

   ■１０月２８日 自民党長野県連政経懇談会パーティーに参加した。 

      ■１１月１３日 長野県選出自由民主党国会議員に対し自民党都市公園緑地等議員

連盟総会への出席を要請した。 

 

 （２）県立の専門高校の担当教諭との意見交換会 

９月２８日に造園業界の時代を担う人材の確保とカリキュラム等の在り方について

造園等の学科を持つ県立の専門高校等との担任教諭と当協会との意見交換を行った。 

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、須坂創成、 

丸子修学館、東御清翔、佐久平総合技術、上伊那農業、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１１日に山梨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約７０名出席、本県は山嵜会長以下４名が出席した。 

今回は①「人材確保への対応」 ②「５年後、１０年後の造園業の将来展望について」

の２つのテーマを設定しグループに分かれて意見交換が行われた。 

 

 （４）プレミアムサタデーへの取り組み 

   建設業は土日休めない業種の代表格。担い手確保、若手育成のためにも毎月第二土曜

日を完全休日とする「プレミアムサタデー」の取り組みが県建設部長から提案があり、

県産連として取り組むことを決定し昨年７月からスタートした。 

建産連加盟団体の各団体が３か月に１回実施状況について調査を行っている。 

・１/２/３月➡回答１４社（休日にできた １月８社、２月７社、３月６社） 

できなかった理由 自社カレンダーあり、天候の影響、取引先の要請、工期に間に合わない等 

・４/５/６月➡回答１５社（休日にできた ４月６社、５月５社、６月４社） 

できなかった理由 自社カレンダーあり、天候の影響、取引先都合、工期に間に合わない等 

・７/８/９月➡回答１５社（休日にできた ７月５社、８月１０社、９月７社） 

きなかった理由 自社カレンダーあり、天候の影響、取引先の都合、工期に間に合わない等 

・１０/１１/１２月➡回答６社（休日にできた１０月３社、１１月２社、１２月３社） 

できなかった理由 天候の影響、年末休暇との調整、工期に間に合わない等 
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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４日（水）５日（木） 

場 所：松本市 アルウィン会議室 

受講者：９名（１級２名、２級７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 

受講希望者が少なく（１名）今年度は休講とした。 

 

（３）街路樹剪定士更新研修会の開催 

期 日：９月２２日（土） 

場 所：松本市 松筑建設会館会議室 

受講者：１００名 

講 師：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：１０月３０日（火）・・学科研修、学科試験 

    １０月３１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：１２名（１名不合格） 

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） 

 

★全国都市緑化フェア（「山口ゆめ花博」９月１４日～１１月４日 山口きらら博記

念公園）視察研修は遠方で経費が掛かるため実施しなかった。 

 

 

５ 総会、役員会、委員会等 

 

（１）総 会 

   期 日：２月１６日（金）   

場 所：長野市「ホテル国際２１」 

総 会：２９年度事業報告・決算、３０年度事業計画・予算等 

式 典：表彰、来賓祝辞等 

講 演：「ランドスケープの潮流と造園道」 

講師 宮入 賢一郎氏 （㈱KRC 代表取締役社長） 
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（２）役員会、正・副会長会 

  ■第１回役員会・監査会 １月１９日 （長野市 長建ビル会議室） 

   ・平成２９年度の監査 

   ・平成２０年度総会提出議案について 等 

  ■第２回役員会 ２月１７日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・総会運営について 

   ・平成３０年度研修計画について 等 

  ■第３回役員会 ５月２４日 （松本市野球場 会議室） 

   ・３０年度主要事業について（街路樹の日、芝の日、都市緑化フェア視察等） 

・国・県の行政機関、国会議員への陳情について 

   ・「全国都市緑化信州フェア」進捗状況について 等 

  ■第４回役員会 ７月２４日 （松本市野球場 会議室） 

   ・関東甲信造園建設業協会協議会について 

   ・都市緑化信州フェアへの取り組みについて 

   ・都市緑化信州フェア推進室と庭園出展について打ち合わせ 等 

  ■第５回役員会 ９月２８日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・「街路樹の日」推進大会について 

   ・「芝の日」について 

   ・自民党県連パーティーについて 等 

  ■第６回役員会 １２月１４日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・平成３０年度事業報告及び決算について 

   ・平成３１年度事業計画、予算について 

・総会運営について 

・都市緑化信州フェア庭園出展等について 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２９年度事業報告・決算、平成３０年度事業計画・予算等承認 

・各委員会の活動報告、２０１８重点活動を決議 

   ■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１４日 東京都（渋谷東武ホテル） 

・平成２９年度事業報告・決算、平成３０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 
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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２３日 松本市（松本市野球場 会議室） 

・平成２９年度事業報告・決算、平成３０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１８４名） 

    総会 ７月１７日  松本市（アルウィン 会議室） 

  ・平成２９年度事業報告・決算、平成３０年度事業計画・予算等承認 

 

（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２３日 松本市（松本市野球場 会議室） 

・平成２９年度事業報告・決算、平成３０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 

■２０１８「信州造園人」新年の集い １月２３日 松本市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２８０名出席、併せて 

造園家涌井史郎氏による講演会を開催 演題「みどりが生み出す地域の魅力」 

■松くい虫防除対策協議会 ２月１９日長野市 事務局長出席 

■長野造園事業協同組合 総会 ２月２１日長野市 坂戸副会長出席 

■長野県建設産業団体連合会 

    協議会 ２月２６日 長野市 事務局長出席 

理事会 ５月１１日 長野市 事務局長出席 

    総 会 ６月１日  長野市 事務局長出席 

        役員改選 会長 蔵谷伸一（中野土建）➡木下修（木下建工） 

 ■（公財）長野県緑の基金 理事会 ６月６日長野市 欠席 

■（一社）日本造園組合連合会長野県支部総会 ４月２４日松本市 藤原副会長出席 

   ■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８日松本市 八木澤監事出席 

 ■松本日中友好協会 定期総会  ５月１５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 ５月１６日長野市 欠席 

   ■（一社）長野県建築士事務所協会 総会 ６月８日長野市 坂戸副会長 

   ■建設業に係る法令遵守講習会 １２月２１日松本市 欠席 

    


