平成 28 年度事業活動報告
Ⅰ. 概

要

平成 28 年度は、次の方針に従い活動してまいりました。

『平成 28 年度活動方針』（中期活動計画 3 年次）
1. 実施事業の内容見直しを完了し、効果的に長野県内のブランドづくりとデザイン業界
に貢献する新たな活動を推進すると共に、よりデザイン業界振興につながる次期中
期活動計画を検討する
2. デザイナーやプロデューサーをはじめ、信州から発するブランド・デザインづくりを担え
る人材を養成し、実践できる体制・仕組みを整える
3. 活動を通して協会内外の交流・親睦を深め、県内デザイン業界を活性化する

28 年度は、受賞作品の市場での活用を前提にする「信州デザインコンペ 2016」を実施いたしま
した。県内外から約 180 点の作品が集まり、グランプリに選定された作品は本年度商品に反映され
る予定です。また、「信州ブランドフォーラム」においては地域の資源とそれを活かした観光における
ブランドの育成について有益な情報を体系的に提供するプログラムを実施いたしました。
「信州デザインデイズ」は松本あがたの森文化会館で開催し、信州デザインコンペ表彰式をはじめ、
会員デザイナーの活動を多面的に発信いたしました。２月には銀座 NAGANO において「信州ブラン
ドアワード」受賞・入選ブランド事業者を紹介する展示、セミナー、ワークショップを実施し、東京圏で
の周知活動を行い全プログラム満席の盛況で終了いたしました。
加えて県外へのデザイン視察を初めて実施し、デザインを地域産業振興に活かしている富山県
の進んだ実態を産学官の側面で体感・理解することができ、今後の当会のあり方を考える上でも他
大変参考になるものでした。
また、26 中期活動計画の各事業見直しも完了し、新たな課題に向け次の 3 年に向けた中期の
検討も理事会・運営委員会で進めてまいりました。

Ⅱ. 事業活動項目
1. 県内独自のブランドづくりを促進・支援する活動
(1) 先進的なブランドづくりとデザインの研究
■ 2016/6/8 長野市生涯学習ｾﾝﾀｰ（長野市）にて（「平成 28 年度
通常総会」記念講演として）講演会開催
演題：「ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ形成により日本にもｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾚｶﾞｼｰを」
講師：Noriko Sawayama Design & Associates Ltd.
代表 澤山乃莉子氏
担当：運営委員会

■ 2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて（「信州ブランドフォーラム 2016」
のプログラムとして） 「信州のブランドづくり支援」事業事例紹介発表会開催
担当：信州ブランドフォーラム開催実行委員会＋地域資源製品開発支援センター＋デザ
インコンペ推進委員会＋長野大学

【事例紹介 1】
「信州デザインコンペ」実用化・商品化前提とした
コンペによる支援事例
長野県デザイン振興協会理事
相澤デザイン室 相澤徳行氏

【事例発表 2】
「長野大学 学産連携プロジェクト」
１）地域資源としての農業デザイン
殿城地区「稲倉の棚田」保存活動を中心に
長野大学 学生 高橋真央氏
２）地域振興のための農業デザイン
ジオウを使用した商品デザインを中心に
長野大学 学生 土田ひかり氏

2

【事例発表 3】
「地域資源製品開発支援センター事例」
‐支援事業の概要と傾向
長野県工業技術総合センター
地域資源製品開発支援センター
総合プロデューサー 五味英紀氏

‐あんず加工食品ブランド「森杏庵」と「しそ巻あんず」の販促デザイン
株式会社エイブルデザイン
クリエイティブディレクター 桜井正美氏
デザイナー 高橋和也氏
事業主：森食品工業株式会社（千曲市）

■ 2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて（「信州ブランドフォーラム 2016」のプロ
グラムとして）
講演会「 日本一の星空で地域ブランド

に煌きを ～阿智村の挑戦～」開催
講師：株式会社阿智昼神観光局
代表取締役社長 白澤裕次氏
担当：信州ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌｫｰﾗﾑ開催実行委員
会
■ 2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて（「信州ブランドフォーラム 2016」のプロ
グラムとして）
パネルディスカッション「地域の魅力を見極め、磨き、伝え、ブランドに育てる」開催
パネラー：株式会社阿智昼神観光局 代表取締役社長 白澤裕次氏
じゃらんリサーチセンター 客員研究員 加藤史子氏
長野県観光部 信州ブランド推進室 室長 塩川吉郎氏
コーディネータ：一般財団法人長野経済研究所 調査部長 小澤吉則氏
担当：信州ブランドフォーラム開催実行委員会
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（２）長野県工業技術総合センター内「地域資源製品開発支援センター」と協調したブランドづくりや
デザインの支援（以下 22 件）
■ 2016/4～2017/2 北信地域の事業協同組合からの要請 「新スタイル仏壇の商品開
発」へデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔デコデザインスタヂオ 岡谷哲男
氏（諏訪市）、アトリエさと三溝智子氏（塩尻市）、会員外デザイナー〕＋地域資源製品開発
支援センター

■ 2016/2～6 松本地域の加工食品業からの要請 「鹿肉加工食品の販促デザイン」へデ
ザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔オフィスティーワンスクエア 吉澤道明氏
（伊那市）〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 2016/3～7 木曽地域の農事組合法人からの要請
「農産加工品の販促デザイン」へデザイナー派遣：地
域ブランド・デザイン支援部会〔オフィスティーワンスク
エア 吉澤道明氏（伊那市）〕＋地域資源製品開発
支援センター

■ 2016/3～7 長野地域の加工食品業からの要請
「大手チャネル向け広告のデザイン」へのデザイナー
派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔（株）エイブル
デザイン 丸山照史氏 他（長野市）〕＋地域資源製
品開発支援センター

■ 2016/3～6 長野地域の生活用品製造業からの要
請 「杏加工食品の販促デザイン」へのデザイナー派
遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔宮下デザイン制
作室 宮下ひろみ氏（麻績村）〕＋地域資源製品開
発支援センター
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■ 2016/3～7 飯伊地域の機器部品製造業からの要請
「企業 WEB サイトのリニュール制作」へのデザイナー
派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔EC デザイン
青柳聡氏（塩尻市）〕＋地域資源製品開発支援セ
ンター

■ 2016/3～6 上伊那地域の機器部品製造業からの要請
「フロッキ―加工人形の商品開発」へのデザイナー
派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔アトリエさと
三溝智子氏（塩尻市）〕＋地域資源製品開発支援
センター

■ 2016/5～8 長野地域の設備機器製造業からの要請
「災害用湯沸かし器の販促デザイン」へのデザイナ
ー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔（株）エイ
ブルデザイン 相野慎也氏 他（長野市）〕＋地域
資源製品開発支援センター

■ 2016/5～8 上伊那地域の食品加工業からの要請 「豆腐関連自社ブランド商品の販促デザイ
ン」へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔オフィスティーワンスクエア 吉
澤道明氏（伊那市）〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 2016/5～8 飯伊地域の染物製造業からの要請 「伊勢
型手染め商品バリエーション追加と販促デザイン」
へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部
会〔アトリエさと 三溝智子氏（塩尻市）〕＋地域資
源製品開発支援センター
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■ 2016/5～8 松本地域の食品加工業からの要請 「リンゴジュース・ワインの販促デザイ
ン」へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔C.C.C. 武井秀樹氏（松本市）〕
＋地域資源製品開発支援センター
■ 2016/7～9 飯伊地域の機器部品製造業からの要
請 「荷締めベルト緩み検知装置の販促デザイン」へ
のデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会
〔ゼスト 川上良一氏（塩尻市）〕＋地域資源製品開
発支援センター

■ 2016/7～9 佐久地域の生活用品販売業からの要請 「軽井沢を活かしたコラボ商品の
販促デザイン」へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔宮下デザイン制作室
宮下ひろみ氏（麻績村）〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 2016/7～10 大北地域の清酒製造業からの要請
「信濃大町清酒三蔵詰め合せの販促デザイン」への
デザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔ゼ
スト 川上良一氏（塩尻市）〕＋地域資源製品開発支
援センター

■ 2016/8～11 上伊那地域の食品加工業からの要
請 「天然生トコロテンの販促デザイン」へのデザイナ
ー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔（株）エイブ
ルデザイン 相野慎也氏 他（長野市）〕＋地域資源
製品開発支援センター

■ 2016/8～ 11 飯 伊地 域 の食 品卸 業から の要請
「干し椎茸使い切りシリーズの販促デザイン」へのデザ
イナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔宮下デ
ザイン制作室 宮下ひろみ氏（千曲市）〕＋地域資源
製品開発支援センター
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■ 2016/9～11 飯伊地域の食品加工業からの要請 「歌
舞伎座土産和菓子の販促デザイン」へのデザイナー
派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔SiO DESIGN
塩沢喜徳氏（東京都）〕＋地域資源製品開発支援
センター

■ 2016/9～12 諏訪地域の機器製造業からの要請 「マイクロバブルシャワーノズルの商品デザ
イン」へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔デコデザインスタヂオ 岡谷哲
男氏（諏訪市）、会員外機構設計者〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 2016/11～2017/2 北信地域の農業法人からの要請
「ぼたんこしょう加工食品の販促デザイン」へのデザイ
ナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔C.C.C.
武井秀樹氏（松本市）〕＋地域資源製品開発支援
センター

■ 2016/11～2017/2 長野地域の自治体からの要請 「松代産柴石を使った新商品開発」への
デザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔ゼスト 川上良一氏（塩尻市）〕＋地域
資源製品開発支援センター

■ 2016/11～2017/2 佐久地域の生活用品製造研究会からの要請 「ポールを使ったウォーキ
ングガイドブックの編集デザイン」へのデザイナー派遣：地域ブランド・デザイン支援部会
〔（株）エイブルデザイン 鴨川玄英氏 他（長野市）〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 2017/1～3 長野地域の生活用品製造業からの要請
「磁気治療器具の販促デザイン」へのデザイナー派
遣：地域ブランド・デザイン支援部会〔宮下デザイン制
作室 宮下ひろみ氏（麻績村）〕＋地域資源製品開
発支援センター
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2. デザイン業の競争力を高め、活性化を推進する活動
（3） デザイン業の抱える問題、課題を把握し改善する活動
■ 2016/7/29 東京都中小企業振興公社主催「東京都デザイン導入セミナー」に参加(和田部会
長)
講師：金谷勉氏(セメントプロデュースデザイン代表・クリエイティブDr)
担当：デザインマネジメント研究部会
■ 2016/10/5 「デザイン活用ガイド」制作のための調査で“東京都中小企業振興公社”を訪問
（和田部会長・清水副部会長・辻事務局長）
担当：デザインマネジメント研究部会

(4) デザイナーの権利保全を推進する活動
■ 2016/11/8 えんぱーく（塩尻市）にて知財権セミナー 「デザ
イナーと商標・意匠・著作権」を開催（参加者 12 名）
講師：かりん国際行政書士事務所所長 小林克行氏
担当：デザインマネジメント研究部会

(5) デザインのノウハウ吸収活動
■ 2016/8/20 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州デ
ザインデイズ 2016」プログラムとして）
「デザインを伝えること」公開講演会を開催
講師：富山大学芸術文化学部 教授 内田和美氏
担当：デザインデイズ実行委員会
■ 2016/8/20 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州デ
ザインデイズ 2016」プログラムとして）
デザインコンペ審査員によるトーク「コンペの講評とこれからの
展開」を開催
パネラー：富山大学芸術文化学部 教授 内田和美氏
相澤デザイン室 代表 相澤徳行氏
長野県デザイン振興協会 事務局長 辻圭介
担当：デザインデイズ実行委員会＋デザインコンペ推進委員会
■ 2016/8/20 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州デザ
インデイズ 2016」プログラムとして）
「信州デザインコンペ 2016」受賞者による作品プレゼンテーシ
ョンを実施
グランプリ：ムラハタワークス 古畑健太郎氏（東京都）
優秀賞：ANDAND 大井福也氏（滋賀県）
優秀賞：エイブルデザイン株式会社 滝澤亮一氏（長野市）
学生グランプリ：専門学校未来ビジネスカレッジ 重田和輝氏（松本市）
水口賞：株式会社アルビレオ 金森陽子氏（東京都）
内田賞：セイコーエプソン株式会社 中村歩氏、牧野喬氏（塩尻市）
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（6）信州デザインコンペ 2016 の開催
■ 2016/4～8
長野県内企業 3 社から商品化・実用化を前提とした課題を提
供いただき、プロのデザイナーはもちろん、学生の方や、一般の
方々から広く作品を募集した結果、ドイツを含め、日本の各地か
ら 180 点の作品応募があった
右の写真は 8 月 20 日「信州デザインデイズ 2016」プログラムと
して行われた表彰式での受賞者と土屋会長
【課題提供企業と課題】
株式会社山下フルーツ農園 （飯綱町）：「ほしりんご」のパッケージデザイン
きたやつハム株式会社 （佐久穂町）：「信州北八ヶ岳山麓豚」のパッケージデザイン
株式会社ちさと東 （阿智村）：「日本一の星空」「日本一のはなもも」のロゴマークデザイン
※受賞、入選作品は別紙「信州ブランドアワード 2016」パンフレット参照

(7) 協会会員作品の展示活動
■ 2016/8/20～21 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州
デザインデイズ 2016」プログラムとして）
2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて（「信州
ブランドフォーラム 2016」プログラムとして）
「信州デザインコンペ 2016」受賞・入選作品の展示
担当：デザインコンペ推進委員会＋デザインデイズ実行委員会
＋ブランドフォーラム開催実行委員会

■ 2016/8/20～21 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州
デザインデイズ 2016」プログラムとして）
「山の日ポスター展」「BiDA 展」を実施
担当：デザインデイズ実行委員会＋JAGDA 長野＋BiDA 実行委
員会

■ 2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて（「信州ブランドフォーラム 2016」プログ
ラムとして）
長野 ADC 2016 入賞作品の展示
担当：ブランドフォーラム開催実行委員会＋長野 ADC 事務局

■ 2016/8/20～21 あがたの森文化会館（松本市）にて（「信州デ
ザインデイズ 2016」プログラムとして）
オリジナルトートバッグ展、デザイナーズフリーマーケット、森のギ
ャラリー＆田んぼギャラリー展の実施
担当：デザインデイズ実行委員会
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（8） 富山県高岡市デザイン視察の実施
■2017/1/26～27
富山大学芸術文化学部、富山県総合デザインセンター、株式会社能作本社、三協アルミ社射
水工場、富山市ガラス美術館を巡り、富山県の産学官による地域産業振興におけるデザインの
関わりを視察（参加 8 名）

3. ユーザーのデザイン理解を促進する活動
(9) 協会 WEB サイトの運営・管理及び情報発信
■ 2016/4～2017/3 会の活動について WEB サイトおよびフェイスブックでの情報発信を企画・
推進、及びインターネットを活用したコミュニケーションの促進
担当：協会サイト管理委員会＋事務局
■ 2017/8～

信州デザインデイズのフェイスブックページで開催

前から情報を告知し、開催期間中は実施内容をリアルタイムで配
信
担当：協会サイト管理委員会＋デザインデイズ実行委員会

4. 会の運営調整と会員交流・組織強化活動
(10) 会全体の運営・調整
■ 2017/3～2017/5 会全体の運営、および部会活動の連携について調整・審議
担当：運営委員会＋理事会
(11) 会員相互交流・会員拡大の推進
■ 2016/6/8 JAL シティ長野（長野市）にて 通常総会の交流会開催
担当：運営委員会
■ 2016/8/20 しなののてっぺん（松本市）にて ｢信州デザインデイズ 2016｣の交流会開催
担当：デザインデイズ実行委員会
■ 2016/11/17 長野リンデンプラザホテル（長野市）にて 「信州ブランドフォーラム 2016」の交
流会開催
担当：信州ブランドフォーラム開催実行委員会
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5. 連携して県内のブランドづくりとデザイン活用を促進する活動
(12) 「信州ブランドアワード 2016」の開催
■ 2016/6～2015/11 長野市にて 県内の優れたブラ
ンドのノミネートと選考を実施（信州ブランドフォーラム
2016 にて表彰及び発表展示）
担当：ブランドアワード推進委員会
※ 別添「信州ブランドアワード 2016」パンフレット参照
(13) 「信州ブランドフォーラム 2016」の開催
■ 2016/11/17 長野市生涯学習センター（長野市）にて
「信州ブランドアワード表彰・発表展示」「支援事例発表」
「招待講演」「パネルディスカッション」「展示会」「交流会」
を開催
担当：信州ブランドフォーラム開催実行委員会
※ 別添「信州ブランドフォーラム 2016」プログラム参照

(14) 「信州デザインデイズ 2016」の開催
■ 2016/8/20～21 あがたの森公園（松本市）にて 「信州デザイン
コンペ表彰式」「作品展示会」「受賞者プレゼンテーション」「公開
講演」「トークショー」「トートバッグ展」「デザイナーズ・フリーマーケッ
ト」を開催
担当：デザインデイズ実行委員会

（15） 「信州のブランド in 銀座」の開催
■ 2017/2/16～17 銀座 NAGANO（東京都）にて ブラン
ドアワード受賞・入選ブランドの認知向上のため、商品の
展示、セミナー、ワークショップの実施
担当：ブランドアワード推進委員会＋信州ブランド推進室
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6. 個々の要請に応え支援する活動
(16)

2016/4～2017/3 長野美術専門学校教養課程編成委員会へ委員派遣 ： 轟理事、辻
事務局長 ： 長野美術専門学校より

(17)

2016/4～2017/3 長野 ADC サポート会員 ： 長野 ADC 事務局より

(18)

2016/9 長野美術専門学校イラストコンテストへ審査員派遣 ： 轟理事 ： 長野美術

専門学校より
(19)

2016/9 選挙啓発ポスター審査会へ審査員の派遣 ： 土屋会長 ： 長野県選挙管理委
員会より

(20)

2016/10/14～16 BiDA2016 展の協賛 ： BiDA2016 実行委員会より

(21)

2017/1/27〜2/2 第 31 回長野県伝統工芸品展の後援 ： 長野県伝統工芸品産業振
興協議会より

(22)

2017/2/17〜18 「平成 28 年度 学生制作展」「NAGANO デザインフェスタ」の後援 ： 岡
学園トータルデザインアカデミーより

(23)

2017/3/13 地域資源製品開発支援センター「地域資源を活用した製品開発等成果発
表会」の後援 ： 長野県工業技術総合センターより

(24)

2016/4～2017/3 協会外からのコンペ募集、展覧会・セミナーの案内要請に随時対応し
情報を配信 ： 事務局
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Ⅲ. 主要会議開催録
開催期日
場

会

所

議

内

容

出席数

〔主要役員会・通常総会〕
（１）平成 27 年度 事業活動報告について
（２）平成 27 年度 収支決算報告について

2016/6/8

85

（ 監 査 報 告 ）

長野市生涯学 （３）平成 28 年度役員改選および新任・退任役員について
習センター

会員

（４）平成 28 年度 事業活動計画（案）について
（５）平成 28 年度 収支予算（案）について

アドバイザー
来賓
5

（６）協会規約改訂について
（７）その他（事務連絡等）

〔主要役員会・理事会〕
（1）｢信州ブランドフォーラム 2016」開催概要について

9/16
えんぱーく

（２）各部会 28 年度上期活動報告
（３）独禁法コンプライアンス指針策定について

理事
36

（４）視察旅行について
（５）その他（事務連絡等）

〔主要役員会・理事会〕
（1）｢信州ブランドフォーラム 2016」開催報告について

12/16
長野県経営者
協会会館

（２）各委員会・部会活動報告について
（３）独禁法コンプライアンス指針案の 2017 年度総会付議につい

理事
36

て
（４）富山デザイン視察参加募集について
（５）その他（次回理事会のご案内と次年度以降の活動方針検

討の進め方について、等）
〔主要役員会・理事会〕
（1）各委員会・部会 28 年度下期活動報告

2017/3/10
えんぱーく

（２）協会中長期活動および委員会部会活動計画
（３）役員の退任・選任について
（４）その他（平成 29 年度通常総会のご案内と次年度以降の

活動計画検討の進め方について、等）
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理事
34

