
第１号議案 

 

平成２９年度 事業報告 

 

１ 会員の状況 

 
 会員の年度内異動 

区 分 平成２８年度末会員数 

(平成 29年 5月 31日現在） 

年度内異動 平成２９年度末会員数 

(平成 30年 5月 31日現在) 入 会 退 会 

正 会 員 ５４ ９ ０ ６３ 

名誉会員  ７ １ ０  ８ 

計 ６１ １０ ０ ７１ 

 

２ 各種会議の開催状況 

 

区 分 開催回数 内       容 

総 会 １回 通常総会   １回 

理事会 ８回 定例理事会  ６回、臨時理事会  ２回 

委員会 １６回 
総務委員会  １回、広報委員会  ２回 

事業委員会  ６回、技術委員会  ７回 

 

３ 各種会議報告 
 

［通常総会］ 

   （１）日 時 平成２９年７月２６日（水） 

   （２）場 所 ホテルレガロ福岡（福岡市博多区） 

     ア）議 題 

       第 1号議案 平成２８年度事業報告及び収支決算について 

        第２号議案  平成２９年度事業計画及び収支予算（案）について 

            第３号議案  本年度借入金最高限度額の決定について 

       第４号議案 名誉会員の推薦について 

       第５号議案 役員の選任について 

 

     イ）理事長方針発表 

 

 

 



［理事会］ 

＜臨時＞ 平成２９年６月２１日（水） 

・平成２９年度定時社員総会の議案について 

・役員選挙管理委員会の委員の選任について 

・新規会員の入会について 

・永年勤続者表彰候補者について 

 

＜７月＞ 平成２９年７月２６日（水） 

     ・平成２９年度定時社員総会の議案について 

      ・福岡県優秀施工者知事顕彰候補者の推薦について 

 

＜９月＞ 平成２９年９月２１日（木） 

     ・各委員会の正副委員長について 

     ・植栽ボランティアのあり方について 

・福岡県庁との勉強会について 

 

＜臨時＞ 平成２９年１０月１１日（水） 

・各委員会の配属について 

・第４８回衆議院選挙における推薦状の交付について 

・県庁との勉強会における質問事項について 

 

＜１１月＞ 平成２９年１１月２２日（水） 

      ・県庁との勉強会について 

・「２０１８年緑のつどい」の開催について 

・平成３０年秋の叙勲・褒章候補者の推薦について 

・平成３０年度建設事業関係功労者大臣表彰の推薦について 

      

＜１月＞ 平成３０年１月１０日（水） 

・「２０１８年緑のつどい」の開催について 

・平成３０年度福岡県森林づくり活動公募事業の企画募集について 

      ・福岡県公園・緑化・緑地保全主管課長会議への講師派遣について 

 

＜３月＞ 平成３０年３月１４日（水） 

・平成３０年度福岡県に対する要望事項について 

・福岡県建設関連産業協議会の会長表彰候補者の推薦について 

      ・平成３０年度定時社員総会の開催時期について 

      ・県造協会員シールの印刷について 

 

 

 



＜５月＞ 平成３０年５月１５日（火） 

・平成２９年度決算収支見込について 

・公益法人の定期提出書類の審議について 

・平成３０年度定時社員総会の開催について 

・永年勤続表彰について 

・新規入会について 

 

［各種委員会］ 

○総務委員会 

平成３０年５月１５日（火） 

・平成２９年度決算収支見込について 

・公益法人の定期提出書類の審議について 

 

○広報委員会 

（１）平成２９年６月２日（金） 

    ・「エバーグリーン」２０１７年夏季号の構成について 

    ・広告会社の決定について 

   

（２）平成２９年１１月９日（木） 

・「エバーグリーン」２０１８年新春号の編集について 

 

○事業委員会 

（１）平成２９年８月１８日（金） 

   ・グリーンピアなかがわで、当日のスケジュール・役割分担などの確認 

・事前準備の協議 

 

（２）平成２９年９月８日（金） 

・グリーンピアなかがわへの資材搬入 

・苗の植栽箇所の整備 

 

（３）平成２９年９月９日（土） 

・「森林環境教育 inなかがわ」の植栽ボランティア実施 

・環境学習「森林を守る大切さ」について講演 

・インストラクターによる竹馬、竹トンボの製作実演 

・参加人員 １１５名 

    

（４）平成２９年９月１１日（月） 

・大将陣山植栽箇所の調査、飯塚市役所との現地協議 

 ・大将陣山植栽ボランティアの実施に伴う事前準備、使用する苗木、 

役割分担などについて協議 



（５）平成２９年１０月２日（月） 

・大将陣山植栽ボランティアの事前準備及び資材搬入 

・ボランティアの安全対策の実施 

・苗の植栽箇所の整備 

 

 （６）平成２９年１０月３日（火） 

・「大将陣山植栽ボランティア」実施 

・環境学習「森林を守る大切さ」について講演 

    ・参加人員 １２５名（うち穂波東小学校児童９７名） 

 

○技術委員会 

（１）平成２９年６月１５日（木） 

・今後の活動計画について 

・松枯れ防除対策技術研修会修了証について 

・県の植栽に関する取り組みについて 

 

（２）平成２９年８月２４日（木） 

・県への講演内容についての勉強会 

 

（３）平成２９年１０月３１日（火） 

      ・松枯れ防除対策技術研修会について 

 

（４）平成２９年１１月７日（火） 

・松枯れ防除対策技術研修会の開催に伴い、海の中道海浜公園「森の家」で 

事前準備、会場設営 

 

（５）平成２９年１１月８日（水） 

   「松枯れ防除対策技術研修会」開催 

・国営海の中道海浜公園「森の家」 

・参加人員  ５１名 

・午 前   松枯れ防除・座学 

・午 後     〃  ・実技 

 

（６）平成２９年１１月２８日（火） 

・「今年度事業の振り返り」について 

・「来年度事業に向けて」について 

 

（７）平成３０年４月２５日（水） 

・今後の活動計画について 

・県主催会議への講師派遣について 



４ 事業活動に関する事項 
（１）公益目的事業 

①普及啓発事業 

機関誌「エバーグリーン」の発行 

協会では機関誌を年２回発行し、活動内容の紹介や研修会の案内、植栽ボラン 

    ティアの募集等を通して、造園技術が果たす役割の普及啓発に取り組んだ。 

・No４０夏季号 Ａ４版 ２,０００部 

・No４１新春号 Ａ４版 ２,０００部 

［配布先］県庁及び出先機関・市町村・関係団体 

 

②環境緑化事業 

ａ）樹盛が衰退している県内サクラの現状と再生に係る研修・植栽を実施。 

     〇地元小学生によるサクラ再生ボランティアの実施     

・実施時期 平成２９年１０月３日（火） 

・実施場所 飯塚市立穂波東小学校・大将陣山（飯塚市） 

・参加人員 １２５名（うち児童９７名） 

 

ｂ）環境緑化に対する相談の受付と回答 

樹木の植栽及び伐採方法、植栽及び植栽の方法等、緑に関する相談を随時、電話 

     やメールで受付、回答している。 

・平成２９年度実績 ４５件 

・平成２９年度ホームページ閲覧数 ５,０００カウント 

 

③森林づくり事業 

ａ）森林・里山再生ボランティア 

「安全、安心の社会づくりに寄与する」ため、荒廃した森林や里山の再生事業や 

     森林環境教育ボランティア活動を県内２ヶ所で実施した。 

○那珂川町での植栽ボランティアの実施 

・実施時期 平成２９年９月９日（土） 

・実施場所 グリーンピアなかがわ 

・参加人員 １１５名 

 

○地元小学生によるサクラ再生ボランティアの実施（再掲） 

・実施時期 平成２９年１０月３日（火） 

・実施場所 飯塚市立穂波東小学校・大将陣山（飯塚市） 

・参加人員 １２５名（うち児童９７名） 

 

   ｂ）サクラ再生ボランティア 

  〇北九州市中央公園での森林再生事業の実施 

      ・実施時期 平成３０年４月・樹種 サクラ（アーコレード）、カンヒザクラ  



  〇九州北部豪雨によって被災した森林再生事業の実施 

   ・九州北部豪雨災害に対する義援金を利用した森林再生事業の実施 

 

ｃ）未利用荒廃森林を利用した観光スポットの設置 

福岡市西区の飯盛山に設置している眺望広場の維持・管理を継続的に実施してい 

る。 

 

④研究指導事業 

ａ）松枯れ防除対策技術研修会の開催 

北部九州一帯の海岸線の松原が深刻な被害を受けているため、協会会員の樹木医 

     を講師として、松枯れ被害の状況と防除技術について、行政機関、関係団体、一般 

県民を対象に研修を実施した。 

※参加者には研修修了証を交付した。 

・実施時期 平成２９年１１月８日（火） 

・実施場所 国営海の中道海浜公園「森の家」（福岡市東区） 

・参加人員 ５１名 

 

ｂ）県内の街路樹や公園の樹木の調査 

福岡県内の県土整備事務所等からの依頼により調査を実施した。 

 

（２）収益事業等 

①公園管理技術協力事業 

国営海の中道海浜公園植物管理技術協力事業 

国営海の中道海浜公園の植物管理業務を受注している共同企業体に対し、 

それまで当協会がこの業務に関わってきた経験を踏まえ技術協力を行った。 

 

②その他の事業 

「緑のつどい」 

・共 催 （一社）日本造園建設業協会福岡県支部 

（公社）福岡県造園協会 

（一社）福岡市造園建設業協会 

・日 時  平成３０年１月１０日（水） 

・場 所  博多サンヒルズホテル（福岡市博多区） 

・参加状況 １８７名（大学、議会、行政関係、諸団体、会員等） 

 

５ 福岡県への要望等 
（１）県知事への要望 

ア）日 時：平成３０年５月２９日（火） 

イ）要望先：県知事、副知事、建築都市部長、県土整備部長、農林水産部長 

ほか １７名 



ウ）要望体制：福岡県環境緑化懇話会７団体の長（事務局：県造協） 

エ）要望内容 

①公園の造園工事について総合的な施工技術を有する造園業界への発注 

②道路・河川など公共事業における緑化工事について造園業界への分離発注 

③西公園のサクラ再生の推進 

④経営が困難な人工林における広葉樹造林の推進 

     ⑤街路樹の維持管理の推進 

 

（２）福岡県行政との勉強会 

ア）日 時 平成２９年１１月２２日（水） 

イ）場 所 博多サンヒルズホテル（福岡市博多区） 

ウ）出席者 建築都市部 公園街路課 

      県土整備部 企画課、道路維持課、河川課 

      農林水産部 農村森林整備課、林業振興課 

エ）テーマ ①緑地関連事業を取り巻く国の施策の動向について 

         ②福岡県の公園緑地整備事業について 

         ③道路建設と環境緑化について 

         ④河川環境の整備について 

         ⑤松枯れの現状と対策について 

         ⑥適正な管理が見込めない人工林の広葉樹林化について 

 

６ 法令に基づく報告 
〇平成３０年度事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて、 

平成３０年５月２１日付で福岡県知事に提出（認定法第２２条） 

 

７ 関係団体との連携 
（１）九州各県造園協会連合会 

○平成２９年度総会、理事会 

・開催回数 ２回 

・主な議題 ①総会議案について 

②各県協会の活動状況と主な事業計画について 等 

 

○日本造園学会九州支部沖縄大会への協賛 

＜特別研究大会＞ 

・日 時  平成２９年１１月１８日（土）～１９日（日） 

・場 所  琉球大学農学部 

・内 容  ①研究・事例報告会 

②講演・見学会 

「観光における造園の役割とその力」 

講師（一財）沖縄美ら島財団 理事長 花城 良廣 



（２）九州緑化協議会 

○緑化懇談会 

・日 時  平成２９年６月７日（水） 

・場 所  ホテルセントラーザ博多 

       福岡市博多区博多駅中央街４－２３ 

 ・議 事 

  （九州緑化協議会からの企画提案及び情報提供）  

①企画提案 

・一般国道自動車専用道路インターチェンジの緑化に関する提案 

   ・国営海の中道海浜公園における緑の啓発に関する提案 

   ・国営吉野ヶ里歴史公園花修景に関する提案 

  ②情報提供 

    ・街路樹モデル事業のモニタリングについて 

    ・熊本地震後の造園界の動きについて 

  （九州地方整備局からの情報提供） 

   ①白川「緑の区間」の取組について（河川部） 

   ②国道２０３号花プロジェクト（道路部） 

   ③宮崎ワシントニアパーム維持管理（道路部） 

   ④国営海の中道海浜公園における樹林地の保全と管理について 

（国営海の中道海浜公園事務所）     

   ⑤国営吉野ヶ里歴史公園「古代の森」樹林育成状況 

（国営海の中道海浜公園事務所）     

   ⑥熊本城公園の復旧に向けた国としての支援について（建政部） 

   ⑦都市緑地法等の一部改正について（建政部） 

 

８ 協力・協賛事業 
（１）福岡県建設業構造改善推進大会 

・日 時  平成２９年１０月２６日（木） 

・場 所  ホテルレガロ福岡（福岡市博多区） 

・内 容  

 ①講 演 「人間魅力学～デキル男となるために」講師 滝 悦子 氏 

②福岡県優秀施工者知事顕彰の本会推薦の受賞者 

岩下 謙蔵 氏（内山緑地建設（株）） 

中西 好人 氏（（株）フクユー緑地） 

内河内克司 氏（三浦造園土木建設（株）） 

 

（２）「第６９回福岡県植樹祭」  

・日 時  平成３０年５月２６日（土） 

   ・式典会場 川崎町「川崎町勤労青少年ホーム」 

 


