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令和元年度 事業報告（平３１.１～令元.１２） 

 

１ 会員の動向について 

退  会： ㈱緑化センター（平成３１年３月１日退会届） 

現会員数： 正会員２８社  賛助会員 ８社 

 

２ 緑化推進に向けた取り組み 

  第３６回「全国都市緑化信州フェア」について 

■フェア開催状況 

    期間：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 

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 

    趣旨：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

に推進する。 

   ■県造協としてのフェアへの参加・協力状況 

    ・県造協として芝生広場を展示（コンテスト対象外） 

・県造協会員企業の出展 

 しあわせ暮らしの庭めぐり・・３区画  信州の庭・・１０区画 

 あそびの森・・２区画  信州菜園・・２区画 

    ・他県の造園協会関係へ出展参加を呼びかけ（参加９県） 

    ・開会式、全国都市緑化祭、閉会式等関係行事に出席 

    ・各県の視察案内等（日造協本部・各県支部長一行、各県県造協１０県） 

   ■フェアを終えて（成果等） 

    天候に恵まれ、意匠を凝らした質の高い庭園や花壇の展示、様々な企画展や催事な

ど魅力的なコンテンツが多かったことから累計入場者は当初目標の５０万人を大

きく上回る７０万人を超え大成功理に終了した。県造協としても会場の整備、庭園

の出展、会場の運営管理等を通じて十分な貢献ができた。 

このフェアを通じ都市の緑化意識の高揚が図られ、知事はじめ行政関係者も フ

ェアを一過性のイベントに終わらせないとして各種の都市緑化施策の展開に繋が

っている。また、参加した会員からも花の知識や、参加者の技術も参考になり有意

義だったとの話もあった。 

（１） 街路樹の事業について 

 ○新１）街路樹点検事業（北信支部） 

   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った。 
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  ９月１１日（水）長野市内３か所の点検を行った。 

  （①県庁交差点～信大前交差点、②長野インター入り口付近、③若里公園） 

２）「街路樹の日」推進大会（第１２回）の開催（北信支部） 

台風１９号の影響により中止 

 （計画した内容） 

■日時・場所：１０月１８日（金） ホテル国際２１ 

 ■事業内容：長野県都市施設協会と共催で県民、行政、造園関係者が一堂に会し街路

樹を守り育てる運動を展開する。参加人員１５０名を目標。 

     第一部 ・街路樹の役割等映像上映 ・「街路樹点検事業」実施状況報告 

     第２部 講演「グリーンインフラの推進」国土交通省 多田佐和子総括補佐 

（３）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」 

台風１９号の影響により中止 

（計画した内容） 

■日時・場所：１０月１４日（月） 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名を予定 

具体的には芝育成キット（芝弁当）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た。今年度は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 

  ○新３）福祉就労拡大モデル構築事業   

 県健康福祉部長通知による福祉就労拡大モデル構築事業補助金交付要綱に基づき障

がい者の就労機会の拡大を目的とした事業。 

 県造協が技術指導を行い、南安曇農業高校の農地を活用し高校生と就労施設の 

障がい者が連携して芝生を生産し、県、市町村の公共施設の整備等でこの芝生を使っ

てもらう事業。県造協として事業計画を提出し採択される。 

元年度７月から芝生産開始（3500 ㎡） 令和２年度 順次売却を予定 

 ★ 補助率 対象経費（芝生の手入れ費用、芝刈り機、散水設備等）の 2/3 以内、 

上限 100 万円 
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    （４）中国大使館緑化ボランテア 

・２月２６日（参加者４名）と７月１２日（参加者４名）が中国大使館の庭園の手入

を行った。 

 

 ３ 協会の運営基盤の強化 

（１） 国・県などへの要望活動など 

■１月１０日 松本建設事務所長を表敬訪問した。（都市緑化フェア工事について） 

■２月１１日 小松ゆたかを囲む会に出席した。 

■４月１０日 県庁新任部長（建設部、林務部、県民文化部）に表敬訪問を行った。 

■６月２０日 阿部知事を表敬し都市緑化フェアを終えての意見交換を行った。 

■６月２０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

ェアの成功を契機にした都市緑化への取り組み、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２０日 長野国道事務所長に対して要望活動を行った。 

 要望内容：道路緑地管理工事等の造園への発注、適切な施工頻度の確保、 

      街路樹剪定士、植栽基盤診断士の活用  

   ■９月１７日 阿部知事との政経懇談会に出席した。（長野会場・ホテル国際２１） 

   ■１１月１５日当協会顧問故吉田博美参議院議員のお別れ会に出席した。（飯田市） 

 ■１０月３１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。 

■１１月１８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。（東京都 ホテルグランドパレス） 

 （２）県立の専門高校の担当教諭との意見交換会 

１０月６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、佐久平総合技術、上伊那農業、南安曇農業、木曽青峰 

   県造協側の出席者 山嵜会長、坂戸副会長以下１５名 

（３）関東甲信造園建設業協会協議会への参加 

   １０月９日に神奈川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６０名出席、本県は山嵜会長、藤原副会長が出席。 

① 技能の向上と継承の取り組み状況 ②維持管理工事（委託分）の工事完工高への

移行についての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。 
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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 

     ７月３日、４日で計画したが受講希望者少なく（２名）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７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の開催 

期 日：９月２８日（土） 

場 所：松本市 松筑建設会館会議室 

受講者：５９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 

１０月３０日、３１日で計画したが受講希望者が少なく（４名）休講とした。 

 

５ 総会、役員会、委員会等 

（１）総 会 

   期 日：２月１５日（金）   

場 所：長野市「ホテル国際２１」 

総 会：３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算等 

式 典：表彰、来賓祝辞等 

講 演：「都市緑化フェアとこれからの造園業」 

講師 町田誠氏（東京都公園協会特命部長、前国土交通省公園緑地課長） 

（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） 

   ・平成３０年度の監査 

   ・平令和元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 

   ・令和元年度研修計画について 等 

  ■第３回役員会 ４月２５日 （松本市緑化協会 会議室） 

   ・令和元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 

   ・「全国都市緑化信州フェア」の対応等について 等 

  ■第４回役員会 ７月４日 （松本市野球場 会議室） 

   ・都市緑化信州フェアを終えて 

・関東甲信造園建設業協会協議会について 

   ・福祉就労拡大モデル構築事業について 

   ・街路樹点検事業、街路樹の日、芝の日について 

  ■第５回役員会 １０月６日 （長野市 ホテル国際２１） 
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   ・街路樹点検事業について 

・「街路樹の日」推進大会について 

   ・安全対策研修について（高所作業、墜落制止用具、三脚脚立 等） 

  ■第６回役員会 １２月１３日 （長野市 ホテル国際２１） 

   ・令和元年度事業報告及び決算について 

   ・令和２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） 

    総会 ６月２２日 東京都（グランドアーク半蔵門） 

・平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算等承認 

・各委員会の活動報告、２０１９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１３日 東京都（渋谷東武ホテル） 

・平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・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 アルピコプラザホテル） 

・平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・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３１社１７７名） 

    総会 ７月１６日  松本市（信州スカイパーク「やまびこドーム」会議室） 

  ・平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・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２８日 松本市（松本市 アルピコプラザホテル） 

・平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算等承認 

（４）その他関係団体、関係行事など 

  ■ 「全国都市緑化信州フェア」関係行事 

   ・第３回実行委員会 ３月２１日（松本市中央公民館） 

   ・開会式 ４月２５日 （やまびこドーム） 

   ・「全国都市緑化祭」前夜祭（県主催）５月２２日 （ホテルブエナビスタ） 

・「全国都市緑化祭」記念式典・記念植樹（国土交通省主催） 

眞子内親王お手植え等 ５月２３日 （松本平広域公園・やまびこドーム） 

・「造園技術フォーラム」（日造協主催） ５月２８日 （アルピコプラザホテル） 

 全国の造園関係者参加の造園の技術フォーラム 約１００名参加 

・（一社）日本造園建設業協会総支部・支部長合同会議 ５月２９日 

 本部役員、総支部長、各県支部長 約８０人参加 （ホテルブエナビスタ） 
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   ・「花と緑のつどい」の開催 ５月２９日 同上交流懇親会 

    阿部知事、県会議長、松本市、安曇野市、他各市議会議長 約１００名参加 

   ・ランドスケープシンポジウム（フェア記念イベント）６月４日（やまびこドーム） 

   ・閉会式 ６月１６日 （やまびこドーム） 

   ・慰労会（県造協、造園連長野県支部主催） ９月６日 （ホテル国際２１） 

    フェアに関係した造園関係者、長野県建設部の職員 等 ７５名参加 

■２０１９「信州造園人」新年の集い １月２２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１８０名出席、併せて 

武田徹氏による講演会を開催 演題「造園人と都市緑化フェア」 

■松くい虫防除対策協議会 ３月１３日 長野市 欠席 

■長野造園事業協同組合 総会 ２月２２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２５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４日  長野市 欠席 

   ■（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 ５月１４日佐久市 山嵜会長出席 

   ■長野県造園技能検定推進委員会 

    総会 ５月１６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１２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９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１５日 長野市 欠席 

   ■建設業に係る法令遵守講習会 １２月１８日 松本市 欠席 


