
第 33回全国都市緑化よこはまフェア (2017年 3月 30日) 

平成 29年 3月 29日、横浜市で開催されている第 33回全国都市緑化よこはまフェアを見てきました。 

開催期間は 2017年 3月 25日～6月 4日までです。会場はズーラシアの隣の「里山ガーデン」と山下公園など

の「みなとガーデン」の 2か所です。今年は 3月の気温が低いため、ソメイヨシノは咲いていず、チューリップも咲

いていない品種が多かったです。しかし、会場だけでなく周辺の街路樹や駅前の通りなども含めて花が大変に多

く素晴らしいものでした。季節が進んでバラが咲いてくれば、より素晴らしいものになることでしょう。 

【みなとガーデン】 

  

市役所前の花壇。チューリップは咲いていな

いものが多いが、咲きそろったら見事だろう。 

ソメイヨシノはまだですが、ヨコハマヒザクラ

は満開でした。 

  

平日だったが、年配の観客は多かった。 
神奈川県庁前の「キングの塔」フラワーゲー

ト 
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ガーデンベアのトピアリーと立体花壇 山下公園のデルフィニウムなどの青の花壇 

  

港の見える丘公園のハンギングバスケット シンボル花壇 

  

運河パークのネモフィラも少し早い 新港広場のユキヤナギは咲いていた。 



 

【里山ガーデン】 

  

入口広場には食べ物の売店が開いていた。 フォレストアドベンチャー 

  

グランピングサイトでは家族連れ 広大な菜の花畑 

  



芝生広場 10,000㎡の花壇 

  

最も長い花の列のギネス世界記録に挑戦 (2017年 3月 21日) 

平成 29年 3月 18日、藤枝市の蓮華寺池公園でパンジー、ビオラ、ノースポールなどの花のプランターを約

23,000鉢並べ 3117.17m を記録し、2013年 8月にウクライナでの 2847.9m を抜いて、ギネス世界記録に

認定された。 

  

審査員がプランターに隙間がないか見てい

る。 
目標は 2987mで郷土博物館前は 300m 

  

プランターは 2列に並べられ、１周 1500mの

蓮華寺池では 3000m以上になる。 

数 10mおきに市職員が監視に立って、プラン

ターに触らないよう注意していた。 

  

平成 28年度東部支部知識技能講習会を開催 (2017年 3月 9日) 
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平成 29年 3月 7日、函南町畑で平成 28年度東部支部知識技能講習会が開催されました。講師は㈱一葉代表

取締役の高橋さゆり氏で「世代を超えて人を繋ぐ緑の力」と題して、古民家の再生の構想を講演しました。 

講師の高橋氏は造園設計・施工・管理のほかガーデンデザイン、園芸スクール、園芸療法などを実施しており、ハ

ンギングバスケットコンテストや西武ドームのガーデニングショウ等で表彰されたことが多数ある。 

草木の力を借りて五感で感じ癒される空間を創造を目指し、古民家を店舗として再生し、飲食、物販、スクール、

造園生産を計画し、地域の農を通した高齢者・子供交流支援と活性化に貢献することを目指している。 

  

講師の高橋さゆり氏 古民家の前で説明を聞く会員 

  

古民家には立派な門がある 離れの建物は壊れかけている 



  

高橋氏が手を入れて綺麗になった室内 1200坪もある広大な敷地 

  

古民家の前で記念撮影 民家を見学の後、少し離れた長光寺で講演 

  

三保松原保全対策事業の土壌改良見学会 (2017年 3月 2日) 

平成 29年 3月 1日、静岡市清水区三保松原で土壌改良の見学会が開催されました。 

発注者は静岡市文化財課で受注者は清水区の㈱薩川組です。 

松の根元から 8方向に長さ 2ｍ、深さ 30㎝を床掘し、珪藻土焼成粒（イソライト）を入れ、水平根の周囲に土壌改

良炭（炭八）を埋設し、菌根菌を混ぜた水をまき、砂で埋め戻しをする作業です。 

改良により回復した細根を保全するため、施工後は木柵を設置します。施工効果を見極めたうえで平成 29年度

以降に周辺の老齢大木にも同様の処置を実施するということです。 

見学者は地元の方と樹木医などです。 
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土壌改良炭を投入し、突き固めます。 
深さ 70㎝の穴を開け、珪藻土焼成粒を入れ

ます。 

  

8方向に床掘し炭を充填します。 
見学会は静岡市文化財課の剣持さんと県森

林整備課の辻井さんが説明しました。 



  

床掘はエアスコップで行います。 菌根菌を混ぜた水をまきます。 

  

羽衣の松は 1㎡に径 3㎝の穴を 4箇所、10

㎝の穴を 1箇所深さ 80㎝にあけ、珪藻土と

炭を充填してありました。 

最後に砂で埋め戻し、竹箒でならしました。 

  

花と緑の講演会 (2017年 2月 24日) 

平成 29年 2月 23日、静岡市葵区のしずぎんホール ユーフォニアで「花と緑の講演会」が（公財）静岡県グリー

ンバンクの主催で開かれました。 

講演は「花を愛し まちを育む」と題して、ひかるガーデニング(有)代表取締役の徳原真人氏が行いました。大変

な熱意と情熱をもって、緑化ボランティア活動を支えていることに感動しました。 

徳原氏は 2001年の「しずおか緑・花・祭」の会場修景、2004年の浜名湖花博の会場修景、2014年の浜名湖

花博 10周年祭の花みどりアートを務めた方です。 
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花の会などからたくさんの参加者がありまし

たが、午前中の悪天候の影響なのか昨年よ

りも少ないと感じました。 

平野理事長の開会挨拶 

  

高尾県環境ふれあい課長の来賓挨拶 
企業への感謝状は㈱東興と静岡県労働金

庫の 2社に贈られました。 



  

花の会への感謝状は東部 3団体、中部 9団

体、西部 2団体に贈られました。 
講演する徳原真人氏 

  

 

平成 28年度静岡県都市緑化技術研修会 (2017年 2月 20日) 

平成２９年２月１７日に静岡県男女共同参画センター（あざれあ）５０２会議室において、「平成２８年度静岡県都市

緑化技術研修会」が静岡県交通基盤部都市局公園緑地課と（一社）日本造園建設業協会 静岡県支部の共催で

開催されました。 

造園人、行政関係者など６０名が参加しました。 

 〇特別講演 

「競技場の芝生整備と維持管理及び耕作放棄地における新品種バミューダグラスの生産について」 

有限会社グリーンマスターズ清水 代表取締役 佐野 忍氏 

〇エコパにおける環境学習のとりくみ 

静岡県サッカー協会グループ エコパハウス 原田創史氏 

〇美しく品格のあるまちを目指して～ガーデンシティーみしま～ 

三島市都市整備部水と緑の課ガーデンシティー推進室長 鈴木孝治氏 

〇会員報告 

中部圏のランドスケープ遺産の選定について～第一期の内容紹介及び第二期の進捗状況説明～ 

日造協県支部会員 天竜造園建設(株) 小林天竜氏 
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静岡県交通基盤部都市局公園緑地課長 濱

田貴夫氏の主催者挨拶 

 （一(社)日本造園建設業協会 静岡県支部

長 内山晴芳氏の主催者挨拶 

  

 特別講演するグリーンマスターズ清水の佐

野 忍氏 

 豊富な事例のスライドとともに芝生の見本や

土壌見本を会場に持ち込んで説明しました。 



  

 エコパハウスの原田創史氏  三島市の鈴木孝治氏 

  

 天竜造園建設(株)の小林天竜氏  造園関係者などで会場は満席でした。 

  

平成 28年度花と緑の魅力あるまちづくり連絡会議 第 2回講習会 (2017年 2月 10日) 

平成 29年 2月 10日、浜松市緑化推進センターで「平成 28年度花と緑の魅力あるまちづくり連絡会議第 2回

講習会」が開催されました。 

講師は千葉大学大学院園芸学研究科の細野哲央氏で「倒木・落枝事故に学ぶ都市樹木のリスクマネジメント」と

題して講演いただきました。 

併せて、㈱ワールド測量設計の安田格氏が打撃音樹内腐朽簡易診断装置「ぽん太」の説明しました。 

参加者は市町、県職員、公園等管理者、造園関係者ら約 60名です。 
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午前中は細野先生がパワーポイントで事故

事例と裁判の結果などを紹介し、日頃の点

検が重要だと話しました。 

ワールド測量設計の安田氏が標本を使っ

て、ぽん太の原理を説明しました。 

  

午後はセンター内で細野先生が樹木診断の

デモンストレーションをした後、5班に分かれ

て実習を行いました。 

デモを行った樹木はカツラで鋼棒などを使用

して、根元に腐朽があることがわかりました。 



  

安田氏がぽん太の実演をしましたが、樹木

の状態が悪く、空洞があるとの診断結果は

出ませんでした。 

ソメイヨシの根元にベッコウタケが生えていて

ピンポールを差し込むとキュッキュッと音がし

ます。 

  

各班の班長が診断結果を発表します。この

木はハンノキで腐朽が進んでいるため伐採

するのが適当と判断されました。 

各班の発表の後、質疑応答（事前に質問用

紙を配布して記入してもらった）を行い、細野

先生はすべての質問に答えました。 

  

富士特別支援学校 緑の保全事業 (2017年 2月 8日) 

平成 29年 2月 7日、富士特別支援学校で第 3回目の活動のたい肥づくりを行いました。 

指導者は赤池造園㈱の赤池弘源氏、(有)小林造園の小林千尋氏、㈱望月庭園の望月紀志氏の 3名です。 

生徒は中学部の 8名で、先生は 3名でした。 
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小林さんがスケッチブックの紙芝居で堆肥の

ことや作り方を説明。 

自分たちで集めた落ち葉と赤池さんが持って

きた落ち葉を運びます。 

  

稲わらの代わりの茅を入れます。 
鶏糞、米ぬか、鶏糞＋米ぬかの 3種のたい

肥を作ります。 



  

トン袋に落ち葉、茅、鶏糞を交互に入れて足

で踏みます。 

米ぬか班も足で踏みます。富士山が大きく見

えて綺麗です。 

  

山のようにあった落ち葉も綺麗にトン袋や堆

肥置き場に収まりました。 

10月の花壇づくりで植えたセイヨウイワナン

アテンが日照不足のためか枯れたいました。 

  

災害時応援協定締結事業との研修・情報交換会 (2017年 2月 6日) 

平成29年2月6日、静岡県総合社会福祉会館シズウエルで開催された「災害時応援協定締結事業者との研修・

情報交換会」に参加しました。 

会場には協定締結事業者 79団体 111人、市町職員 15団体 17人、県関係課 15名が参加しました。 

杉浦課長の趣旨説明のあと、外岡県危機管理監が挨拶しました。 

〇研修講義１ 

「東日本大震災時における災害時応援協定締結市町村等との協力について」 

岩手県釜石市市民生活部地域づくり課 小佐野地区生活応援センター 

所長 中村達也氏 
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〇研修講義２ 

「石油業界の災害時対応に係る取り組み」 

石油連盟調査・流通業務部流通調査グループ 

副長 船木恵司氏 

  

式次第をスクリーンで映しています。 開催趣旨を説明する杉浦危機政策課長 

  

挨拶する外岡県危機管理監 釜石市の中村氏 



  

石油連盟の船木氏 会場は満杯でした 

  

静岡農業高校インターンシップ (2017年 2月 3日) 

平成 29年 2月 3日、静岡市駿河区谷田の県立美術館で静岡農業高校のインターンシップの全体研修会を開催

しました。 

生徒は 26名、指導する会員は 34名で、先生の方が多いです。 

生徒たちは各社に分かれて 3日間、剪定、伐採などの造園の仕事を経験して、最終日です。 

県立美術館の周りの樹木は予算の関係でほとんど刈り込みや剪定がされていないので、生徒さんや会員たちが

仕事をするとみるみるうちに綺麗になります。 

  

美術館の第 2駐車場に全員集合です。風も

なく絶好の活動日和です。 

刈り込みばさみの使い方を手取り足取りで

す。 
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ツツジも刈り込みます。 へっぴり腰で脚立作業です。 

  

トリマーもこわごわ使わせてもらいます。 木に登って剪定する生徒もいます。 

  

袋井特別支援学校 緑の保全事業 (2017年 2月 1日) 

平成 29年 2月 1日、袋井特別支援学校で第 3回目の緑化のお手伝いです。この日は卒業式に渡り廊下に並

べられるプランター作りです。 

講師は市川造園㈱の市川明広氏、（有）永井造園の永井愼吾氏、（有）松月園の倉嶋要介氏、㈱浮月園の青島広

道氏の 4人です。 

生徒は中学部の園芸班 12名です。先生は 5人が出てくれました。 
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市川支部長が花苗の植え方と注意事項を説

明 
まずはプランターに土入れ 

  

花のバランスを考えて配置を決めます。 汚れたプランターは雑巾でふきます。 

  



11月に植えた花壇とプランターの間で記念

撮影 
第 3回目が最終なのできちんと挨拶します。 

  

松くい虫被害対策における予防剤樹幹注入研修会 (2017年 1月 31日) 

平成 29年 1月 31日（火）、静岡県農林技術研究所森林・林業研究センターで「松くい虫被害対策における予防

剤樹幹注入研修会」を開催しました。 

参加者は会員や県職員など 42名です。 

室内ではまず、森林・林業研究センター上席研究員の加藤徹氏が我が国におけるマツの役割や歴史的な変遷に

ついて話され、松くい虫被害のメカニズムや被害状況について説明がありました。 

続いて、県森林整備課造林班主査の久保田克哉氏が樹幹注入の仕様書について解説されました。 

最後に、ゾエティスジャパンの田尻敏彦氏がＤＶＤやスライドを使って、樹幹注入における形成層障害の防ぎ方を

説明されました。 

室外に出て場内のアカマツに実際にドリルで穴をあけて予防剤を注入し、参加者と質疑応答を行いました。 

  

県中部、西部の参加者が多かったですが、

東部からも 3名の参加がありました。 

加藤氏が浮世絵などの昔の絵に描かれてい

る松に注目した解説がありました。 
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久保田氏が県仕様書により形成層障害を防

ぎ、松を守ることの意義について話されまし

た。 

田尻氏がドリルで穴をあけています。角度は

35度がいいそうです。 

  

加圧式のボトルを樹幹に打ち込みます。短

時間で薬が樹幹に入っていくのが観察できま

した。 

最後に参加者と講師たちと質疑応答を行い

ました。 

  

第 17回中部いけばな展 (2017年 1月 23日) 

平成 29年 1月 20日、静岡市葵区の松坂屋静岡店本館 8階大催事場で開催されている「第 17回中部いけば

な展」を見てきました。会場には 80点余りの作品が展示され、小原流、池坊、草月流など各流派ごとの特色があ

り、面白かったです。会期は平成 29年 1月 18日から 23日までです。 
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夕方だったせいか、会場はすいていました。 やはり、年配の人が多かったです。 

  

結構、奇抜な作品もあります。 
静岡市造園緑化協会の経理を担当している

村松さんの作品です。 

  

森林（もり）の講演会の案内 (2017年 1月 20日) 

ＮＰＯ法人静岡山の文化交流センター主催で 2回の講演会が開催されます。 

  

①南アルプスの山と森林 

日時：2017年 2月 24日（金）午後 1時～ 

場所：静岡商工会議所 5階ホール 

講師：望月将悟（日本山岳縦断トレイラン優勝 4回） 

講師：内海登（元東海フォレスト社長） 

  

②森林と社会 

日時：2017年 3月 17日（金）午後１時～ 
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場所：静岡商工会議所 5階ホール 

講師：内山節（哲学者） 

講師：田中正則（元国土緑化推進機構専務理事） 

  

建産連 賀詞交歓会開かれる (2017年 1月 13日) 

平成 29年 1月 13日、グランディエールブケトーカイで（一社）静岡県建設産業団体連合会主催の平成 29年新

年賀詞交歓会が開催されました。当協会からは髙林会長、櫻井副会長、永井副会長、杉澤副会長が出席しまし

た。 

  

会場の全景。手前のテーブルが県造協の席

です。 
木内会長の主催者挨拶 

  

川勝知事の祝辞 鈴木洋祐静岡県議会議長の祝辞 
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塩谷衆議院が国会議員を代表して祝辞 

来賓紹介で国会議員が左から望月義夫ｍ城

内実、塩谷立、小山展弘衆議院議員、平山

佐知子、牧野京男、足立敏之参議院議員 

  

知事との新年挨拶 (2017年 1月 6日) 

平成 29年 1月 6日に当協会の髙林会長、櫻井副会長、杉澤副会長が川勝知事との年始の挨拶のため県庁を

訪問しました。知事室へは、（公財）静岡県グリーンバンク、（公社）静岡県緑化推進協会、静岡県花の会と一緒に

入りました。 

  

知事室で名刺交換の後、懇談しました。 髙林会長の名刺交換 

http://www.midorinotakara.org/post-131.html


  

櫻井副会長の名刺交換 杉澤副会長の名刺交換 

  

平成 28年度樹木医登録者、松保護士認定者 (2016年 12月 19日) 

グリーンエイジの 2016年 12月号に平成 28年度の樹木医登録者、松保護士認定者が発表されています。 

樹木医は 108名が合格し、これまでの認定者が 2,673人になりました。静岡県からは新たに 8名で、当協会の

会員では天龍造園建設㈱の石山進一氏、㈱植源の立木秀希氏です。 

松保護士は 55名が認定されました。当協会の会員では㈱小林土木緑化の杉本忠大氏、㈱西野造園の望月泰

之氏、㈱特種東海フォレストの安本征弘氏です。 

 

静岡市「青葉シンボルロード」イルミネーション (2016年 12月 13日) 

今年で 27回目を迎える冬恒例のイルミネーション。静岡市の市街地の中心部を通る「青葉シンボルロード」が約

22万球の LEDで彩られています。2017年 2月 15日まで。 

http://www.midorinotakara.org/28-5.html
http://www.midorinotakara.org/post-129.html


 



 

  

今冬の瀬戸川の野鳥 (2016年 12月 12日) 

今年の冬は冬鳥が順調に渡ってきているようです。10月の下旬にジョウビタキが一番乗りでその後、シメやツグミ

なども来ています。留鳥のモズやホオジロも葉が落ちて姿が見えやすくなって、探鳥するのが楽しいです。瀬戸川

の中流域ではそれほど多くないミサゴやチョウゲンボウなどもいます。 

 

 

http://www.midorinotakara.org/post-128.html


真っ先に渡ってくる冬鳥のジョウビタキの雄

です。 
モズの雄です。梢でよく鳴いています。 

 

 

シメも今冬は多いようです。 ホオジロも山から下りて来ました。 

  

河口にはいるけど中流まで登ってきたミサゴ

です。 
チョウゲンボウも若い個体が 2羽います。 



 

 

目立たない鳥のアリスイです。 クサシギもわりといます。 

  

麻機遊水地一般公募探鳥会 (2016年 11月 28日) 

平成 28年 11月 27日（日）に静岡市葵区麻機遊水地で開催された一般公募探鳥会に参加しました。雨が降り

そうなので参加者は少なかったですが、オオタカやミサゴを見ることが出来て良かったです。 

  

ヒドリガモのペアですが、寝ています。昼間

は寝ていることが多いです。 

中の島に若いオオタカがいました。不安定な

枝の上でふらふらしていました。 
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カラスに追われて近くの高圧線の鉄塔にとま

りました。 

池の上ではミサゴが魚を狙って旋回していま

す。 

  

突然、身をひるがえして、水の中にダイビン

グしました。 

魚を捕らえたようですが、大きすぎて持ち上

がりません。溺れる前に諦めて飛んでいきま

した。 

  

しずおか建設まつり (2016年 11月 21日) 

平成２８年１１月２０日（日）、清水マリンパークで「しずおか建設まつり」が開催されました。 

静岡市と静岡県建設産業団体連合会の共催で開催された「しずおか建設まつり」は今回が初の試みです。開催

場所が広いため、多くの重機や体験型イベントがあり、たくさんの家族ずれで賑わっていました。特に子供たちは

色々展示された重機の見学や運転操作などを体験してとても楽しそうだった。 

当協会は、午前１１時と午後１時半の２回で花苗の配布を行いました。花苗は、ガーデンシクラメン：１２０鉢、サク

ラソウ：６０鉢、カランコエ：６０鉢。特にガーデンシクラメンが人気で、午前、午後ともあっという間に配り終わってし

まいました。 

http://www.midorinotakara.org/post-127.html


  

イベント開会式 大きな重機がたくさん並ぶ 

  

ガーデンシクラメンが人気 大勢の人が列になり花苗をもらっていった 

  

子供に大人気のバルーンアート  運転体験を楽しむ子供 

  

造園施工管理技士会 菌根菌研修会 (2016年 11月 19日) 

平成 28年 11月 19日、県立田方農業高校で造園施工管理技士会の研修会を開催しました。 

http://www.midorinotakara.org/post-126.html


望月会長のあいさつのあと、造景部の部長と副部長がこれまでの研究成果を発表しました。 

そのあと、渡邊先生が「菌根菌とは何か」基礎編を講演しました。 

共生微生物には菌根菌と根粒微生物がある。菌根菌には外生菌根菌（キノコ）、アーバスキュラー菌根菌（ほとん

どの植物）、内生菌根菌（ツツジの仲間と共生）がある。根粒微生物はマメ科の根粒菌、ハンノキ、ヤマモモの放

線菌があります。 

菌根菌は、土壌中に張り巡らした菌糸から、主にリン酸や窒素を吸収して宿主植物に供給し、代わりにエネルギ

ー源として共生主となる植物が光合成により生産した炭素化合物を得ることで、菌自身が成長する。多くの菌根

菌は共生植物に対し明確な成長促進効果があり、実際に、菌根菌を取り除いた土壌で栽培した植物は生育が悪

くなる傾向にあります。 

菌根菌は細根に共生し、外生菌根菌はコルク層ができてから共生するという 2段階であります。樹木への接種で

はイチョウの成長が良かったうようです。芝生との相性も良いことを確認したそうです。 

土に炭を混ぜることにより（1㎡に 300ｇ）菌根菌が発達する。炭は導管の穴が大きいマツ、スギ、ヤナギが良い

そうです。 

菌根菌の接種の利点は、苗木の生育が早い、乾燥した土壌にも耐える、貧栄養土壌でも飼育が可能、病原菌の

侵入にも抵抗できる等です。 

田方農高ではバビアグラスから菌根菌を採取し、コーヒー滓に菌根菌を培養しています。（試供品をもらいました） 

田方農業高校では胞子から菌糸を培養することに成功し、今後は菌糸から胞子の培養を目指し、ほぼ目途はた

っているようです。 

  

講師の渡邊幸伸先生 研究成果を発表する造景部の副部長 



  

望月会長の挨拶 受講風景（技士会の会員 20名が参加） 

  

袋井特別支援学校 緑の保全事業 (2016年 11月 9日) 

平成 28年 11月 8日、袋井特別支援学校で「緑の保全事業」で花壇に花苗を植栽しました。 

生徒は中学部の農耕班 12名、先生 3名が参加しました。 

植栽した花苗はチロリアンデージー（赤色）48本、キンギョソウ（黄色）56本、アリッサム（白色）56本、ナデシコ

（ピンク）56本、ネメシア（青色）54本です。 

指導は市川造園㈱ 市川明広氏、㈱江間種苗園 江間正章氏、㈱三宝園 田旗桂太氏、天龍造園建設㈱ 小林

天竜氏の 4名です。 

  

市川支部長が植栽の注意事項を説明 
半分くらい植栽が終わった。奥からキンギョ

ソウ、ネメシア、ナデシコ、アリッサム 

http://www.midorinotakara.org/post-125.html


  

植え終わったまわりを丁寧にならしました。 植え終わって、たっぷりと水やり 

  

使った移植ゴテも綺麗に洗います。 最後に出来上がった花壇の前で記念撮影 

  

安倍峠の紅葉 (2016年 11月 4日) 

平成 28年 11月 3日、静岡市葵区梅ヶ島の安倍峠に紅葉を見に行ってきました。安倍峠ではオオイタヤメイゲツ

は既に落葉している木が多かったですが、途中、赤や黄色の鮮やかな紅葉が青空に映えていました。 
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八絋嶺との分岐点の駐車場のオオイタヤメ

イゲツは木の上部は紅葉していました。 
ヤマブドウも色づいています。 

  

ヤマハゼノキも赤くなっていました。 イタヤカエデは黄色です。 

  



ウリハダカエデは渋い赤です。 コッミネカエデが一番鮮やかでした。 

  

安倍峠はすっかり落葉していました。 ブナの大木も黄色になっていました。 

  

平成 28年度秋の園芸市 (2016年 10月 31日) 

平成 28年 10月 29日、清水日本平運動公園多目的広場で「平成 28年度秋の園芸市」が開催されました。当

協会の中部支部が緑化相談や花の種を配布を行いました。静岡市造園緑化協会は赤土のプレゼント、綿菓子や

ポップコーンの配布を行いました。朝はあいにくの小雨模様でしたが、次第にお客さんは増えてきました。 

  

緑化相談のブース 赤土配布の準備 
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花苗の販売も行っていました。 雨が止むとお客さんが増えてきました。 

  

吉田公園 野の花の小径 (2016年 10月 29日) 

平成 28年 10月 28日、吉田町の吉田公園にある「野の花の小径」をこの公園の指定管理者であるＮＰＯしずか

ちゃんの理事長の川崎さんの案内で見てきました。 

オミナエシはほとんど終わっていましたが、ツリガネニンジン、キキョウ、ワレモコウなどが咲いていました。山野草

の管理はきちんと野草の識別ができる人が除草しなければならないので、川崎さんのほか 1名でやっているそう

です。 

  

ツリガネニンジンがオミナエシの隙間に咲

いていました。 

ガマの穂です。ガマは増えすぎて、池の水

面が見えなくなってしまうの管理に苦労し

ているようです。 
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静岡空港からのワレモコウがたくさん咲い

ていました。 
園芸種ではないキキョウです。 

  

池にはカイツブリの幼鳥が浮かんでいまし

た。 
ホトトギスは満開でした。 

  

富士特別支援学校 緑の保全事業 (2016年 10月 28日) 

平成 28年 10月 27日、富士特別支援学校で花壇づくり作業を行いました。生徒は中学部の 13名、先生は 4

名参加でした。 

指導は赤池造園の赤池弘源氏、小林造園の小林千尋氏、望月庭園の望月紀志氏の 3名です。 

花はビオラ、パンジー、シロタエギク、アジュガ、セイヨウイワナンテンの 5種類です。 
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最初に赤池さんが植え方を説明 
空き缶を使って植え穴を掘るのがこの学

校の伝統 

  

赤池さんが手作りした花の名札 
記念撮影でガッツポーズ（花壇の中に敷

石を置いたので、中に入れます。） 

  

吉田特別支援学校 緑の保全事業 (2016年 10月 26日) 

平成 28年 10月 26日、吉田特別支援学校で花壇づくり作業を行いました。生徒は中学部の 6名（3年生は修

学旅行中で 3名欠）、先生は 4名参加でした。 

指導は岩本造園の岩本桂典氏、松浦造園の池田氏、特種東海フォレストの桒山氏です。 

作業は国旗掲揚台班 3名、校門班 3名に分かれて行い、花壇を完成させました。これで、吉田特別支援学校の

今年度の事業は終わりです。 
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植え付けの指導をする池田氏 丁寧に優しく教える桒山氏 

  

校門花壇はハート形です。 
最後に生徒から指導員一人一人に感謝

状が渡されました。 

  

藤枝市岡部町殿地区のコスモス畑 (2016年 10月 25日) 

平成 28年 10月 23日、藤枝市岡部町殿のコスモス畑が見頃だというので行ってみました。 

この地区では、毎年、住民有志のグループ「殿コスモスを咲かせてみよう会」が、休耕田に種を蒔きコスモスを栽

培しています。今年は殿橋を渡った東側の休耕田約 3haに植えられ、一面に赤やピンクのかれんな花が咲き揃

います。休耕田内に組まれた高さ約 2ｍ50cmの櫓（やぐら）からはコスモス畑が一望でき、絶好の撮影スポット

になっています。また、週末には同地区の殿公民館周辺で、地元で採れた新鮮野菜や木工、菓子などが並ぶ「コ

スモスイベント」も実施します。「朝比奈ちまき」の体験会もやっていました。 
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高さ 2.5ｍのやぐらから見渡せます。 ピンク、白、赤と色とりどりのコスモス 

  

コスモス畑の中のあぜ道を散策できます。 朝比奈ちまきの体験会 

  

富士特別支援学校 緑の保全事業 (2016年 10月 20日) 

平成 28年 10月 20日、富士特別支援学校で花壇づくり作業を行いました。生徒は中学部の 12名、先生は 4

名参加でした。 

指導は赤池造園の赤池弘源氏、小林造園の小林千尋氏、望月庭園の望月紀志氏の 3名です。 

  

はじめに挨拶、自己紹介 培養土をみんなで協力して運びます。 
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土をならすのは手の方が上手にできま

す。 
花壇のデザインを石灰で書きます。 

  

吉田特別支援学校 緑の保全事業 (2016年 10月 18日) 

平成 28年 10月 18日、吉田特別支援学校で花壇づくり作業を行ったので概要を報告します。生徒は中学部の

9名、先生は 4名参加でした。 

指導は岩本造園の岩本佳典氏、松村造園の池田氏、特種東海フォレストの町田氏です。 

作業は国旗掲揚台班 5名、校門班 4名に分かれて行いました。 

  

松浦造園の池田さんがお手本を示しま

す。 

ポットから苗を抜くのもなかなか難しいで

す。 
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校門班は狭いので植えた苗を踏みそうで

す。 

とりあえず、今日の予定分を終了して、記

念撮影です。ハート形に咲くといいです

ね。 

  

平成 28年度第 1回静岡県景観セミナー (2016年 10月 17日) 

平成 28年 10月 17日、県庁西館 4階会議室で「平成 28年度第 1回静岡県景観セミナー」が開催された。 

講演１の講師は東京大学アジア生物資源環境研究センター教授の堀 繁氏で「景観とは何か、景観を良くするた

めにはどうしたら良いか」のテーマで話された。 

・景観とは見ることによって得られる視覚像である。 

・景観とはモノではなく希望とか愛のように人間に起こる現象である。 

・景観とは論理の体系であり、好き嫌いではない。 

・良い景観とは、「見たいものが見やすい状態であること」また、「見たくないものが見えにくい状態であること」 

・悪い景観とは、「見たいものが見えにくい状態であること」また、「見たくないものが見やすい状態であること」 

・よい景観を成立させるためには、「見せたいものの整備よりも景観を見せる視点の整備が重要である」。 

・良い景観にするためには、ホスピタリティ表現が必要である。例えば、商店なら入口が開いている、のれんがか

かっている、照明がついている、縁台が出ている、中の人が見えることが大事。ようするに、丁寧に誘っている状

態を作り出すことが重要。おもてなしの形をいかに見せるかが肝心である。 

・人は近いところを過大評価するので、街並みでは道路が重要である。道路が６で街並み４である。また、高いとこ

ろはマイナス評価するので、街並みは 1階部分だけ良ければ印象が良くなる。 

・商店街で最も重要な施設はベンチ。ベンチのまわりには明瞭なスペースを確保する。このことを自己領域形成と

いう。この空間が滞留空間となり、そこにいる人がサクラになる。 

  

講演２の講師は武蔵美術大学造形学部教授の吉田慎吾氏で「色彩と景観」のテーマで話された。 

・現代の町は色にあふれ「騒色」になっている。公共サインが見えない。 

・全国一律の景観になっている。本来はその地域の「慣例色」があるはずである。 

・その地の色は土の色である。 

・藤沢市の辻堂シークロスでは屋上広告は禁止。壁面広告も壁面積の 10分の 1、高さも地上 10ｍ以下、立て看

板や幟も禁止という厳しい規制を行っている。 

・新潟県の上越市では町家づくりや雁木などを生かして古い町並みを再現して成功している。彩度を抑え、落ち着

いた風情にして、色は植栽で出す。 
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・静岡市ではミカン畑の防風ネットを青からこげ茶色に変えたところ、ネットは目立たず、ミカン畑の景色が一変し

た。 

・山梨県ではブドウ畑で同様の試みをしており、さらにガードレールやブルーシートもこげ茶色にした。 

・地の色を抑えることにより、見せたいものをより目立つようなものになる。 

 

第 43回静岡県建設業労働災害防止大会 (2016年 10月 14日) 

平成 28年 10月 14日、静岡労政会館 6階で「第 43回静岡県建設業労働災害防止大会」が開催されました。 

【概要】 

最初に労働災害の犠牲者に黙とうをささげた後、木内支部長の挨拶があり、次に安全表彰があり、当協会からは

駿河緑地造成㈱の堀池浩正氏が受賞しました。 

【講演】「東日本大震災被災地における石綿飛散状況とばく露防止対策」 

（独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所作業環境研究グループ研究員 中村憲司氏） 

東日本大震災被災地では建築物解体の現場で高濃度の石綿飛散が確認された。そこで、規則の改正やマニュア

ルが制定されたが、市町では徹底されていない状況である。 

  

木内支部長の挨拶 
会場は各建設業協会など動員者でいっぱ

い 

  

駿河緑地造成㈱堀池浩正氏 講演する中村憲司氏 

  

平成 28年度花と緑の魅力あるまちづくり連絡会議第 1回講習会 (2016年 10月 13日) 

http://www.midorinotakara.org/43.html
http://www.midorinotakara.org/281.html


平成 28年 10月 13日、富士宮市上井出の天神山自然観察の森で「平成 28年度花と緑の魅力あるまちづくり

連絡会議第 1回講習会」を静岡県さくらの会と共催しました。 

講師は（公財）日本花の会結城農場長・樹木医 田中秀明氏です。 

参加者は当協会の会員など 30人です。 

天神山自然観察の森でのサクラの衰退の原因はてんぐ巣病の蔓延であるといいます。一見、てんぐ巣病の枝

は見えないようですが、罹患した枝は既に腐って落ちてしまっているようです。また、ヤマザクラなどてんぐ巣

病に罹りにくいものも枯れているのは、菌が蔓延しているからです。てんぐ巣病はタフリナ菌というカビの一種

が病原菌である伝染病です。 

まず、間伐して密度を下げることが肝心です。また、てんぐ巣病が蔓延しているので、エドヒガンなどてんぐ巣

病に強い樹種を捕植すればいいです。 

  

あずまやの前に集まって、講師の説明を

聞きます。 

健全な枝とダメな枝を比較してみます。枝

の伸びと芽の数が違います。 

  

受講者は現物を見ながらの説明なので分

かりやすかったと思います。 

まだ、生き残っている木にてんぐ巣病の枝

がありました。 



  

幹には地衣類やキノコがたくさん生えてい

て、成長している様子がありません。 

不適切な切り方をすると腐る原因になりま

す。 

  

平成 28年度第 2回吉田特別支援学校緑の保全事業 (2016年 10月 12日) 

平成 28年 10月 12日、吉田特別支援学校で花壇デザインを決める作業を行いました。生徒は中学部の 9名、

先生は 4名参加しました。指導は岩本造園の岩本佳典氏、従業員の佐山氏の 2名です。掲揚台グループ、校門

グループの 2班に分かれて、検討しました。 

  

岩本さんがデザイン案を説明 
どれにしようか話し合いますが、こだわり

があってなかなか決まりません。 

http://www.midorinotakara.org/282.html


  

デザインが決まったら色塗り作業 決まったデザインを班ごとに発表 

  


