
藤枝特別支援学校でカブの種まき指導 (2017 年 9月 22 日) 

平成 29年度の特別支援学校緑の保全事業は東部は御殿場、中部は藤枝、西部は浜名の各特別支援学校で実

施します。 

平成 29年 9 月 19日、藤枝特別支援学校でプランターにカブの種まきをしました。 

生徒は 8 名、先生は 3 名、実習生が 2名参加しました。 

指導は（有）岩本造園の岩本佳典氏はじめ３名です。 

  

学校で用意した土をプランターに入れます。 10 ㎝間隔くらいに浅い穴をあけます。 

  

一つの穴に４～５粒くらい入れます。 
（有）岩本造園が剪定したケヤキ。校舎の窓まで

枝が迫っていて、教室内が暗くなっていました。 

  

建設産業構造改善のつどい (2017 年 9 月 15 日) 

平成 29年 9 月 15日に静岡市産学交流センターで「平成 29 年度建設産業構造改善のつどい」が開催され、

静岡県優秀施工者褒状授与式では本協会から㈱ひかり造園の辻豊様が受賞されました。 

http://www.midorinotakara.org/post-164.html
http://www.midorinotakara.org/post-163.html


  

挨拶する宮尾交通基盤部理事 後列右から 2番目が受賞した辻氏 

  

ヒガンバナが咲き始めました (2017 年 9 月 14日) 

お彼岸が近づくと、まるでカレンダーを知ってるかのように、毎年、咲き出すヒガンバナが咲き始めまし

た。 

  

  

静岡県景観賞審査委員会（書類審査） (2017 年 8月 9 日) 

平成 29年 8 月 8日、県庁別館８階第１会議室において、第 10回静岡県景観賞の審査委員会（書類審査）

が開催されました。 

61 件の応募があり、事前審査の結果、屋外広告物条例等法令違反があった案件 1件、重複案件 3 件があり、

57 件から 10 件を現地調査箇所として選考しました。現地調査は 8月 24 日、29日、30日に行われます。 

http://www.midorinotakara.org/post-162.html
http://www.midorinotakara.org/post-161.html


  

伊藤理事兼景観まちづくり監の挨拶 川口委員長の挨拶 

  

「静岡県巨樹と森林文化の会第 26 回通常総会」 (2017 年 8 月 9日) 

 平成 29 年 8月 8日、静岡市葵区のクーポール会館で「静岡県巨樹と森林文化の会第 26回通常総会」が開

催されました。提出された議案はすべて承認されました。会員の減少、会長・理事の高齢化、参加者の減

少により、平成 29 年 6月 22 日の運営委員会において、平成 29年度をもって解散することになりました。 

また、「巨樹・古木写真コンクール」の表彰式も行われました。 

  

榛村会長の挨拶 特選受賞者は珍しく若い女性だった。 

http://www.midorinotakara.org/26.html


  

繁村県自然保護課長の来賓祝辞 会場に展示された受賞作品 

  

中遠農林事務所長に海岸防潮林造成工事に関する要望書 (2017 年 7 月 25日) 

平成 29年 7 月 24日、中遠農林事務所で高林会長が藤田技監に海岸防潮林造成工事に関する要望書を提出

しました。 

【協会参加者】 

みどり園㈱ 髙林久雄会長、(有)永井造園 永井慎吾副会長、田旗造園建設㈱ 田旗康二、㈱八ヶ代造園 

八ヶ代幸一、㈱桔梗庭苑 原田雅史、(有)山本造園 山本哲也、(有)昭花園 寺田祐一郎、増田専務理事

の 8名です。 

【農林事務所対応者】 

農山村整備部技監 藤田祐司、治山課長 深野智恵子、治山班長 牧野俊裕、副班長 塩澤靖弘の 4名で

す。 

協会としての一番の要望は防潮堤に植栽した樹木が成林することであるから、適切な工期、植栽適期、発

注者との調整等が円滑にできる土木工事と造園工事の分離発注を望んでいます。 

それに対して、中遠農林事務所は堤体との一体的な植栽をするために土木工事 1本で発注したい。しかし、

植栽のプロである造園業の方の意見を聞きたいので、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市の４市を交え、

土木業者、造園業者、農林事務所で意見交換をする場を設けたいとのお答えでした。 

要望書はこちらです。 

静岡市まちかどコレクション 2016 表彰式・講演会 (2017 年 7 月 24 日) 

平成 29年 7 月 23日、静岡市まちかどコレクション 2016 表彰式・講演会が「MIRAIE リアン コミュニテ

ィホール七間町」で開催されました。田辺市長が、大賞の「泉ヶ谷地区のまち並み」、建物部門賞の「小

さな美術館 くにじ庵」、看板部門賞の「オプティーク HARUTA 伝馬町店」に賞状と記念品を授与しまし

た。寒竹委員長が講評を行い、静岡市らしい景観はそこに住む人たちによって造られるもので、受賞地区

はそれぞれの想いが感じられたと述べた。  

表彰式のあと、㈱studio-L代表の山崎 亮氏が講演を行った。 

香川県観音寺市のまちづくりを例に面白可笑しく話しました。観音寺市では商店街がシャッター通りにな

っていたが、店の一角に別の店を開くこと（下着屋＋ケーキ屋、クリーニング店＋餃子屋等）で、活性化

に繋げた。現在は 30 店舗以上でショップインショップ（既存店＋パン屋）を行い毎月第 4日曜日はパンス

トリートとして、市外からもたくさんの人で賑わっているそうです。 

http://www.midorinotakara.org/post-160.html
http://www.midorinotakara.org/image/%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%9E%97%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%81%A0%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
http://www.midorinotakara.org/2016.html


  

挨拶する田辺静岡市長 受賞する泉ヶ谷協議会のメンバー 

  

受賞する「くにじ庵」の所有者 曽根邦治氏 ハルタの代表者代理 

  

講評する寒竹委員長 講演する山崎氏 

  

南アルプス（茶臼岳、仁田岳、光岳） (2017 年 7月 20 日) 

http://www.midorinotakara.org/post-159.html


平成 29年 7 月 15日～19日に南アルプスの茶臼岳、仁田岳、光岳に行って来ました。海の日を入れて 3連

休だったので、山は大変に混雑していました。しかし、天気には恵まれ、予定していたルートを歩くこと

ができました。 

  

茶臼小屋はテント場もいっぱいでした。最近は女性

単独登山者もテント泊が増えたようです。 

稜線の分岐付近にいたライチョウの親子です。雛は

1 羽しかいませんでした。残りはオコジョなどに食

べられてしまったようです。 

  

仁田岳山頂にいたペアです。この時期にペアでいる

ということは、今季の繁殖に失敗したようです。 

光岳の東側にあるイザルガ岳山頂にあったライチ

ョウの砂浴び跡です。付近には新しい羽毛や糞があ

ったので姿は確認できなかったのですが、生息して

いることは間違いありません。 



  

光岳山頂の西側にある光石ではミヤマムラサキが

満開でした。 

近くには静岡県の指定希少野生動植物種に指定さ

れているハクロバイも咲いていました。 

  

名前の由来である花弁の先がピンクのツマトリソ

ウも咲いていました。 
ハクサンシャクナゲも満開です。 

  

海岸防災林植栽工事の要望 (2017 年 7 月 5日) 

平成 29年 7 月 4日、髙林会長は県森林保全課の高尾課長に要望書を提出しました。これは、中遠管内で実

施されている防潮堤工事の植栽工事の設計が厳しく受注者が苦労しているため提出したものです。内容は

以下のとおりです。 

１ 樹木の植栽・育成に適した時期に施工できるよう造園的工種の分離発注を検討していただきたい。 

２ 地盤強固、盛土勾配等施工の困難性に見合う設計の検討をしていただきたい。 

３ 苗木の設計単価は苗畑渡し価格であるため、現場着価にしていただきたい。 

http://www.midorinotakara.org/post-158.html


 

要望書を受け取る高尾課長、隣は大川井班長 

  

第３２回静岡県造園施工管理技士会通常総会 (2017年 6 月 27 日) 

平成 29年 6 月 27日、静岡市葵区呉服町の呉服町ビル 4 階会議室において第３２回静岡県造園施工管理技

士会通常総会が開催されました。出席会員は 82名（うち委任状 62名）で提出議案はすべて承認されまし

た。 

総会終了後、石原バイオサイエンス㈱の笹岡氏に松枯れ予防の殺センチュウ剤「ネマバスター」の説明を

していただきました。 

  

http://www.midorinotakara.org/post-157.html


望月会長の挨拶 議事を検討する出席会員 

  

監査報告する永井監事 石原バイオサイエンス㈱の笹岡氏 

  

【重要】当協会の電話が開通しました (2017 年 6月 21 日) 

6月 1日に当協会の事務所を県庁西館 9階に移転して以来、不通だった電話とファックスが開通しました。 

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。 

平成 29 年度静岡県さくらの会 表彰式、第 52 回通常総会 (2017年 6 月 21 日) 

平成 29年 6 月 21日、県庁別館 21階展望ロビーにおいて、平成 29年度静岡県さくらの会表彰式及び第 52

回通常総会が開催されました。 

さくら写真コンクールの最優秀賞は伊東市の筒井章様が、「静岡県内の桜」部門は静岡市の稲葉康雄様が、

「富士山と桜」部門は静岡市の遠藤蔵成様が受賞されました。 

さくら功労者はかわづ花の会が受賞されました。 

総会ではすべての議案が承認されました。 

  

表彰式で挨拶するくらし・環境部志村理事 あいにくの悪天候で参加者が少なかった。 

http://www.midorinotakara.org/post-156.html
http://www.midorinotakara.org/2952.html


  

写真コンクールの受賞者 最優秀賞の筒井章さん 

  

受賞作品は県庁別館 21階に展示されています。 総会の議長を務める副会長の高木氏 

  

【重要】当協会のメールが開通しました (2017年 6月 2 日) 

平成 29年 6 月 1日より当協会の事務所は県庁西館 9階に移転しました。 

電話移設工事の関係で平成 29年 6月 21 日まで電話は不通ですが、 

家主の山林種苗組合連合会のご厚意により既存の電話回線を利用して 

メールは開通したのでお知らせします。 

E-mail:s-kenzoukyou@mail.wbs.ne.jp 

  

【重要】協会事務所を県庁西館９階に移転します (2017 年 5 月 26 日) 

このたび公益社団法人静岡県造園緑化協会は平成２９年６月１日より下記に移転することになりました。 

これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。 

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

新所在地：〒420-8061 

静岡市葵区追手町 9番 6号（県庁西館 9階） 

電話. 054-253-0586 FAX. 054-251-9205（変更ありません） 

E-mail:s-kenzoukyo@mail.wbs.ne.jp（変更ありません） 

なお、電話が移設工事の関係で 6月 1日からしばらく使用できません。したがって、メールも不通になり

ます。おって、開通しだい連絡いたします。 

http://www.midorinotakara.org/post-155.html
http://www.midorinotakara.org/post-150.html


＊緊急の連絡は静岡県山林種苗協同組合連合会（054-254-8916）までお願いします。 

なお、会員の方は協会事務局の携帯に連絡願います。事務局の携帯電話の番号は会員専用ページにありま

す。 

全国都市緑化よこはまフェアに行ってきました。 (2017 年 5 月 25 日) 

平成 29年５月 24日、横浜市で開催されている「全国都市緑化よこはまフェア」に行ってきました。 

「みなとガーデンエリア」は、グランモール公園、運河パーク、新港中央広場、象の鼻パーク、日本大通

り、横浜公園、山下公園、港の見える丘公園と分かれており大変見ごたえのある展示でした。 

特に山下公園と港の見える丘公園のバラは今が見頃でとても美しく多くの来場者を魅了していました。平

日にもかかわらず、たくさんの人達で賑わっていました。 

特に感じたことは、展示の仕方に色々工夫がされていたことです。大きな樹木の足元に植えられている植

物の配置や、花の見せ方が大変洗練されておりさすが横浜という感じでした。また、街自体のロケーショ

ンと合わさり、楽しみ方が倍増されました。 

  

花や葉物を使った壁面緑化 足元も素敵に植込みがされている。 

  

造園業者の出展エリア 象の鼻の庭園 

http://www.midorinotakara.org/post-154.html


  

静岡県の展示 浜松市の展示 

  

花や葉物でブロック状になっている。  形状が変わっている花壇 

  

ツルバラとキンギョソウの組み合わせ 白いバラと足元のサフィニアとの対比 



  

港が見えてロケーションも素晴らしいです。 あふれんばかりのバラに見学者もうっとり 

  

ハンギングバスケットも効果的 バラの甘い香りが立ち込めています。 

  

ラグビー 日本代表テストマッチ (2017年 5 月 24 日) 

平成 29年 6 月 17日（土）14 時から小笠山総合運動公園エコパスタジアムで「日本代表 VSアイルランド

代表」のテストマッチが行われます。今回のテストマッチは、ワールドカップ本番、エコパでいかに多く

の試合が観戦できるかの試金石です。仲間を集めて応援に行きましょう。 

 

浜名湖ガーデンパークへ行ってきました (2017年 5月 19 日) 

平成 29年 5 月 19日、浜松市西区の浜名湖ガーデンパークを見てきました。花の美術館のバラは最高でし

た。クレマチスやデルフィニウムなどたくさんの花が咲いていて、素晴らしかったです。 

http://www.midorinotakara.org/post-152.html
http://www.midorinotakara.org/post-153.html


  

ワイルドフラワー風のポピーの花畑 デルフィニウムが良く使われていました。 

  

色々なクレマチスも咲いています。 花の美術館のバラのアーチは見事でした。 

  

建物にも上手にツルバラが這わせてありました。 夏の花壇の準備をしていました。夏も楽しみです。 

  

クレマチスの丘へ行ってきました (2017年 5 月 18 日) 

http://www.midorinotakara.org/post-148.html


平成 29年 5 月 16日、駿東郡長泉町にある「クレマチスの丘」へ行ってきました。驚くほど、様々な品種

のクレマチスが色や形を変えて楽しませてくれます。 

  

ヴァンジ彫刻庭園美術館の中に様々なクレマチス

が咲いています。 

彫刻のことはわかりませんが、静かな環境で彫刻と

花の両方を楽しめる贅沢なところです。 

  

入り口の横のクレマチスの鉢で期待が膨らみます。 青いクレマチスです。 

  

大きな白い花をつけるクレマチスです。 花びらの先が丸いものもありました。 



  

バラが色々咲き始めて綺麗でした。 薄いピンクの花が群れて咲いて見事です。 

  

八重咲のクレマチスもありました。 緑色のクレマチスです。 

  

島田市 ばらの丘公園 (2017 年 5 月 17 日) 

平成 29年５月 17日、島田市にある「ばらの丘」を視察しました。 

  

正面の花壇。花の色と香りにいきなり圧倒される。 上から見た全景。そんなに混んでいないので見やす

http://www.midorinotakara.org/post-149.html


かった。 

  

人気投票 1位のバラ。一色のものより複数の色があ

る花のほうが人気はあるようだ。 
いかにもバラらしい豪華な花 

  

黄色のバラは豪華で品もあって綺麗だ。 ラナンキュラスのようなバラもあった。 

  

ロープにツルバラを這わせていた。 
カフェラテという品種でコーヒーのような色が入

っている。 

  



バードウィーク探鳥会 (2017 年 5 月 14 日) 

平成 29年 5 月 14日、静岡市葵区麻機遊水地で開催された探鳥会に参加しました。野鳥の会静岡支部の会

員を含めて 43名の参加者がありました。池にはカルガモ、オオバン、ダイサギなど、周辺の葦原でオオヨ

シキリ、セッカが鳴いていました。 

  

受付のテント前で探鳥会の注意事項などを聞きま

す。 
夏羽になりかけのダイサギが小魚を狙っています。 

  

草むらにカルガモがいました。 
外来種のアカボシゴマダラが吸水していました。中

国原産ですが、静岡県内でも分布を広げています。 

  

平成 29 年度定時総会 (2017 年 5 月 12 日) 

平成２９年５月１２日（金）午後３時３０分、グランディエールブケトーカイにおいて、公益社団法人静

岡県造園緑化協会の平成２９年度定時総会を開催しました。  議決権のある当法人の会員の総数９２名の

うち、88 名（委任状による者を含む。）が出席しました。 

 第１号議案  平成２８年度事業報告書及び財務諸表等承認の件 

第２号議案  平成２９年度入会金及び年会費の額並びに納入時期及び納入方法決定の件 

第３号議案  定款変更承認の件 

満場一致で承認されました。 

総会資料はこちらです。 

http://www.midorinotakara.org/post-146.html
http://www.midorinotakara.org/29-1.html
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永井愼吾副会長が開会の宣言  髙林久雄会長が挨拶 

  

協会表彰規定により７名に対し会長表彰 知事褒賞を受けた会員及び従業員を顕彰 

  

祝辞は静岡県くらし・環境部長の高木利夫氏 小野田監事による監査報告 



  

議事について審議する会場 副会長 杉澤教人氏が、閉会の宣言 

  

懇談会では櫻井副会長が乾杯 和気藹々の懇談会の会場 

  

安倍奥 山伏岳に行ってきました (2017年 5 月 6日) 

平成 29年 5 月 5～6日に静岡市の上流の安倍奥の山伏岳に登り、市営の山小屋に泊めてもらいました。登

山口は新緑の真っ盛りで、まだ、ヤマザクラが咲いていましたが、上の方は残雪が残っていて冬景色でし

た。 

http://www.midorinotakara.org/post-144.html


  

登山道の入り口周辺は、新緑がとても綺麗で、ヤマ

ザクラが咲いていました。 

登山道には雪はなかったですが、林の中には残って

います。 

  

ツルネコノメソウが湿った斜面に咲いていました。 
6 日の朝、山頂から富士山を見ましたが傘雲がかか

っていました。 

  

いつもは藪の中にいるコマドリが珍しく登山道に

出てきました。 
ゴジュウカラがフィーフィーと囀っていました。 

  



藤枝市蓮華寺池公園 藤まつり (2017 年 5月 3 日) 

平成 29年 5 月 3日に藤枝市の蓮華寺池公園で開催されている藤まつりに行ってきました。今年はサクラが

遅れたので心配していましたが、綺麗に咲き、大勢の人で賑わっていました。普段は無料の駐車場はまつ

り期間中は 500 円です。1㎞くらい離れた生涯学習センターと藤枝市役所の臨時無料駐車場もいっぱいで

した。 

  

ちょうど満開で藤の花の甘い匂いが漂ってきまし

た。 

盆栽仕立ての藤も綺麗に咲いています。お茶を売っ

ている店が多いですが、お菓子、アイス、たこ焼き

などいろんな店が出ていました。 

  

池を横断するように鯉のぼりが泳いでいました。 野外ステージではいろんな催し物がありました。 

  

はままつフラワーパーク、浜名湖ガーデンパーク (2017 年 5 月 1日) 

平成 29年 5 月 1日、はままつフラワーパークとガーデンパークに行ってきました。どちらも色んな花たち

が見事に咲いていました。フラワーパークの藤も大きくなって見ごたえがあります。ガーデンパークでは

突然の雨でお客さんが少なくなって、庭が見やすくなって良かったです。 

http://www.midorinotakara.org/post-142.html
http://www.midorinotakara.org/post-143.html


  

フラワーパークの藤のエリア 花美の庭の藤 



  

色々な花が咲いていました。でも、名前を知らない

花が多かったです。 
メインの道は通行止めになっていました。 

  

三保松原薬剤散布 (2017年 4 月 26 日) 

平成 29年 4 月 26日、三保松原の羽衣の松周辺で薬剤散布を実施しました。ハダニ及びシンクイムシ防除

を実施することにより、羽衣の松などの樹勢回復を図ることが目的です。静岡市の文化財課からの発注で

作業は(有)飯田庭園さんにお願いしました。昨年は羽衣の松だけでしたが、今年は周辺の松も含めて 2000

㎡の範囲が対象です。 

  

http://www.midorinotakara.org/post-145.html


  

  

蓮華寺池公園 ようやくサクラが満開 (2017 年 4月 15 日) 

平成 29年 4 月 15日、藤枝市の蓮華寺池公園でようやくソメイヨシノが満開を迎えました。遅咲きのヤエ

ザクラも一緒に咲いています。 

 

http://www.midorinotakara.org/post-147.html


  

ヤエザクラも咲いています。 
山の上の古墳の広場ではウラシマソウが咲いてい

ました。 

  

ベニシジミが日向ぼっこ クサガメも日向ぼっこ 

  


