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法定福利費の内訳を明示した標準見積書の活用により、法定福利費の確保を図りましょう！

本号の主な内容
 ２、３面  【特集】日造協 全国造園フェスティバル
                       全国 73 カ所で多彩なイベントを開催  
　４面   【ふるさと自慢】埼玉県　　　　　　   森川 京子（東洋ランテック㈱）
　　　　　　　観て良し、食べてよし、歩いて良しの埼玉へぜひ
　　　　【緑滴】感謝の気持ちでゼロからスタート 布川友美子（㈱諸井緑樹園）
            【新入会員】　日造協新入会員のご紹介　

日造協会員の方々への「日造協ニュース」は偶数月が PDF 版の配信で、印刷
物の発送は行っていません。会員の方々へのメールニュースへの添付、日造協
ホームページに掲載をしていますので、ご活用ください。

緑化フェア　地域と緑

　　　　　  （一社）日本造園建設業協会理事　
大島造園土木㈱　取締役会長　大島嘉七

　我が愛知県では、9 月から 11 月ま
で「第 32 回全国都市緑化あいちフェ
ア」が開催され、100 万人を超える方々
が来場されました。フェア開催に合わ
せ、日造協でも「造園技術フォーラム」

「花と緑の集い」を名古屋で開催しま
したが、多くの会員の皆様にお越し頂
き、非常に有意義な時間を共有する事
が出来ました。この場をお借りしまし
て、厚くお礼申し上げます。

◆
　フェアの式典では、大村愛知県知事
が「愛知県は花卉生産量が日本一であ
る」とご紹介されていました。大都市
圏・消費地が近く、比較的穏やかな気
候である事から、愛知県は県東部を中
心に農業が盛んであり、花卉だけでな
く、キャベツや大葉、カリフラワーな
どの野菜も、生産量日本一を誇ります。
　一方、愛知県は皆様ご存知の通り「工
業県」でもあります。トヨタ自動車を
はじめとする自動車関連産業はその代
表ですが、近年は、三菱重工業が開発
を進める小型ジェット旅客機「MRJ」
など、航空宇宙産業も注目されていま
す。大企業からそれを支える中小企業
まで、「日本のモノづくり」を体現す
る企業が分厚く集積しているのが愛知
県の強みであり、昨今の景気の回復基
調の中、少しずつ元気を取り戻しつつ
ある様に感じます。

◆
　こうして見ると、愛知県は異なる特
徴を併せ持つユニークな県である事が
判りますが、同様に、全ての各都道府
県が「他では見られない」魅力を数多
くお持ちであると思います。歴史や風
土に根ざした、その地域ならではの
人々の営みは、インターネットで全世

界がリアルタイムに繋がる時代になっ
たからこそ、一層重視されるべきもの
でありましょう。

◆
　我々が携わる緑・景観の分野におい
ては、2005 年に景観緑三法が全面施
行され、良好な景観形成が総合的に推
進される様になりましたが、自治体の
予算削減もあり、我々の想いである「地
域にあるべき、真の景観づくり」は、
未だ道半ばであります。安倍政権では

「ローカル・アベノミクス」として地
方創生の諸施策が展開されつつありま
すが、東京への一極集中傾向の是正は
容易ならざるものですし、我々が直接
的に恩恵を受ける事業が採用されるか
は、全く不明であります。

◆
　この様な状況で我々が為すべきこと
は、受け身の姿勢から脱し、自ら需要
を顕在化させる事ではないでしょう
か。行政の景観計画に対しハード・ソ
フト両面で貢献し、地域の方々とも連
携する。情報発信を工夫し魅力を広く
伝え「景観の価値」を知って頂く。こ
うした努力を継続し、オンリーワンの
住みたくなる街、来たくなる場所を創
造していく力を得たいものです。

◆
　名古屋では 2027 年に「リニア中央
新幹線」の開業が予定され、名古屋駅
周辺は再開発の真只中にあります。特
色ある、魅力ある街として一層輝くこ
とが出来るか、千載一遇の機会であり
ます。緑化フェアの中で表現した様に、
花と緑の潤いで満たされる価値を様々
な場面で伝え、まちづくりに反映させ
る事が出来たら…、そんな想いでおり
ます。

2016 新年造園人の集い
2016 年 1 月 5 日㈫ 17:50 より
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皆様お誘いあわせの上、
ぜひご参加ください

　第 53 回技能五輪全国大会の造園競技
は、12 月 5 日、6 日の 2 日間、東京都
江東区の都立木場公園で行われた。
　競技は１区画 5m × 3,5m に、石積み、
敷石、石張りなどの石工事をはじめ、木
工事や自由課題の修景、高木、低木、下草、
草花植栽などの一連の作業の取り合いを
考えながら、限られた時間で作業を行う

もので、北海道から沖縄まで、23 歳以
下の若手技能者 38 名で行われた。
　審査の結果、金賞を立原翔太さん（㈱
大平造園土木、茨城県）が受賞。日造協
では、銅賞に塚村文絵さん（周南造園㈱、
山口県）が入賞したほか、鷲澤凌さん（㈱
緑化センター、長野県）が敢闘賞を受賞
した。

技能五輪全国大会の造園競技会場（東京都立木場公園）

技能五輪全国大会 開催
日造協 塚村さんが銅賞に入賞

　「植栽基盤診断士」は、植物が良好に
育つ土壌環境を整える専門家を養成する
ため日造協が平成 15 年度に創設した資
格制度である。
　今年度の認定試験は、「学科試験」を
9 月 20 日に全国 8 会場で実施し、学科
試験に合格した方が次に挑む「実技試験」
を 11 月 18 日～ 19 日に京都府立植物園、
11 月 27 日～ 29 日に国営昭和記念公園
で実施した。
　認定試験の合否は、「植栽基盤診断士
認定委員会（委員長：近藤三雄 元東京
農業大学教授）」で厳正に審査し、結果
は次の通りとなった。
　実技試験の合格者は、登録認定手続き

をすることにより「植栽基盤診断士」と
称することができ、植栽予定地の現況調
査と診断に基づき発注者等へ明確なデー
タを示しながら、改良の計画立案と具体
的な処方を施工性 ･ 経済性を考慮して技
術提案する。
　合格者の累計は約 1,328 名となり、さ
まざまな地域での発注要件に取り入れら
れるなど、活躍する場が拡がっている。

十緑造園、金原佳之・吉田英明・㈱昭和
造園、杉山真樹・㈱杉山造園建設、小峯
茂典・㈱柳島寿々喜園、大内修・入交コー
ポレーション㈱、関根武・内山緑地建設
㈱、浅田友子・藤森由紀・西武造園㈱、
杉浦佳子・東光園緑化㈱、川村貴之・箱
根植木㈱、正村和洋・蓮植物研究所、四
戸香織・ワーク・ジオ

【神奈川県】伊藤竜弥・松村岳志・權田
裕美・清水佐江子・㈱石勝エクステリア、
横村貴世志・㈱橘木、中島勇人・㈱湘南
グリーンサービス、岸龍宏・櫻井造園土
木㈱、矢野武征・三和緑化㈱、野田晴美・
樹木医事務所　桔梗、横山紘明・西武造
園㈱神奈川支店

【富山県】紙谷一弥・㈲紙谷造園
【岐阜県】奥山豊美・㈱オオタ

　平成 27 年度植栽基盤診断士の合格者
は次の通り。

【北海道】角田紀貴・㈱四宮造園
【茨城県】皆藤正洋・茨城県県南造園土
木協業組合

【群馬県】荒川美由紀・羽賀淳平・伊藤
有希・櫻井晋・㈱山梅

【埼玉県】伊勢靖生・㈱植幸プランティショ
ンサービス、齋藤誠・㈱清香園、横山秀正・
㈱中新造園、須田和也・㈱矢口造園、鳥
海達也・㈲霧島園、山口武夫・㈲山口造園、
鯨井美智也・大野園芸興業㈱

【千葉県】吉武正実・㈱流山緑化土木、
藤平英一郎・千葉造園土木㈱

【東京都】田山昇・㈱Midoru、吉田信一・
㈱インターファーム、三浦俊・㈱大場造
園、坂本慎一・㈱錦花園、平尾義嗣・㈱

平成 27 年度 植栽基盤診断士認定試験の結果

試験 学科試験 実技試験

人数 受験者 合格者 受験者 合格者

147 名 108 名 95 名 85 名

合格率 73.5% 89.5%

だ園芸、小立亮・㈲小立造園
【香川県】矢田達也・花川佳和・㈱森造園、
上野太郎・㈲鈴木樹園、鵜川浩二・㈲溝
渕造園

【愛媛県】山本正聡・㈱山本造園土木
【福岡県】後藤俊平・㈱都市造園、池田昌
博・門司和之・㈱中村緑地建設、菊池秀典・
西日本高速道路エンジニアリング九州㈱

【佐賀県】熊本幸一・㈱鶴松造園建設、
藤井陽一・㈱牟田林業緑化

【鹿児島県】柿元信彦・㈱桂造園、上野
寛史・㈲上野造園

【愛知県】中嶋貴臣・㈱中嶋造園土木、
丹羽雅輝・㈲にわ造園土木、小池嘉瑞・
西武造園㈱中部営業所、粟原茂晴・㈱エ
イディーグリーン、大津裕慈・イケダ造
園㈱、河野哲史・フジ造園土木㈱、水野
裕介・昭和造園土木㈱

【三重県】川嵜基晴・㈱カワサキグリーン、
中山貴行・㈱名阪造園

【福井県】出島善暢・㈱グリーンシェル
ター、平田英嗣・㈱大地、田中寛之・上
屋敷工業㈱、森田ともえ・㈲下西農園

【京都府】野﨑旭洋・㈱かわなみ緑花園、
大西高文・㈱茨木春草園、森清司・京都
府京都土木事務所

【大阪府】大原一志・㈲ワカバ、森山勝・
㈱理研グリーン大阪支店、武田実成・山
村友則・西武造園㈱西日本支店

【兵庫県】金子正幸・㈱チュウブ関西支社、
松本匡司・阪神園芸㈱

【和歌山県】歌晃司・㈲歌造園土木
【広島県】平石信太・㈱こうこく
【鳥取県】阿部香織・㈱大山緑化建設
【島根県】岩谷厚志・中田達樹・㈱もち

植栽基盤診断士認定試験
全国で活躍する資格者が 1,300 名超える



2 Japan Landscape Contractors Association NEWS

 【佐賀】コスモス祭に参加協力 自然環境整備に期待
　佐賀市は、今
年も都市緑化月
間にあわせ、第
24 回となる緑に
対する意識の高
揚を図る緑化啓
発イベント「金
立公園コスモス
祭 」 を 開 催 し、
園内に広がる 33
万本のコスモス
の見頃と相まっ
て１万３千人の
来園者で賑わい
ました。
　県支部ではこのイベントに参加協力。
間伐材を使用した木工教室や毎年人気の
かわいい「どんぐりトトロ」作りコー
ナー、軽食や農産物等の販売コーナー、
徐福パレードやステージ、苗木配布や授
産施設の展示販売等には家族での参加が
目立ち、楽しいイベントとなりました。
　この金立公園は、佐賀平野の北部に位
置する筑紫山脈の南面裾野である「里山」
から「野良」にあたる地域に整備されて
います。「徐福伝説（秦の始皇帝に命じ
られ不老不死の薬草を求めて来佐）」に
関連した風景づくりや、薬草及び薬木の
植栽展示等により自然豊かな環境整備に
重点をおいた憩いの公園を目指していま
す。また、整備初期には、公園南部の一
部を横断して整備された高速道路による

「エッジ効果」を緩和する目的で、植栽
や沼地及び水路等により再整備された自
然公園であり、「生態系インフラ」の重
要な地域となっています。そして、私達
に多様な「生態系サービス」を与えてく
れています。
　一方、佐賀の地を「生態系ネットワー
ク」の繋がりという観点から見たとき、
自然が多く様々な環境におけるビオトー
プタイプが存在しますが、将来に向けて
それらを繋ぐ「生態学的回廊（エコロジ
カルコリドー）」の整備が期待されます。
　林相ギャップ等による森林の再整備、
水田や水路の整備による希少種の保護、
野生生物のすみかの保護等に配慮した生
物多様性の保全整備により、私達もその
恵沢を享受し、将来も持続可能な循環型

環境となることを期待します。
　私達、人間も「生態系ネットワーク」
の中の一構成要因であることを念頭に置
いて、将来に向けた自然環境整備に力を
注いでいきたいものです。

佐賀県支部

　「花と緑で美しい日本を！」をテーマに日造協が主催している「全国造園フェスティバル」は、
都市公園法施行 50 周年の記念事業として、造園の認知度向上や地域との連携強化などを主な目
的として始まりました。10 回目の開催となる今年は、10 月をコア月として全国の日造協会員企
業が中心となりそれぞれの地域の公園や広場で造園の素晴らしさ、技術やセンスを広く知ってい
ただこうと様々なイベントが実施されました。本号ではその一部を紹介します。

日造協　全国造園　   
全国 73 カ所で多彩 　 

 【北海道】本部の企画助成受け、好天で盛況
　全国造園フェスティバルは、今年度か
ら本部事業で「イベント企画助成 10 団
体」が実施され、北海道総支部のイベン
ト企画が見事 10 団体に選定されました。
　北海道総支部は全国に先駆け、小学校
の夏休中である８月８日㈯に、万全のヒ
グマ対策を実施した会場「札幌滝野すず
らん丘陵公園」の一角で開催しました。
　同公園での開催は７回目。昨年は雨に
降られ、天気に自信のあった事務局とス
タッフを落胆させましたが、今年は朝か
ら絶好のイベント日和で、再び自信を取
り戻した事務局とスタッフでした。
　会員スタッフの献身的なサポート受
け、ベビーカーを押したお母さんもミニ
チュアガーデンのイベントに興味を持っ
て参加していただくなど、終了までに多
数の参加者を得て、なんとか「全国造園
フェスティバル 2015」は無事に終了し、
日造協提唱の「北は北海道から南は沖縄
までの一斉開催」の趣旨を今年度も全う
することができました。
　イベント内容は、ここ数年イベント企
画の立案をお願いしている丸山博子氏と
打ち合せ、昨年人気のあった「葉っぱの

スタンプ」…落ち葉にスタンプインクを
付けて葉脈を写し取り絵ハガキをつくり
ます、と ｢てるてるポプリ」…滝野のラ
ベンダーでテルテル坊主をつくる、「造
園技結び」…造園の技の一つである飾り
結びをつくる、復活した「松ぼっくりの
ペンダント」…小石に銅線でビーズを飾
り付け首飾りをつくります、今年の新企
画「ミニ２みにちゅあガーデン」…盆栽
鉢に木本実生やコケ、石などの植え付け
を行う－を午前と午後に分けて実施。
　お子さんに引っ張られるようにお父さ
ん・お母さんも参加して、自分だけのオ
リジナルなペンダント作りや絵はがき作
りと、滝野のラベンダーの香り豊かな “ て
るてるポプリ ” 作りと、ロープで作る “ ト
ンボの飾り結び ”、ちっちゃな植木鉢で
作る “ ミニチュアガーデン ” に、皆さん
真剣に取り組んでいました。
　今年もまた、多くの会員スタッフの皆
様にボランティアでイベントにご協力い
ただきました。来年も会員の皆様のご協
力と天気が晴にと神頼みしています。　

北海道総支部

たちにも好評でした。
　当日は雨の影響で、いずれのイベント

も定員には達しませんでしたが、参加者
からは「去年の花植えが楽しかったので

今年も参加した」、「来
年 も や っ て 欲 し い 」
という声を聞くこと
ができ本当に嬉しい
限りでした。親子で
参加できたというの
も良かった点と言え
ます。
　私たちは、アンケー
トでいただいた貴重
なご意見等を今後の
社会貢献活動等に活
かすよう努めていく
とともに、今後もフェ
スティバルを通じて
より多くの方に『造
園』を知っていただ
けるよう継続して PR
していきたいと考え
ております。

　　　　千葉県支部

 【千葉】県内５ヵ所で工夫を凝らし、造園技術をPR
　千葉県支部は、9 月 26 日～ 10 月 24
日に県内 5 ヵ所（千葉市泉自然公園、松
戸市東松戸中央公園、千葉県立行田公園、
千葉県立幕張海浜公園 B ブロック、船橋
市天沼公園）で全国造園フェスティバル
2015 を開催しました。
　各会場とも独自のアイデアで造園技術
の認知度向上、地域との連携強化及び環
境保全貢献の PR 等に努めました。
　本部への企画提案を行った県立幕張海
浜公園では、子ども達に『造園』を知っ
てもらうきっかけになればと、『高所作

業車で高木剪定体験』『苔玉作り』『花苗
の植樹』を実施しました。
　高所作業車は複数家族でも搭乗できる
スーパーデッキを用意し、剪定体験を実
施するとともに、剪定中の写真撮影サー
ビスを行いました。高所でのワクワク感
という効果も相まって搭乗した子ども達
からは笑顔があふれていました。
　苔玉は、ハイ苔の根と付着ごみを指先
で選別したり、ケト土を粘り気が出るま
でこねたりと事前準備が大変でしたが、
土や緑に直接触れる苔玉作りは親御さん



　福井市、福井市造園業会、日造協福井
県支部の協定で、10 月 14、15 日に福
井市都市緑化祭が開催され、式典では公
園等保全美化功労者として、福井市より
感謝状をいただきました。
　式典後、会員から「緑の相談会」や「竹
細工の展示」、「緑化基金への募金呼びか
け」なども行い、募金に協力していただ
いた人に、花鉢や球根等をプレゼントい
たしました。
　今後は規模を広げ、自治連合会に呼び
かけ、市民の緑化意識の向上につなげな
ければと、行政に働きかけています。
　以前は、3 日間に渡り行われていた都
市緑化祭も、行政の予算不足により規模

が縮小、マンネリカしたイベントで参加
者も激減しました。
　今こそ我々造園に携わる者が、知恵を
出し合わなければならないと思います。

福井県支部

Japan Landscape Contractors Association NEWS 3

全国造園フェスティバル 2015　開催地一覧

都道府県 開催日 開催場所 所在地 参加企業

北海道 8/8 国営滝野すずらん丘陵公園 札幌市
㈱横山造園、北海道秋山造園㈱、㈱園建、雪印種苗㈱、
㈱北海道造園コンサルタント、横浜植木㈱北海道支店、
㈱四宮造園、㈱コクサク、㈱南香園、㈱岩本石庭

青森県 10/10 八戸市史跡根城の広場 八戸市 支部会員
青森県 5/3 八戸市史跡根城の広場 八戸市 支部会員
岩手県 10/11-12 岩手県立緑化センター 奥州市 支部会員
宮城県 10/4 国営みちのく湖畔公園 川崎町 支部会員

山形県 10/23 志戸田児童遊園 山形市
㈲石川ガーデン、㈱小川緑化土木、㈱今野造園、㈱寺崎造園、
㈱出羽園、㈱冨田造園デザイン、内外緑化㈱、㈱丸森造園、
㈲山村造苑、山形緑十字㈱、東北造園工業㈱、翠紅園

茨城県 10/24 洞峰公園 つくば市 茨城県県南造園土木㈱、㈱川上農場、㈱坂田園芸、第一園芸土木
㈱、土浦造園㈱、橋本造園土木㈱、不二造園土木㈱、緑化植産㈱

茨城県 10/3 偕楽園公園 四季の原 水戸市 支部会員
群馬県 10/24 群馬県立都市公園ぐんまの森 高崎市 支部会員
千葉県 10/11 千葉県立幕張海浜公園 B ブロック 千葉市 林造園土木㈱ 他
千葉県 10/24 泉自然公園 千葉市 植忠造園土木㈱
千葉県 9/26 東松戸中央公園 松戸市 小山ガーデン㈱、新都市緑化㈱、㈱新松戸造園、㈱東松園
千葉県 10/10 千葉県立行田公園 船橋市 藤木園緑化土木㈱・㈲共栄緑化
千葉県 10/17 天沼弁天池公園 船橋市 ㈱森田植物園 他
東京都 5/23-24 馬事公苑前けやき広場 世田谷区 区内支部会員
東京都 6/13-14 市民プラザホール 東久留米市 松村園芸㈱
東京都 10/4 テクノプラザかつしか 葛飾区 ㈱桂造園、東洋グリーン産業㈱、他 10 社
東京都 10/10 東京臨海広域防災公園 江東区 西武造園㈱
東京都 10/10 都立猿江恩賜公園 江東区 ㈱日比谷アメニス
東京都 11/7 練馬区立大泉交通公園 練馬区 アゴラ造園㈱
東京都 10/16 杉並区役所東棟玄関前 杉並区 箱根植木㈱、㈱昭和造園、㈱大場造園、東武緑地㈱
東京都 10/18 日比谷公園 千代田区 支部会員

東京都 10/16 浜町公園 中央区
㈱ニチノー緑化、東洋グリーン産業㈱、常磐開発㈱、イビデン
グリーンテック㈱、㈱泰正、王子木材緑化㈱、㈱富士植木、㈱
チュウブ、東洋メンテナンス、日産緑化㈱、内山緑地建設㈱

東京都 10/17 月島第一児童公園 中央区
㈱ニチノー緑化、東洋グリーン産業㈱、常磐開発㈱、イビデン
グリーンテック㈱、㈱泰正、王子木材緑化㈱、㈱富士植木、㈱
チュウブ、東洋メンテナンス、日産緑化㈱、内山緑地建設㈱

東京都 10/18 都立戸山公園 新宿区 ㈱昭和造園
東京都 11/2-3 代々木公園 B 地区イベント広場 渋谷区 東光園緑化㈱、加勢造園㈱

神奈川県 10/18 神奈川県立相模原公園 相模原市
藤造園建設㈱、サカタのタネ㈱、㈱田澤園、生駒造園土木㈱、横浜
植木㈱、横浜緑地㈱、アライグリーン㈱、㈱濱田園、横浜庭苑㈱、
湘南造園㈱、㈱小林園、㈱三橋緑化興業、田口園芸㈱、難波造園㈱

山梨県 9/30 JR 甲府駅前広場 甲斐市 支部会員
山梨県 10/17-18 甲府市小瀬スポーツ公園 甲府市 支部会員

長野県 10/12 松本平広域公園総合球技場 松本市 ㈱信州グリーン、㈱奥原造園、㈲信州
緑地、㈱緑化センター

新潟県 10/10 国道 7 号「道の駅・豊栄」 新潟市 支部会員
新潟県 10/17-18 新潟県立植物園 新潟市 支部会員
富山県 10/29 富山県教育文化会館 富山市 支部会員
石川県 8/29 犀川緑地 金沢市 ㈱松原造園、㈱庭芸社、㈱松村造園
石川県 9/23 西部緑地公園 金沢市 北造園㈱、㈱北陸グリーンサービス
石川県 10/12 奥卯辰山健民公園 金沢市 ㈱岸グリーンサービス
岐阜県 10/24 県庁前芝生広場 岐阜市 支部会員
静岡県 10/17-18 アクト通り・東ふれあい公園 浜松市 天龍造園建設㈱、㈱愛樹園、東海フォレスト
愛知県 10/11 愛・地球博記念公園 長久手市 支部会員
三重県 11/7 三重県北勢中央公園 四日市市 支部会員
福井県 10/14-16 福井市役所 市民ホール 福井市 支部会員

滋賀県 10/17-18 大津湖岸なぎさ公園サン
シャインビーチ周辺 大津市

㈱植杢、㈱川下造園、㈱宝山園、㈱辻井造園、
㈱髙木造園、西村造園土木㈱、㈱花文造園
土木、㈱吉田造園、㈱吉仁園

滋賀県 10/25 庄堺公園 彦根市 ㈱髙木造園
京都府 10/3 梅小路公園 京都市 支部会員
大阪府 10/25 大阪市福島区役所本館 大阪市 支部会員
兵庫県 11/3 神戸市立相楽園 神戸市 支部会員
奈良県 10/18 大和郡山市総合公園及び各社会員事業所 大和郡山市 支部会員
和歌山県 10/12 和歌山マリーナシティ いこらいストリート 和歌山市 支部会員
岡山県 10/24 西大寺緑化公園 岡山市 支部会員
広島県 10/10 広島市森林公園 広島市 みずえ緑地㈱
広島県 10/3-4、10/10-11 国営備北丘陵公園 庄原市 廣島緑地建設㈱
広島県 10/23 広島県縮景園 広島市 廣島緑地建設㈱
鳥取県 10/17-18 米子市弓ヶ浜公園 米子市 山陰緑地建設㈱、㈱大山緑化建設㈱、ナガトウ建設
島根県 11/8 くにびきメッセ 松江市 支部会員
山口県 10/17-18 海峡ゆめ広場 下関市 ㈱森芳楽園、㈱彦島造園、㈱下関植木
山口県 10/31 一の坂川交通交流広場 山口市 ㈱多々良造園 他
徳島県 10/11 あすたむらんど徳島 板野町 支部会員
香川県 10/17-18 高松市立仏生山公園 高松市 支部会員

香川県 10/18 国営讃岐まんのう公園 まんのう町 ㈱四国グリーン産業㈱、㈱高橋造園、
㈱藤田萬翠園、吉本緑地建設㈱

高知県 10/10 高知市中央公園 高知市 支部会員
愛媛県 10/10 愛媛県立とべ動物園 砥部町 支部会員
福岡県 10/11 白野江植物公園 北九州市 内山緑地建設㈱
福岡県 10/25 遠賀川わくわく夢フェスタ 直方市 田丸造園建設㈱
福岡県 10/11-12 福智山ろく花公園 直方市 田丸造園建設㈱
福岡県 10/11 海の中道海浜公園 福岡市 支部会員
佐賀県 10/16 唐津市役所 唐津市 ㈱鶴松造園建設
佐賀県 10/25 佐賀県立佐賀城公園 佐賀市 ㈱久保造園

長崎県 11/7-8 おくんち広場 長崎市
㈱琴花園、㈱岩永造園、㈲海老沼造園、㈱兄弟緑地、㈱島原緑
地建設、㈱タメナガ造園、㈱庭建、㈱中溝緑化建設、八江グリー
ンポート㈱、㈲金子兄弟造園、㈱三恵造園建設、㈱松本豊松園

熊本県 10/4 水前寺江津湖公園 熊本市 支部会員
大分県 10/5 ハーモニーランド 日出町 支部会員
宮崎県 10/12 山形屋四季ふれあいモール 宮崎市 支部会員
鹿児島県 10/24-25 かごしま県民交流センター 鹿児島市 支部会員
沖縄県 10/4 沖縄県営中城公園 北中城村 支部会員

 フェスティバル
 なイベントを開催

 【福井】福井市都市緑化祭を市とともに開催

 【群馬】庭木の手入れ相談など、今後に生かす
　群馬県支部は、会員が指定管理者とし
て運営している県立「ぐんまの森」で
10 月 24 ～ 25 日行われた県民の日イベ
ントと合わせて、10 月 24 日㈯に全国造
園フェステバル 2015 を開催しました。
　当日は参加者に簡単なアンケートに答
えてもらい草花の種の配布・ブラックベ
リーとラズベリー苗木 400 株の配布・
緑化に関する相談・造園業の仕事のパネ

ル展示・日造協の PR を実施しました。
　天候にも恵まれ大勢の来園者の中開催
することが出来ました。散歩を楽しむ
親子連れの方が多く、アロマを利用した
手作りのアロマキャンドル・アロマソー
プも体験していただき出来上がったもの
は、すべて持ち帰って頂くということで、
子ども達に大変喜んでもらいました。
　また、来園者に造園業の仕事の説明や、

いろいろな
庭木の手入
れに関する
相 談 も 受
け、造園業
界からのお
客様に対し
て、まだま
だ積極的に
アプローチ
していない
な と 実 感。
今後に活か
したいと思
います。
群馬県支部



　埼玉県というと、浦和
レッズや西武ライオンズを
思い浮かべる方が多いと思
います。
　今回は埼玉県の観光地や
特産品を紹介します。
　　　　　◆
　私が住む川口市は、東京
に隣接し埼玉の玄関口と言
われます。川口市内にある
錫杖寺は、江戸時代に徳
川家が御成街道を通り日光
東照宮に参拝する際、最初
の休憩所として利用されま
した。寺内には大奥で篤姫
に仕えた滝山が乗ったお籠
や、お墓があり徳川家と縁
があるのがうかがえます。
　最近では「川口宿　鳩ケ

　私の職業は花屋です。母
のお腹の中にいる時から花
鋏の音を聞きながら育ちま
した。なので私が花屋にな
るのは自然なことでした。
　震災前は、日々淡々と仕
事をこなしていました。突
然の大震災、大津波、さら
に原発事故で一時避難（八
王子市）。会社は休業に追い
込まれましたが徐々に動き
出し、同年 10 月には地元
で営業再開。
　その頃ご来店のお客様は、
誰しもが悲痛な面持ちでし
た。仏花を束ねている傍ら
で涙するお客様の話を聞き、
私も涙をおさえながら…心
を込めて仕事をしなければ
と自分に言い聞かせた毎日
でした。
　そんなある日、若い女性
が来店され、「花屋さんが
開いてて良かった。こんな
時だけど、母に誕生日の花
束を作っていただけません
か？」と。

　私は精一杯
の気持ちを込
め、花束を作
りました。女
性はとても喜
んで花束を抱
えて帰られま
した。
　「 私 に も 出

来る事はある。悲しみの花も、喜びの
花も、感謝の花も、真心込めて作りた
い。私、花屋で良かった。」と、改め

て思いました。
　諸井緑樹園は、曽祖父が埼玉出身で、
この原町（現南相馬市）で造園業から
始めました。二代目の祖父が生け花の
花材の切り出し、生花販売も手がける
ようになり、早朝、キリッと荷造した
花材を蒸気機関車に積み込んで、方々
に出荷していたと聞きました。
　現在の社長は四代目です。「物を大
切にすること、棕櫚縄 1cm、リボン
1cm もムダにしてはいけない！」が、
社長の口癖。そして、「お客様の笑顔
が見たい。その笑顔に支えられここま
でこれたのだ！」とも。
　大正四年創業。お陰様で今年 100
周年。私達は感謝の気持ちを胸に、
101 年目ではなく、ゼロからのスター
トです。
　雨にも負けズ、浜風にも負けズ、こ
れからも笑顔を忘れズに、精進します。
そして、大好きなこの地で頑張りたい
と思います。
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編集後記　12 月の広報活動部会は二部構成です。第二部も白熱した夜となりました。本年も広報活動部会へ
のご支援ありがとうございました。来年も引き続きのご支援をよろしくお願いします。
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生花部の本店㊤と駅前店㊦

事務局の動き
【11 月】
  1 ㈰・建設業取引適正化推進月間           ～ 11/30
  7 ㈯・近畿総支部・支部交流会
      ・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未加
          入対策説明会（近畿総支部）
  9 ㈪・総務委員会（広報活動部会）
      ・アクションプログラム推進等特別委員会
10 ㈫・「街路樹剪定士研修会」講師説明会～ 11/11
      ・北海道総支部・支部交流会
11 ㈬・北海道総支部と北海道開発局等との意見交
           換会
      ・2016 年アンタルヤ国際園芸博覧会日本庭園
          出展実行委員会
13 ㈮・北陸総支部・支部交流会
16 ㈪・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未
           加入対策説明会（関東・甲信総支部）
      ・関東・甲信総支部・支部交流会

17 ㈫・（一社）建設産業専門団体連合会全国大会
      ・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未
           加入対策説明会（埼玉県支部）
18 ㈬・植栽基盤診断士認定試験（実技試験）

（京都府）～ 11/19
20 ㈮・アクション特別委員会（女性就業促進検討
           特別部会）
      ・プレゼンテーション入門講座
26 ㈭・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未
           加入対策説明会（茨城県支部）
27 ㈮・植栽基盤診断士認定試験（実技試験）

（東京都）～ 11/29
29 ㈰・自由民主党立党 60 年記念式典

【12 月】
  1 ㈫・登録造園基幹技能者講習講習委員会
  3 ㈭・運営会議
  5 ㈯・技能五輪全国大会　　　               ～ 12/7 
  7 ㈪・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未

           加入対策説明会（福井県支部）
  9 ㈬・総務委員会（広報活動部会）
10 ㈭・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
11 ㈮・四国総支部・支部交流会
      ・技術委員会　                  ～ 12/12（視察）
15 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
17 ㈭・街路樹剪定士認定委員会
18 ㈮・社会保険未加入対策推進協議会（第 5 回）
21 ㈪・総支部長等会議

委員会等の活動
●総務委員会（経営環境改善・社会保険未加入対策
部会合同）
　担い手３法と人材の育成確保・社会保険等未加入
対策説明会を開催。（11/7 近畿、11/16 関東甲信、

11/17 埼玉、11/26 茨城）
●資格制度委員会（「街路樹剪定士認定研修会」講師
説明会）
　研修内容・採点基準の全国平準化と各地域での課
題等の意見交換を開催。各支部の講師代表など 33 名
が参加。（11/10、11）
●アクションプログラム推進等特別委員会（女性就
業促進検討特別部会）
　メーリングリストで進めてきた情報交換・電子会
議の進め方の感想や部会メンバーに投げかけていた
質問（ユニフォーム・造園の広報・人材の期間トレー
ドなど）について話し合った。また、「プレゼンテー
ション入門講座」を企画し実施（試験的試み）。40
名が参加し、パワーポイントの作成のヒントや、登
壇の際の注意事項、話し方等々の基礎的な内容を学
んだ。（11/20）

谷宿　日光御成道まつり」と称する、徳
川家御一行に扮した大名行列を模したイ
ベントが催され、初回ゲストは松平健さ
んと HKT の指原莉乃さんでした。

◆
　隣の草加市は、

「草加せんべい」
が有名です。
　団子売りの「お
仙」というおば
あさんが、客の
おサムライさん

から「売れ残った団子はつぶして焼餅に
してはどうか」と言われ、その通りにし
たら大評判になり、これが「せんべい」と
呼ばれ、草加煎餅のはじまりとなったと
いう話もあります。今では沢山の種類が
あり、お茶うけとして楽しまれています。

◆
　お茶と言えば狭山茶です。埼玉県の南
　　　　　　　　　　　　西部で生産さ
　　　　　　　　　　　　れる煎茶で、
　　　　　　　　　　　　一番生産量が
　　　　　　　　　　　　多いのが私の
　　　　　　　　　　　　故郷でもある

　 　　　   入間市です。

◆
　川越市は「小江戸川越」と言われる城
下町で、多数の観光名所があります。
　そして、川越と言えばさつまいもです。

「九里四里（栗より）うまい十三里」と
いう口上でも有名です。江戸では、色が
美しく味もよい川越いもが人気を呼びま
した。江戸から川越までの距離が「十三
里」であることにかけ、「栗（九里）より（四
里）うまい十三里」として有名になりま
した。
　今では「芋懐石」をはじめ、「芋そば、
芋うどん」など種類豊富な芋料理を味わ
うことが出来ます。さつま芋とあんこが
入ったお饅頭「いも恋」の蒸したては、
絶品です。菓子屋横町の懐かしい駄菓子
や、芋けんぴなどの芋スウィ－ツを食べ
ながら、レトロな街並みを散策するのも
魅力の一つです。

◆
　今回紹介出来なかった観光スポットも
たくさんあります。観て良し、食べて良
し、歩いて良し。東京からの便も良いの
で、ぜひもう一歩足をのばして埼玉県へ
いらして下さいませ。

森川京子（東洋ランテック㈱）

　実家付近には茶畑が広がり、あたり一
面緑に囲まれ、霜よけの扇風機は風情が
あります。
　「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山
でとどめさす」と謳われるように、味を
重視したお茶づくりが狭山茶の特徴で
す。甘くコクがあり、深みのある濃い味
わいは心を和ませてくれます。

◆
　県庁所在地のさいたま市にある「大宮
氷川神社」は、280 数社ある氷川神社の
第一宮であり、パワ－スポットとして知
られています。長い参道を歩くのはとて
も心地良いです。
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草加せんべい

錫杖寺 川越の町並みと川越お菓子いも恋

氷川神社の紅葉

狭山茶風景

2015.4.1 ～ 12.10日 造 協 新 入 会 員 の ご 紹 介
社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈲伊達松盛園　　岡山 正人
北海道伊達市上長和町 198-8
☎ 0142-23-6307　FAX 0142-25-2879

㈱ヨシダ造園緑化 吉田 英司
北海道釧路市緑ヶ岡 2-36-15
☎ 0154-42-5270　FAX 0154-42-5370

㈱仙北造園  佐藤 康之
岩手県盛岡市仙北 3-17-15
☎ 019-613-5901　FAX 019-634-0116

㈲ミドリ企画  尾形　拓
宮城県仙台市宮城野区福室 4-2-35
☎ 022-254-3363　FAX 022-254-3368

㈱花喜 　　　　 府中 孝義
福島県郡山市田村町上行合字南川田 47-12
☎ 024-944-0490　FAX 024-944-0247

㈱礒造園土木  礒　 一己
栃木県真岡市中 2014-1
☎ 0285-84-5101　FAX 0285-84-5116

㈱一信造園土木 斉藤久子（指定 : 斎藤守）
栃木県小山市下初田 7-2
☎ 0285-38-0494　FAX 0285-38-1790

㈲五月女造園  五月女和夫
栃木県足利市上渋垂町 413-3
☎ 0284-71-4469　FAX 0284-71-4639

㈲鈴木造園  鈴木 昭光
栃木県鹿沼市上石川 1866-45
☎ 0289-76-3231　FAX 0289-76-1170

㈱増田造園  増田 博一
栃木県足利市鹿島町 447
☎ 0284-62-2546　FAX 0284-64-0440

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈲真岡グリーンサービス  上野 満子
栃木県真岡市長田 1665-4
☎ 0285-84-0598　FAX 0285-82-5629

八州造園㈱ 高梨道太郎
栃木県宇都宮市鶴田町 210-15
☎ 028-648-6336　FAX 028-648-6368

㈱カネサ園  澤口 浩美
群馬県太田市熊野町 19-1
☎ 0276-22-3575　FAX 0276-25-2028

紅陵造園㈱ 伊藤知明（指定 : 山宮衛）
群馬県前橋市青梨子町 1617-1
☎ 027-251-9917　FAX 027-251-9993

㈱山晃 　　　　 山田 篤志
群馬県太田市龍舞町 4685-3
☎ 0276-46-2762　FAX 0276-49-0150

㈱緑化センター  丸山 康久
長野県松本市大字和田 1758
☎ 0263-48-0608　FAX 0263-48-0542

㈱庭萬 　　　  前田壽己知
岐阜県可児市羽埼 147-1
☎ 0574-62-3737　FAX 0574-63-3536

㈱かわなみ緑花園 川並 哲雄
京都府京都市伏見区桃山与五郎町 1-204
☎ 0774-22-8582　FAX 0774-22-8048

㈱芸北造園土木  増田　寿
広島県広島市安佐南区緑井 3-43-9
☎ 082-877-3926　FAX 082-877-3943

㈱沢津橋造園 沢津橋鉄盛
鹿児島県鹿児島市下福元町 7707-2
☎ 099-262-5387　FAX 099-262-5357


