全国造園フェスティバル 開催地・開催日一覧(2017/9/17更新)
No.

開催場所

1

国営滝野すずらん公園

2

道の駅なみおかアップルヒル

3

岩手県立緑化センター

4

国営みちのく杜の湖畔公園

5

未定

6

緑水苑
宇都宮市城址公園「花と緑のフェスティバ
ルうつのみや2017」参画

7
8

群馬県立都市公園 ぐんまこどもの国

9
10
11
12
13
14

埼玉県庁
県営大宮第二公園
天沼弁天池公園
千葉県立幕張海浜公園 Bブロック
千葉県立行田公園
東松戸中央公園
21世紀の森と広場「松戸モリヒロフェス
タ」
馬事公苑
川崎市緑化センター
都立戸山公園
都立猿江恩賜公園
東京臨海広域防災公園

15
16
17
18
19
20

開催企業

(株)サンコー緑化, (株)横山造園, (株)園建, 雪印種苗(株), (株)北海道造園コンサルタント, 横浜植
木(株)北海道支店, (株)四宮造園, (株)コクサク, (株)南香園, (株)岩本石庭
(株)根城グリーン建設,環境緑花工業(株),(株)香月園,(株)大昭造園,(有)東北造園,(有)三浦造園(弘前
市),(有)三浦造園(五戸町),(株)ヤマカツ,(株)山印造園土木
日造協 岩手県支部
古積造園土木(株), 青葉造園(株), 青葉緑化工業(株), アサヒグリーン工業(株), (株)岩沼造園土木,
(株)石勝エクステリア東北支店, 菅野造園(株), (株)ガーデン二賀地, 小岩井農牧(株)仙台緑化営業
所, (株)芝玄, 西武造園(株)東北営業所, (株)高島泉樹園, (株)東北造園, 東北緑化環境保全(株), 東
北緑化(株), (株)富田園, 日本製紙総合開発(株)東北営業所, 林造園(株), 星造園土木(株), (株)富士
グリーンテック東北営業所, (株)宮城県林業開発センター, 宮十造園土木(株), (有)ミドリ企画, むつ
み造園土木(株)仙台支店
(有)石川ガーデン, (株)小川緑化土木, (株)今野造園, (株)寺崎造園, (株)出羽園, (株)富田造園デザ
イン, 内外緑化(株), (株)丸森造園, (有)山村造苑, 山形緑十字(株), 東北造園工業(株), (株)翠紅園
(株)磐梯園, (株)環境緑建, (株)花喜, 赤井田造園土木(株), (株)諸井緑樹園
(株)礒造園土木, (株)一信造園土木, (有)鈴木造園, (有)五月女造園, (株)増田造園, (有)真岡グリー
ンサービス, 八州造園(株)
カネコ種苗(株)造園部, ㈱カネサ園, (株)菊地造園土木, 熊倉造園土木(株), 群馬庚申園(株), 紅陵造
園株式会社, ㈱山晃, (株)しみづ農園, 新田造園土木(株), 前橋園芸(株), (株)八木造園, (株)山梅,
(有)安中造園
（株）八廣園、東洋ランテック(株)
（株）八廣園、東洋ランテック(株)
(株)森田植物園 他 船橋市造園協同組合
林造園土木(株) 他
藤木園緑化土木(株)
小山ガーデン(株), 新都市緑化(株), (株)新松戸造園, (株)石川園, (株)東松園
松戸市造園業協会[(株)飯沼ガーデン建設, (有)石川園, (有)五起庭園, (株)ウキガヤ, 小山ガーデン
(株), (株)斉藤緑地建設, (株)島村造園緑化, (株)シブヤ, 新都市緑化(株), (株)新松戸造園, (株)東
松園, (有)西原造園, (株)馬場造園土木, (株)真嶋園, (有)八柱造園, (有)山田造園, (株)ゆあさ園]
(株)吉村造園, (株)岡野造園, (株)石勝エクステリア, 杉本造園土木(株), (株)岩城, (株)蛭田植物園
(株)石勝エクステリア
(株)昭和造園
(株)日比谷アメニス
西武造園(株)

全国造園フェスティバル 開催地・開催日一覧(2017/9/17更新)
No.

開催場所

21

日比谷公園

22

杉並区役所東棟
神奈川県立相模原公園「相模原公園オータ
ムフラワーフェスティバル」

23
24

甲府駅前広場

25

小瀬スポーツ公園

26

松本平広域公園総合球技場アルウィン

27

国営越後丘陵公園

28

富山県民会館

29
30
31

西武緑地公園
奥卯辰山健民公園
犀川緑地

32

岐阜メモリアルセンター 芝生広場

33

アクト通り 及び 東ふれあい公園

34

オアシス21 銀河の広場

35
36

三重県北勢中央公園
福井市内(詳細未定)

37

大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ周辺

38

荒神山公園

開催企業

アゴラ造園(株),(株)飛鳥,(株)石勝エクステリア,(株)稲亀緑花,(株)岩城,岩田造園土木(株),王子木材
緑化(株),(株)大場造園,大森造園建設(株),(株)岡野造園,(株)表養樹園,加勢造園(株),かたばみ興業
(株),(株) 桂造園,環境緑化(株),（株）小関田中園,(株)松樹園,(株)昭和造園,杉本造園土木(株),住
友林業緑化(株),(株)成樹苑,西武造園(株),(株)西部緑化,(株)多摩ニュータウンサービス,東急グリー
ンシステム(株),東光園緑化(株),東武緑地(株),東洋グリーン産業(株),西村造園土木(株),(株)ニチ
ノー緑化,日産緑化(株),日本製紙総合開発(株),日本ハイウェイ・サービス(株),箱根植木(株),(株)日
比谷アメニス,(株)蛭田植物園,(株)富士植木,藤東造園建設(株),物林(株),株式会社豊和緑地,(株)増田
造園,松村園芸(株),(株)武蔵野種苗園,(株)柳島寿々喜園,(株)吉村造園,(株)理研グリーン
箱根植木(株)、(株)昭和造園、(株)大場造園、東部緑地(株)
サカタのタネ(株), (株)三橋緑化興業, アライグリーン(株), 湘南造園(株), 横浜庭苑(株), (株)小林
園, 横浜緑地(株), (株)濱田園, 田口園芸(株), (株)きたむら園, 難波造園(株)
(株)アセラ技建, (株)石和植木, (株)石原グリーン建設, (株)雲松園, (有)荻野造園, (株)帯金造園,
(株)河口湖庭園, (有)窪田造園, 甲南緑化(株), 河野造園土木(株), (株)三枝造園, 有限会社坂本造
園, 三協造園(株), (有)サンリツ造園土木, (有)敷島緑化土木, (株)芝保, (有)清水造園, (有)志村樹
苗園, (有)須田造園, 中央造園土木(株), 辻緑化土木(株), (株)津々美造園, (有)東香園, (株)仲村造
園, 野尻造園建設(有), 富士観光開発(株), 富士急建設(株), (株)富士グリーンテック, (有)美園造園
土木, (株)明桃園, 山梨ガーデン(株), (有)山宮造園, (有)吉井造園
(株)奥原造園, (株)信州グリーン, (有)信州緑地, 県造協中信支部13社, 松本市緑化協会他(長野県,
松本市, TOY BOX(アルウィン指定管理団体))との共催で実施
(一社)日本造園建設業協会 新潟県支部
(株)飛鳥ガーデン, (株)大井仙樹園, (有)金岡造園, (株)久郷一樹園, (株)越路ガーデン, (株)柴崎農
園, 立山造園土木(株), 富山興業(株), (有)中田造園, (株)西田幸樹園, 西野進樹園(株), (株)野上緑
化, (株)福田園, (有)山口造園
北造園(株), (株)北陸グリーンサービス
(株)岸グリーンサービス
(株)松原造園, (株)庭芸社, (株)松村造園
イビデングリーンテック(株), (株)植倉造園, (株)丸光イトウ, (株)カミノ, (株)岐阜造園, (株)桑原
造園土木, グリーンワークス(株), 昭和造園土木(株), (株)立花園, (株)長楽園, (株)中日本ランドス
ケープ, (株)名和装苑, 株式会社庭萬
天龍造園建設(株), (株)愛樹園, (株)特種東海フォレスト
岩間造園(株), (株)エイディーグリーン, 大島造園土木(株), (株)加納造園, (株)鈴鍵, 中電不動産
(株), 東海緑化(株), (株)豊田緑化苑, (株)豊橋園芸ガーデン, (株)中嶋造園土木, (株)梅松園, 牧造
園(株), ヤハギ緑化(株), (有)猿投観葉
(株)水谷造園, 藤谷造園(株), (株)カタサキグリーン, 近藤緑化(株), 中村造園(有)
日造協 福井県支部・福井市造園業会
(株)植杢、(株)川下造園、(株)宝山園、(株)辻井造園、西村造園土木(株)、(株)花文造園土木、(株)吉
田造園、(株)吉仁園
(株)髙木造園、奥川造園、(有)川窪造園、(有)江州造園、(有)三京造園、(有)須賀造園、(有)多賀植物
園、滝川緑化、千晃造園、手原造園、那須緑地(株)、野瀬造園(株)、橋本農園、(有)箕浦造園、清水庭
園、高宮産業(有)

全国造園フェスティバル 開催地・開催日一覧(2017/9/17更新)
No.

開催場所

39

梅小路公園

40

大阪市福島区役所

41

神戸市立相楽園

42

大和郡山市総合公園

43

和歌山マリーナシティ イコラストリート

44
45
46

西大寺緑花公園
瀬野川公園
米子市弓ヶ浜公園

47

くにびきメッセ

48
50
51

海峡ゆめ広場
一の坂川交通交流広場「山口みどりのフェ
スタ」
あすたむらんど徳島
国営讃岐まんのう公園

52

高松市立仏生山公園

53

高知市中央公園

54

高知県立池公園

55

愛媛県立とべ動物園

56

国営海の中道海浜公園

57

福智山ろく花公園

49

開催企業

日造協 京都府支部
(一社)京都造園建設業協会
(株)昭和園芸土木, 関西植木(株), (株)奈須造園, (株)タイキ, 京阪園芸(株), 東光園緑化(株)関西支
店
日造協兵庫県支部, (一社)神戸市造園協力会
(株)ガーデンヤマト、橿原造園、近鉄造園土木(株)、(株)郡山共同園芸、(株)三和、(株)巽造園土木、
(株)中造園、花佐造園(株)、(株)ヒロタ旭翠園
(株)井内屋種苗園, 紀北造園土木(株), 株式会社 楠昌園, (有)光華園, 児島造園, (株)志野造園土
木, (株)松風園, (有)玉井造園土木, (株)東陽園建設, (有)なかや造園土木, (株)林造園石材, (有)樋
口造園土木, (株)松原造園土木, (株)明松, 吉田造園土木, (株)吉本園芸, (株)和歌山ナセリー
(株)小山庭苑, 瀬戸内造園(株), (株)武田園, (株)菱川グリーン, (株)山都屋
みずえ緑地(株)
山陰緑地建設(株), (株)大山緑化建設(株), ナガトウ建設
(有)足立農園, 出雲土建(株), (有)小立造園, グリーン産業(株), (株)庭の川島, (株)福島造園, 松浦
造園(株), (株)もちだ園芸, (有)みどり建設, (有)鹿島緑化
(株)森芳楽園, (株)彦島造園, (株)下関植木
(株)多々良造園 他
徳島県支部・県造協(合同)で1ヶ所開催
(株)藤田萬翠園, (株)四国グリーン産業(株), (株)高橋造園, 吉本緑地建設(株)
(株)池下翠松園, (有)大林造園, (株)桂組, (株)北谷植花園, (株)桑島農園, (株)源氏園, 五栄海陸興
業(株), (有)山水園, 四国グリーン産業(株), 四国緑化産業(株), (株)末包造園, 末澤緑地(株), (有)
大成造園, 中央開発(株), (株)中讃農園, (株)二大緑化産業, (株)藤田萬翠園, 緑造園興業(株), 森川
ガーデン(株), (株)森造園, (株)山地宝松園, 吉本緑地建設(株)
入交道路施設(株), (株)都市美粧建設, (有)高知ガーデン土木, (株)高知緑地, 高知緑化建設(株),
(株)佐々木造園, (株)庭園センター, 東洋園芸食品(株), (株)南国緑地建設, (株)双葉造園, (株)ロー
ドグリーンズ
(株)双葉造園
アトム緑化開発(株), (有)一色造園緑地, (株)愛媛庭園, 愛媛森連産業(株), 愛媛緑地(株), (株)大西
屋, 協和環境整備工業(株), (株)新開発, (株)瀬戸内園芸センター, 瀬戸内緑地(株), 高須賀緑地建設
(株), 成瀬緑化産業(株), (有)日進緑地, (株)ひらい緑地, 御荘造園開発(株), ヤシロ農園(有), (株)
山本造園土木, (株)游亀, (株)横内造園, 横平農園(有), (株)リョッカ
青葉緑地建設(株), 安藤造園土木(株), 内山緑地建設(株), (株)梅田造園土木, 岡﨑建工(株), 岡崎造
園 有限会社, (株)北川緑地建設, 木下緑化建設(株), 九州グラウンド(株), (株)九州造園, (株)九州
緑化建設, (株)九州緑化産業, 九州林産(株), 古賀緑地建設(株), (株)小山千緑園, 有限会社 三司緑
化建設, (株)三宮造園土木, (株)執行茂寿園, 菅原造園建設(株), (株)スピナ, 田丸造園建設(株),
(株)都市造園, (株)中村緑地建設, 長浜造園(株), (株)西鉄グリーン土木, 福岡造園(株), (株)フク
ユー緑地, (株)藤吉園芸場, (株)別府梢風園, (株)水野文化園, (株)門司造園, (株)涼華園
田丸造園建設(株)

全国造園フェスティバル 開催地・開催日一覧(2017/9/17更新)
No.

開催場所

開催企業

58

遠賀川河川敷「遠賀川わくわく夢フェスタ

田丸造園建設(株)

59
60

白野江植物公園
玉島川河川敷「鮎まつり」

61

金立公園コスモス園

62

佐賀空港道路広場

63

水前寺江津湖公園 広木地区

64

アルカスSASEBO

65

ハーモニーランド

66

山形屋四季ふれあいモール

67

かごしま県民交流センター

内山緑地建設(株)、白野江植物公園
(株)鶴松造園建設
(株)鵜池造園, (株)永楽園, (株)江里口造園, (株)久保造園, (株)古梅園, (株)天山造園, (株)葉隠緑
化建設
(株)鵜池造園, (株)永楽園, (株)江里口造園, (株)久保造園, (株)古梅園, (株)天山造園, (株)葉隠緑
化建設
日造協 熊本県支部
(一社)熊本県造園建設業協会
(一社)熊本市造園建設業協会
【日造協】(株)琴花園, (株)岩永造園, (株)浮羽園, (有)海老沼造園, (株)島原緑地建設, (株)タメナ
ガ造園, (株)庭建, (株)朝長緑化建設, (株)中溝緑化建設, 中村造園(株), (株)松田久花園, 八江グ
リーンポート(株), (株)山本造園土木
【県造協】(有)金子兄弟造園, (有)広輝緑化, (株)三恵造園建設, (株)藤勝苑, (有)長崎緑樹セン
ター, (株)松本豊松園, (株)水樹, (有)緑清園
ウメサン(株), (株)大山, (株)春日緑化, (株)九環緑地建設, (株)栗木精華園, 西ノ洲環境(株), (株)
ハヤシグリーンテクノ, (株)ヒロセ, 豊秀植木(株), (株)豊樹園, (株)都造園土木, (株)ランドスケー
プ別大
(株)植由樹園, 海花造園, (有)エル・ワイ・ケイ, (有)おおすみ造園, (有)甲斐庭樹園土木, (有)清山
園芸場, (有)黒木造園, コスモ緑化建設(有), (株)児玉グリーン建設, 児玉造園, (株)後藤造園, 西都
緑建(有), (有)坂元芳翠園, (有)昭和造園土木, (有)末川造園, (株)杉尾植木, (株)園田グリーンセン
ター, (株)橘緑地建設, 田中造園土木(有), 大新造園(株), (有)茶臼原造園, (有)寺田竹材造園, (有)
中原建設, (有)南洋ガーデン, (株)日章緑地建設, (有)野﨑造園土木, (株)橋口庭樹園, (有)ひむか樹
園, (有)文明園, (株)馬原造園建設, (有)守田造園土木, (株)弥永緑地建設, (有)山之上造園土木,
(有)弓場造園土木, 弓場緑地建設(株)
石走造園(株), 井上総合緑化建設(株), 鹿児島県くみあい開発(株), (株)桂造園, (株)川崎植木, (株)
光林緑化, (株)五反共楽園, (株)沢津橋造園, (有)勝緑園, 新谷緑化(株), 青楓緑化(株)
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(有)赤嶺総合造園, (株)沖縄庭芸, 金秀建設(株), (有)久田緑化造園, (有)グリーンアルファ, (有)五光
園, (有)新生造園, (株)桃原農園, (有)那覇造園土木, (有)西崎緑地開発, (有)西原農園, (有)繁樹園,
(株)平成造園, (有)みね造園, (有)宮城錦水園, (有)豊造園, (有)浦西造園, (株)沖縄ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ, (株)
沖縄丸和, (有)海邦造園, (有)桂植木, 金城グリーン(株), (株)グリーンテックトーバル, (有)樹苑, (有)北
谷造園土木, 中部緑化土木(株), (株)東海造園, 平宮産業(株), (有)前川グリーン土木, (株)丸和グリー
ンサービス, (有)宮里農園, (有)与那嶺造園土木, (有)緑新開発, (株)沖縄緑建, (有)紫光園, (株)仲嶺造
園土木, (有)ナカムラ造園土木, (有)仲本造園土木, (有)名護緑化センター, (株)ホカマ, 北部造園土木
(株), (有)丸喜緑化, 本部造園(株), (有)大和緑建, (株)樹榮, (有)大栄開発, (株)ダイユウ建設, (有)仲間
開発, (有)新垣造園土木, おもと造園, 協和緑建, (有)南西造園, (有)やまかわ, (有)やまと庭樹園

