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信州緑花ネットワーク 会員の入会･変更

１．新規入会 

2018 年５月 24日の定期総会開催後、以下の個人または団体から、正会員、グループ会員、サポ

ート会員、行政会員として本会への入会の申込みがありました。 

正会員として申し込まれた個人または団体につきましては、それぞれ規約第４条第１項または同

条第２項の規定に基づき、会長が正会員（個人）または正会員（団体）となることを承認しました。

（１）正会員（個人）：１３名 ※2018 年度（定期総会以降）：２名、2019 年度：１名 

・丸山 宏一（信州グリーンフィンガーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・中沢 清光 2018 年７月 18日 入会申込書提出 

・藤本 洋子 2019 年７月４日  入会申込書提出 

（２）グループ会員：１団体（３名） ※いずれも 2018 年度（定期総会以降） 

・フラワーポケット 

小林 鈴子、小林 裕子、勝野 和子 2019 年３月 12日 入会申込書提出 

（３）サポート会員：４５名 ※2018 年度（定期総会以降）：１７名、2019 年度：２８名 

・今泉 薫（信州グリーンフィンガーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・岩本 真美（信州グリーンフィンガーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・窪田 久子（信州グリーンフィンガーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・西村 緑（信州フラワーパートナーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・西村 和子（信州フラワーパートナーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・山口 絹永（信州フラワーパートナーズ） 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・上条 美恵子（信州グリーンフィンガーズ） 2018 年６月８日  入会申込書提出 

・宮尾 忠治、宮尾 裕子 2018 年 10 月６日  入会申込書提出 

・小林 一二三 2019 年２月 14日 入会申込書提出 

・下野 正博 2019 年２月 19日  入会申込書提出 

・下野 美江子 2019 年２月 19日 入会申込書提出 

・鈴木 喜美子 2019 年３月１日  入会申込書提出 

・林 孝彦 2019 年３月２日  入会申込書提出 

・坂井 紀三子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年３月５日  入会申込書提出 

・坂口 まき子 2019 年３月 12日 入会申込書提出 

・加部 麻子 2019 年３月 13日 入会申込書提出 

・中柄 房子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年４月２日  入会申込書提出 

・赤羽 昭子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年４月 23日  入会申込書提出 

・萩原 久仁子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年４月 25日 入会申込書提出 

・山本 健吾（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年４月 25日 入会申込書提出 

・黒田 みどり（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年４月 25日  入会申込書提出 

・市川 好子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年４月 25日 入会申込書提出 

・古川 由美子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年５月 31日 入会申込書提出 

・小尾 貴美（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・伊藤 いくみ（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・下條 ちか子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・寺澤 解恵（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・宮澤 和子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・甲斐原 さなえ（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・横山 史恵（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・青柳 敏子（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・小松 美智子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・滝本 まき子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・上野 三恵（信州フラワーパートナーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

報告･承認事項 
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・等々力 豊子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・青柳 智恵子（信州フラワーパートナーズ） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・降旗 文恵（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・守屋 幸子（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・藤岡 栄江（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・浅原 雅子（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・草間 民子（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・曽根原 敏明（信州花フェスタ花緑ガイド） 2019 年７月４日  入会申込書提出 

・宮澤 ふみ江（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月９日  入会申込書提出 

・大坪 直美（信州グリーンフィンガーズ） 2019 年７月９日   入会申込書提出 

（４）行政会員：５団体（１１名） ※いずれも 2018 年度（定期総会以降） 

・長野県松本建設事務所 藤池 弘 2018 年６月６日  入会申込書提出 

・佐久市 栁田 清二、三石 建、中沢 栄二、髙橋 祥太郎、上村 朋史 

 2018 年６月７日  入会申込書提出 

・栄村 森川 浩市、斉藤 久智、桑原 和博 2018 年 10 月２日 入会申込書提出 

・阿南町 勝野 一成 2018 年 10 月４日 入会申込書提出 

・松川町 深津 徹 2018 年 11 月２日 入会申込書提出 

２．一部変更 

 所属団体の組織内の人事異動等により、以下のとおり行政会員の登録者が一部変更となりましたの

で、ご報告します。 

（１）正会員（団体）公益 （変更前） （変更後） 

   ・（一財）ながの緑育協会 酒井 一夫 根津 恵二 

（２）行政会員 （変更前） （変更後） 

・長野市のうち 池田 謙司 関 勝 ※登録者以下２名追加 

  赤井 洋満、小巻 秋音 

  ・佐久市のうち 井出 浩壮 中沢 栄二 

  ・栄村のうち 斉藤 和幸 斉藤 久智 

  ・松川町のうち 深津 徹 宮下 智博 

（３）賛助会員 （変更前） （変更後） 

  ・松本市緑化協会 奥原 正司 八木澤 清隆 

３．退会 

 2018 年度における会員の退会はありませんでした。 

2019 年度は６月 30日付けで、正会員（団体）の竜松園様より退会の届出がありました。規約第７

条第２項第２号に基づき、本総会において当該退会の承認を求めます。
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４．会員動向 

本会役員（任期：2018 年 2 月 16 日～2020 年 3 月 31 日）                      （敬称略）

氏 名 役 職 所 属

奥原 正司 理事（会長） 

正会員（団体） 

長野県造園施工管理技士会会長、松本市緑化協会理事長 

(株)奥原造園 代表取締役社長 

藤原 哲司 理事（副会長・総括本部長） 

正会員（団体） 

長野県造園施工管理技士会副会長 

(株)信州グリーン 常務取締役 

安藤 将志 理事 

正会員（団体） 

(一社)日本植木協会、青年部長野県支部長 

(有)安藤苗圃 

上条 祐一郎 理事 

正会員（団体） 

(一社)日本樹木医会長野県支部副支部長 

(有)丸八種苗園 代表取締役 

松岡 保正 監事 

正会員（個人） 

国立長野高専環境都市工学科名誉教授 

長野駅善光寺口利活用ネットワーク会長 

宮入 賢一郎 理事（事務局長） 

正会員（団体） 

(一社)社会活働機構 OASIS 代表理事理事長 

(株)ＫＲＣ 代表取締役社長 

佐藤 寛 理事（北信支部幹事） 

正会員（団体） 

長野県造園施工管理技士会幹事 

(株)佐藤園芸 

山嵜 一信 理事（東信支部幹事） 

正会員（団体） 

長野県造園施工管理技士会幹事 

(株)長遊園 

小田切 州示 理事（南信支部幹事） 

正会員（団体） 

長野県造園施工管理技士会幹事 

(株)伍福園 専務取締役 

宮林 健治 理事（中信支部幹事） 

正会員（団体） 

松本土建(株)、信州スカイパークサービスセンター所長 

事務局 総括本部：松本市緑化協会 松本市島内１２５９−１３７

  事務局 ：(一社)社会活働機構 OASIS  長野市稲里町中央三丁目３３番２３号 

本会の会員数（登録者数）の推移  

区分

年度※

正会員 その他の会員等 

合計 
（個人） （団体） 

（団体） 

公益 

グループ

会員

サポート

会員

行政 

会員

賛助 

会員
顧問

アド 

バイザー

設立時 

（2018.2.16）

22（44） 2 

（3）
3 

7 

（17）
0 1 7 

42 

（75）5 12（20） 5（19） 

2017 年度末 

（2018.3.31）

32（54） 4 

（7）
3 

8 

（20）
1 1 7 

56 

（93）7 20（28） 5（19） 

2018 年度末 

（2019.3.31）

49（71） 6 

（16）

22 

（23）

14 

（35）
1 1 7 

100 

（149）24 20（28） 5（19） 

現在 

（2019.7.9） 

50（72） 6 

（16）

50 

（51）

14 

（35）
1 1 7 

129 

（183）25 20（28） 5（19） 
※複数人の登録がある場合、会員数と登録者数が異なるため、登録者数を（ ）内に表示。
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信州緑花ネットワーク ２０１８年度事業報告書

（事業年度：２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日） 

１．会議等 

（１）定期総会 

日 時：2018 年５月 24日（木）10：00～ 

場 所：信州スカイパーク やまびこドーム 第一会議室 

議 事 

・2017 年度事業報告、収支決算および監査報告について 

・2018 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

・その他 

（２）第１回役員会 

日 時：2018 年５月 17日（木）15：00～ 

場 所：松本市緑化協会 会議室 

議 事 

・2018 年度定期総会資料について 

・その他定期総会に関する事項について 

２．事業活動 

（１）都市緑化に関する情報収集および情報発信 

○信州緑花ネットワークのホームページの製作および運営 

アドレス https://landscape-shinshu.net/  

（２）都市緑化に関する情報共有および普及啓発 

○都市緑化に関する講演会の開催 

①『信州花フェスタ×矢澤秀成講演会 2018』 （一般社団法人社会活働機構と共催）

日 時：2018 年 11月 16 日（金）16：00～17：30 

場 所：ホテルメルパルク長野 ３階白鳳 

出席者：50 名 

内 容 

・報告：『信州花フェスタ 2019 の概要と今後の展開』 

講 師：長野県建設部 全国都市緑化信州フェア実行委員会事務局 大村一氏 

・講演：『信州花フェスタ 2019 によせて 

～花・ガーデンによる集客力あるイベント展開』 

講 師：矢澤秀成氏（アドバイザー） 

②第 36 回全国都市緑化信州フェア「信州花フェスタ 2019」開催前連携イベント 

   『花と緑に包まれた信州しあわせ暮らしフォーラム』 

  日 時・場 所・出席者：計４回４会場で開催（以下参照） 

第１号議案 
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内 容 

・『全国都市緑化信州フェアの開催概要について』 

・基調講演：『信州花フェスタ 2019 によせて 

           ～花と緑に包まれた信州しあわせ暮らしを実現しよう～』 

   講 師：矢澤秀成氏（アドバイザー） 

・意見交換会（ミニシンポジウム） 

【第１回 東信会場】 出席者：140 名 

日 時：2019 年２月 14日（木）13：30～16：00 

場 所：佐久平交流センター ホール 

【第２回 南信会場】 出席者：120 名 

日 時：2019 年２月 19日（火）13：30～16：00 

場 所：伊那合同庁舎 ５階 講堂 

【第３回 中信会場】出席者：120 名 

日 時：2019 年３月１日（金）13：30～16：00 

場 所：長野県安曇野庁舎 ４階 講堂 

【第４回 北信会場】 出席者：120 名 

日 時：2019 年３月６日（水）13：30～16：00 

場 所：長野市リサイクルプラザ 多目的ホール 

（３）都市緑化推進に関する技術支援 

①第 36 回全国都市緑化信州フェア関連事業への講師紹介 

①－１ 花・緑スキルアップ講座（全 10回＋説明会） ※全 10 回のうち、2018 年度は計４回開催 

講 師：越洋子氏（正会員・アドバイザー） 

内 容：18 年度に開催した講座は以下のとおり 

説明会 04 月 19 日（木）13：00～14：50 

第１回 05 月 10 日（木）13：30～15：30 

講 義：オリエンテーション（概要説明、自己紹介） 

実 習：フェア会場ウォーク ～メイン会場を歩いてみよう！～ 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：31 名、信州フラワーパートナーズ：23 名 

第２回 06 月 07 日（木）13：30～15：30 

講 義：ガーデンデザインの基礎 

実 習：リニューアルされるバラ園めぐりと春花壇のメンテナンス 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：32 名、信州フラワーパートナーズ：23 名 

第３回 09 月 13 日（木）10：00～15：30 

講 義：たねから育てる花壇づくり 

実 習：たねダンゴづくり ～フェア会場にたねダンゴを植えよう！～ 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：30 名、信州フラワーパートナーズ：15 名 

第４回 10 月 18 日（木）10：00～15：30 

講 義：秋植え球根と宿根草の植え付け、土づくり 

実 習：秋から春の花壇づくり実践 
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参加者：信州グリーンフィンガーズ：28 名、信州フラワーパートナーズ：18 名 

①－２ 「信州暮らしの庭めぐり」ワークショップ（全６回＋説明会） 

講 師：奥原正司氏（正会員・理事・会長） 

上条祐一郎氏（正会員・理事・アドバイザー） 

越洋子氏（正会員・アドバイザー） 

 内 容 18 年度に開催した講座は以下のとおり 

   作庭者説明会   ６月 14 日（木）15：00～18：30 

   第１回ワークショップ ７月 26 日（木）15：00～18：30 

    ・「信州暮らしの庭（仮称）」の趣旨･概要 

    ・作庭テーマの選定 など 

第 1.5 回ワークショップ ９月 11 日（火）15：00～18：30 

    ・デザイン素案の整理（グループワーク）、発表、全体デザイン調整など 

第２回ワークショップ 10 月 23 日（火）15：00～18：30 

    ・各班のデザイン案の発表と調整（グループ討議）など 

第 2.5 回ワークショップ 11 月 29 日（木）15：00～17：00 

    ・展示内容の配置確認および調整（現地確認） 

    ・各班のデザインの調整、施工に向けての検討（グループワーク） 

第３回ワークショップ 12 月 13 日（木）15：00～18：30 

    ・デザイン案の発表･確認 

    ・会期中の運営について など 

第４回ワークショップ ２月 12 日（火）15：00～18：00 

    ・全体デザインの決定 

    ・全体の施工および会期中の維持管理・運営について など 

３．その他

（１）「信州ガーデン」を語る会 

日 時：2018 年６月 23日（土）19：00～21：00 

場 所：こもろの杜停車場ガーデン 

出席者：７名 

内 容：信州らしいガーデンの紹介方法や信州グリーンシェアスポットの候補地の選定について

の意見交換 

（２）「第 36 回全国都市緑化信州フェア」の広報活動 

○SBC ラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」に実行委員会事務局員とともに出演 

・出演日：2019 年２月９日（土） 

出演者：矢澤秀成氏（アドバイザー） 

○SBC ラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」に出演 

・出演日：2019 年３月 30 日（土） 

出演者：越洋子氏（正会員・アドバイザー）  



－7－

信州緑花ネットワーク ２０１８年度 収支決算報告書 
（事業年度：２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日）

収入済金額 351,480 円   （2017 年度繰越金を含む） 

支出済金額 351,292 円 

差引残額 188 円   （次年度へ繰越） 

収入の部

科 目 
予算額

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

会費 274,000 349,000 75,000

5,000 円×21 人【個人】 

10,000 円×18 団体（19 団体）【団体】

5,000 円×5 人【団体＋１】 

5,000 円×5 団体【団体公益】 

10,000 円×1口【賛助】 

1,000 円×4 人【郵送･FAX 希望者】 

補助金 0 0 0

協賛金 300,000 0 △300,000

事業収入 50,000 0 △50,000

雑収入 0 0 0

繰越金 2,480 2,480 0

合計 626,480 351,480 △275,000

支出の部

科 目 
予算額

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

事業費 50,000 161,830 111,830 講演会、フォーラム 

講師謝金 30,000 122,000 92,000 講演会、フォーラム

会議費 30,000 21,500 △8,500 会場費等 

通信交通費 145,000 16,045 △128,955 郵送費、サーバ、ドメイン取得 

印刷費 30,000 14,450 △15,550 会議資料等 

事務局経費 30,000 1,080 △28,920 銀行カード発行手数料 

物品購入費 5,000 14,387 9,387 印鑑、封筒、会議用飲料等 

予備費(繰越金) 306,480 188 △306,292

合計 626,480 351,480 △275,000

第２号議案 
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監 査 報 告 書

 信州緑花ネットワーク規約第９条第４項の規定に基づき、2018 年度（2018

年４月 1日から 2019 年３月 31 日）における会計の状況を監査いたしまし

た。 

当該年度の収支決算書と会計帳簿および証拠書類をすべて照合した結果、

いずれも適正に処理されていることを確認いたしましたので、報告いたし

ます。 

2019 年７月８日 

信州緑花ネットワーク 

監 事   松 岡 保 正    ○印

※個人情報保護のため、上記監査報告書の原本の掲載は省略しています。
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信州緑花ネットワーク ２０１９年度 事業計画（案）

（事業年度：２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日） 

１．会議等 

（１）理事懇談会 

日 時：2019 年６月 10日（月）10：00～12：00 

場 所：信州スカイパーク サンプロ アルウィン 第 10 会議室 

議 事 ・フェア後の展望、会員拡大などについての意見交換 

・役員会と定期総会の開催について 

（２）第１回役員会 

日 時：2019 年７月８日（月）9：30～11：30 

場 所：信州スカイパーク サンプロ アルウィン 第 9会議室 

議 事 ・2019 年度定期総会の議案および資料について 

・その他定期総会に関する事項について 

※以降、役員会（理事会）は必要に応じて随時開催する。 

（３）定期総会 

日 時：2019 年７月 22日（月）13：30～ 

場 所：信州スカイパーク サンプロ アルウィン 第 3、4、5会議室

議 事 ・2018 年度事業報告、収支決算および監査報告について 

・2019 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

・規約の改正、人事 など 

２．事業活動 

（１）都市緑化に関する情報収集および情報発信 

○信州緑花ネットワークのホームページの運営 

・花・緑の「おすすめスポット」の紹介＝【信州ガーデンめぐり】 

  第 36 回全国都市緑化信州フェア実行委員会から承継予定の「信州グリーンシェアスポット事

業」の一環として、県下各地の花・緑の「おすすめスポット」を巡るコースなどの紹介 

（２）都市緑化に関する情報共有および普及啓発 

①都市緑化に関する講演会の開催 

②信州グリーンシェアスポットの情報管理･更新、新規登録勧奨 

③（仮称）『信州花フェスタミーティング』の検討 

  信州花フェスタ２０１９の経験を将来にわたって継続しているために、毎年の５月前後に１回、

信州スカイパークにおいて、関係者の交流と県民への都市緑化の普及啓発を目的としたイベント

を検討する。 

第３号議案 



－10－

（３）都市緑化推進に関する技術支援 

①第 36 回全国都市緑化信州フェア関連事業への講師紹介 

①－１ 花・緑スキルアップ講座（全 10 回＋説明会） ※全 10回のうち 2019 年度は計６回の開催 

講 師：越洋子氏（正会員・アドバイザー） 

内 容：各回以下のとおり 

第５回 ４月８日（月）10：00～15：30  

講 義：早春の花壇づくり ～大花壇の製作について～ 

実 習：一年草と宿根草の植え付け準備 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：29 名、信州フラワーパートナーズ：19 名 

第６回 ４月 19 日（金）10：00～15：30 

講 義：春に植えたいハーブ 

実 習：寄せ植え花壇づくりと花壇メンテナンス 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：29 名、信州フラワーパートナーズ：18 名 

第７回 ４月 25 日（月）13：00～15：30 

講 義：市民参加による花壇づくり 

実 習：フェア中の花壇メンテナンス ～花がら摘みと肥料について 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：27 名、信州フラワーパートナーズ：17 名 

第８回 ５月９日（木）10：00～15：30 

講 義：花壇の衣替えとメンテナンスについて 

実 習：フェア中の花壇メンテナンス（補植、花がら摘みなど） 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：27 名、信州フラワーパートナーズ：17 名 

第９回 ５月 31 日（金）10：00～15：30 

  講 義：花壇の衣替えとメンテナンスについて 

実 習：フェア中の花壇メンテナンス（補植、花がら摘みなど） 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：27 名、信州フラワーパートナーズ：16 名 

第 10 回 ７月４日（木）13：00～15：30 

  信州花フェスタ 2019 花緑交流会 

  内 容：認定証・感謝状贈呈式 

   信州花フェスタ 2019 協働事業の振り返りと今後の展望（ワークショップ） 

参加者：信州グリーンフィンガーズ：28 名、信州フラワーパートナーズ：13 名 

信州花フェスタ花緑ガイド：22 名※

※うち信州グリーンフィンガーズまたは信州フラワーパートナーズとの重複：15 名 

①－２ 信州花フェスタ花緑ガイド養成講座への講師紹介 

ハーブやキッチンガーデンなどを取り入れた「信州彩園」を中心としたガイド養成講座 

第１回 ４月 21 日（日）10：00～16：00  

講 師 越洋子氏（正会員・アドバイザー） 

 上条祐一郎氏（正会員・理事・アドバイザー） 

講 義 

 午前：フェア会場全体のイメージやガイドのポイント 
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  午後：協働展示「しあわせ暮らしの庭めぐり」「信州彩園」 

実 習 模擬ガイド 

参加者：花緑ガイド 23名 

第２回 ５月 12 日（日）10 時 00 分～16 時 00 分 

講 義：信州の暮らしに合った宿根草や樹木について 

実 習：ハーブを取り入れた庭と暮らしの楽しみ方 

参加者：花緑ガイド：22名、講師：2名 

第３回 5月 19 日（日）10 時 00 分～15 時 30 分 

講 義：野菜を取り入れた暮らしの庭「キッチンガーデン」 

実 習：キッチンガーデンのメンテナンス 

参加者：花緑ガイド：22名、講師：１名 

②花と緑の相談デスク 

個人、団体、地域などからの都市緑化に関する相談を受け付け、必要に応じ当会のアドバイザ

ーを派遣するなど、技術的な支援を行う。さらに、このような相談窓口の常設化をめざして、「緑

の相談所」の調査、研究と関係機関への提案に取り組む。 

（４）都市緑化に関する諸団体との連携事業 

①「子どもと家族で都市緑化を広めるグリーンシェアスポット」モデルガーデン事業 

高原環境財団の助成金により、信州花フェスタ 2019 のメイン会場で使われた球根、宿根草を

活用し、県下３会場（篠ノ井中央公園：長野市、かざこし子どもの森公園：飯田市、市民交流ひ

ろば：佐久市）で、子どもたちと管理者が一緒にモデルガーデンを制作、開設する。 

 ②信州グリーンシェアスポットとの連携の検討 

信州花フェスタ 2019 の周遊ガイドで紹介された信州グリーンシェアスポット 221 箇所と連携

して、花・緑のイベントなどを検討する。 

③信州花フェスタ 2019 のメイン会場・サブ会場における継続的な連携の検討 

全国都市緑化信州フェア実行委員会事務局、松本建設事務所や国営アルプスあづみの公園、さ

らにそれぞれの指定管理者・関係者と連携しながら、メモリアルとなるガーデンとその維持管理

等のサポートについての検討を行い、提案を行う。 

３．その他

（１）本会会員の募集、ネットワークの拡大 

（２）会議等への出席 

①「第 36 回全国都市緑化信州フェア」開会式への出席 

開催日：2019 年４月 25日（木） 

出席者：宮入賢一郎氏（正会員・理事・事務局長） ※会長代理出席 

②「花と緑のつどい」への出席 

開催日：2019 年５月 29日（水） 

出席者：宮入賢一郎氏（正会員・理事・事務局長） 

③「第 36 回全国都市緑化信州フェア」閉会式への出席 
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開催日：2019 年６月 16日（日） 

出席者：宮入賢一郎氏（正会員・理事・事務局長） ※会長代理出席 

（３）「第 36 回全国都市緑化信州フェア」の広報活動 

○SBC ラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」に実行委員会事務局員とともに出演 

・出演日：2019 年５月４日（土） 

出演者：宮入賢一郎氏（正会員・理事・事務局長）、大月正隆氏（正会員） 

・出演日：2019 年６月 29 日（土）  

出演者：上条祐一郎氏（正会員・理事・アドバイザー）、越洋子氏（正会員・アドバイザー） 

（４）本会の運営等に関する検討 

本会の会員のモチベーションアップ、メリットとなる仕組みを検討するなど、会員拡大と持続的

な運営を目指し、本会の諸制度、長期的なビジョンについての検討に取り組む。 



－13－

信州緑花ネットワーク ２０１９年度 収支予算書（案）

（事業年度：２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日） 

収入の部    （単位：円）

科 目 
予算額

（Ａ） 

前年度予算額

（Ｂ） 

比較増減 

（Ａ－Ｂ）
備 考 

会費 408,000 274,000 134,000

5,000 円×25 人【個人】 

10,000 円×20 団体（19団体）【団体】

5,000 円×8 人【団体＋１】 

5,000 円×5 団体【団体公益】 

10,000 円×1口【賛助】 

1,000 円×8 人【郵送･FAX 希望者】

補助金 300,000 0 0 高原環境財団からの助成金 

協賛金 50,000 300,000 △250,000

事業収入 50,000 50,000 0

雑収入 0 0 0

繰越金 188 2,480 △2,292

合 計 808,188 626,480 △181,708

支出の部    （単位：円）

科 目 
予算額

（Ａ） 

前年度予算額

（Ｂ） 

比較増減 

（Ａ－Ｂ）
備 考 

事業費 350,000 50,000 300,000

講師謝金 30,000 30,000 0

会議費 30,000 30,000 0

通信交通費 50,000 145,000 △95,000
郵送費、サーバ、ドメイン、ホ

ームページ 

印刷費 300,000 30,000 270,000 チラシ、会議資料等 

事務局経費 30,000 30,000 0

物品購入費 10,000 5,000 5,000

予備費(繰越金) 8,188 306,480 △298,292

合 計 808,188 626,480 118,292

第４号議案 




