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一般社団法人滋賀県造園協会および職業訓

練法人滋賀県造園協会の平成28年度通常総会

が、去る 6月10日(金)午後2時から、琵琶湖ホ

テルにおいて会員84名(委任状提出者34名含

む)の参加のなか、滋賀県知事代理土木交通部

技監 鹿野央様、近畿地方整備局滋賀国道事務

所長代理 中島廣長副所長様等多数のご来賓に

ご臨席を賜り、開催しました。

はじめに、山村会長の挨拶があり、昨年秋に

開催した「けんせつみらいフェスタ」および県

や草津市、技能士会との共催による「ものづく

りフェア」「しごとチャレンジフェスタ」での

成果を振り返り、今後も業界の魅力を発信す

るとともに緑や環境の大切さを伝えていく活

動を広げていきたいと語りました。

次に、造園協会の発展に功績があった功労者

4名および永年勤続者6名に対し会長表彰が行

われました。

続いて、ご来賓の方々を代表されまして、鹿

野技監が三日月知事のメッセージを代読され、

「造園業は庭園や公園整備を通じて樹木や花等

が持っている自然の力を生かし、癒しをもた

らし魅力ある空間を創造する仕事です。

滋賀県には琵琶湖を中心とした大小多くの

河川、鈴鹿山系、伊吹山、比良山などの雄大な

山々があり、自然の力が備わっています。

皆様方の仕事を通じて滋賀の持つポテンシャ

ルを最大限に生かし、滋賀の魅力発信にご協

力をいただきたい」と述べられました。

この後、総会の議事に移りました。

議事では、西地区の藤木四郎氏を議長に選

出し、議事録署名人には、東地区の重野彦兵衛

氏、北地区の滝川徹人氏の両名が指名され、一

般社団法人滋賀県造園協会および職業訓練法

人滋賀県造園協会の議案が提案され、審議の結

果いずれも原案のとおり可決承認されました。

任期満了に伴う協会役員の改選では、別掲

の方々が選任され、これから２年間協会の運

営に携わっていただくことになりました。

総会終了後、出席会員による懇親会が開催

され、終始和やかに盛会のうちに散会しました。

本年度の総会で、第11代目の会長をさせて

頂くことになりました北地区（株）髙木造園の

髙木です。南地区（株）宝山園の小西さん、西地

区（有）川島造園の川島さん、東地区（株）三村

造園の窪内さんの3名の副会長と共に協会運

営をさせて頂きますのでよろしくお願いいた

します。

私は先の熊木会長の元で１期２年間、山村

前会長の元で３期6年間と合計8年間副会長を

させて頂きました。特に山村前会長のような

強い行動力を発揮できるかわかりませんが精

一杯頑張る所存でございます。

また、会員の皆様の中には高校、大学で造園

の勉強をされた方も多数おられると思います

が、私は学生時代、造園の勉強は何もしていま

せん。造園高等専門学校４期生として2年間父

の会社で働きながら勉強させて頂き、そのお

陰で無事家業を継ぐことができました。協会

への恩返しのつもりで協会運営に取り組む所

存でございますので会員の皆様のご理解ご協

力のほどお願い致します。

建設業界全体では、資材不足や人手不足等

をいわれ、少しずつではありますが景気を持

ち直しているように思われますが、造園業界

（一社）（職）滋賀県造園協会

　　　　　  会　長　髙木　淳一

ご　挨　拶ご　挨　拶

を見るとまだまだ厳しい状況が続いているよ

うで早期の景気の回復を願うところです。

造園協会も一般社団法人に移行して3年が

経過しました。

この移行に伴って会員数の減少および地域

活動重視の観点から、支部制から地区制に変

わり、各地区が切磋琢磨して活動を活発にで

きるようになってきました。

協会の会員数においては、事業主の高齢化

等による退会が増え、10年前と比べて約50社

減少しているのが現状です。特に平成25年度

からは、年度内で100社を超えたり切ったりと

いった状況が続き、このままでは100社を下

回ってしまうのではないかと危惧していると

ころです。

造園業界の現状を見ると、10年前の会員数

に戻すのは困難かもしれませんが、協会運営

を継続する為にはなんとか100社を維持する

のが、今後迎える創立50周年に向けた私に課

せられた課題と考え頑張る所存です。

造園業界発展のため、会員の皆様とともにこ

れからなにをすべきか考えていきたいと思っ

ていますので、会員の皆様のご協力の程よろし

くお願いします。

平成28年度
通常総会開催 会長就任挨拶

6月10日 琵琶湖ホテルにて通常総会を開催

山村会長から功労表彰を受ける河村氏
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▼

▲甲賀市役所 樹木の剪定および維持作業
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W 西地区だより 西地区長　川下　雅博 E 東地区だより 東地区長　藤田　幸夫

S 南地区だより 南地区長　軌保　光俊

N 北地区だより 北地区長　箕浦　亮

平成28・29年度も引き続き西地区長を仰せ付かりました川下でございます。会員の皆様には、今

までどおり宜しくお願い申し上げます。

さて、西地区では平成28年度の事業計画を立てるため、9月初旬に幹事さんから色々なご意見を

お伺いする幹事会を開催致します。

また、毎年恒例の事業で9月18日（日）の大津市主催による総合防災訓練では、土砂災害による倒木

を撤去して車両通行用道路を確保するという訓練に参加致します。その他にも10月1日（土）に指定管

理共同体との共催で湖岸緑地衣川公園において「コスモスフェスタ」を開催致します。1000平米の畑

にコスモスが満開であることはもちろんのこと、30店舗のフリーマーケット、大道芸や模擬店、たい

肥＆花苗の無料配布など、盛だくさんの内容で開催しますので会員皆様のご参加宜しくお願い致します。

本年度より、東地区長という重責をお預かりすることになりました。地区会員様を始め協会の皆

様のご指導ご協力をよろしくお願い致します。

今年度の活動計画ならびに予算（案）を提出して、地区総会を開催致しました。

研修会を兼ねての総会で、バスの中での総会となりましたが、原案通りに可決されました。

研修会では、大阪万博会場の日本庭園を見学して、過去、現在、未来における庭の移り変わりや、

石組、植栽の構図等の説明を受け昭和の一大庭園のすごさに感動し大変勉強になりました。若い人

達は自分たちもこのような仕事をしてみたいと語り合っていました。

最近の外構（エクステリア）の変化について行こうと、ＬＩＸＩＬの展示場を視察いたしました。物

の見る視点や、機能の性能アップ、物のコストダウンの諮り方など、さまざまな工夫がしてあり、造園

家としての使い方で色々とアレンジ出来ることに気が付き充実した研修でありました。

最近の生活様式や住宅形態も変わり、それと同様に庭園への関心や需要も変わり、庭石や、庭木を

使うことも少なくなり、日本庭園の造園技術の伝承、伝統の相続を受け難くなりつつあるのが現状

です。東地区では若手後継者が多くいる今のこの時こそ、情報交換、情報交流を深め技術の向上を図っ

ていただきたいと思います。

地域社会への貢献も大変重要なことから、8月28日に東近江

市防災訓練、9月4日は日野町防災訓練、そして近江八幡市防災

訓練にも積極的に参加していきます。また、普通救急救命士研

修会を開催して、従業員さんに資格を取得して頂いて人命救助

の手助けができるようになり、災害の協助が出来れば幸いです。

三方良しで東地区会員が協力して造園協会を盛り上げ、また

地域奉仕を通して社会貢献をしていきたいと思いますので、ご

支援ご協力をお願い致します。

本年度より南地区長という重責をお預かりすることとなり、微力ながら努めさせていただきます

ので、皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。

さて、南地区では6月17日に地区総会を開催し、今年度の活動として技術研修会を2回、庭園等の

視察研修会を1回、支部主催で地域奉仕活動および青年部主催のボーリング大会を行う予定です。

各支部におかれましては、湖南・甲賀支部では6月8日、9日に研修旅行を実施し、また7月9日には

前年に移植した甲賀市役所の樹木の剪定および維持を行いました。草津・栗東支部では10月にロク

ハ緑化フェスティバルに協賛参加し、また「しごとチャレンジフェスタ」では前年に好評をいただき

ました苔玉教室を2日間開催致します。守山・野洲支部でも毎年恒例の野洲川斎苑の生垣剪定奉仕を

行う予定です。

南地区としましては、各支部の親睦を深め皆様のご協力

の下、より一層地域社会に求められる造園業界を目指し

日々努力してまいりたいと思います。

北地区総会において、諸先輩方がおられる中、若輩者の私が北地区長に就任することとなりました。役

員・会員の皆様にはなにかとご迷惑をおかけすると思いますが、宜しくお願い申し上げます。

さて、7月末に地区役員・支部役員・理事の皆様で、年間行事活動案の計画を行いました。行事活動

案としては、9月11日に県の防災訓練および10月下旬の「グリーンフェアひこね」への参加、庭師集

団いろは組との合同庭園管理や県外庭園見学会等を予定、計画しております。

今後、物事を進める中で困難なこともあるかとは思いますが、役員・会員の皆様のご理解ご協力を

得ながら、これからの事業等を有意義なものとしていきたいと考えております。どうぞ宜しくお願い

いたします。

地区だより

LIXILの展示場
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平成28年度  春の黄綬褒章を受章 造園技能検定試験の準備講習会

熊本地震の復興支援

①学科講習
学科講習会は、8月1日（月）・2日（火）の2日間を造園

協会会議室において、江見和綽氏を講師に迎え開催し

ました。受講生は1・2級合わせて5名で、庭園や公園

の種類、造園工事の施工方法等、内容が多岐にわたり

受講生にとっては実りある2日間でした。

③作業講習
作業講習会は、7月27日（水）にポリテクカレッジ滋

賀の中庭で、13名の受講生が実技指導を受けました。

1級は、3ｍ×2ｍの区画内に竹垣、蹲踞・飛石・延段

の配置、景石・植栽自由配置が主な内容です。2級は、

1級と同じ区画内に四つ目垣の設置、縁石・飛石およ

び敷石の設置、築山・植栽等で、規定時間内に仕上げ

るものです。

講師の松田健一氏、川島清治氏、須賀俊雄氏、田中

勉氏、小川勝見氏の方々には準備から講習会まで大変

暑い中、本当にご苦労様でした。

②要素講習
要素講習会は、7月12日（火）に近江八幡市古川町に

あるポリテクカレッジ滋賀（滋賀職業能力開発短期大

学校）の教室をお借りして13名が講義を受けました。

午前は、講師の中西肇氏および田中勉氏から樹木の葉

の特徴等について説明を受けました。

午後は、約50種類の枝葉を机上に並べ試験形式に

より葉を観察しながら順次樹種を答える等、実際の試

験に即した指導を受けました。

職業訓練法人滋賀県造園協会では、今年度も造園技能検定準備講習会を開催しました。この講習会

は、造園協会会員の事業主および従業員を対象に毎年開催しており、学科・要素・作業の3講習会を実

施しました。

当協会では、去る7月7日に髙木会長および小西副会長が日

本赤十字社滋賀県支部を訪れ、同支部の深尾善通事務局長に対

して、熊本地震に対する義援金十万円を寄附しました。

今回の義援金寄附は、去る6月20日に開催された理事会で提

案され、満場一致で決定したものです。髙木会長は「少額では

ありますが復興にお役立てください」と義援金を深尾局長に手

渡し、局長から謝辞が述べられました。

活動報告

（株）吉田造園　　吉田　茂

一般社団法人滋賀県造園協会よりご推薦いただき平成28年度春の褒章

で黄綬褒章を受章させて頂き誠に有難うございました。協会員の方々、特

に先輩諸兄にはいろいろとご指導いただき、若い会員様にもアドバイスや

協力をいただいてまいりましたことに厚く御礼申し上げます。

滋賀県造園協会の会長を平成10年5月から平成14年5月までの2期4年

間を努めさせていただきました。在任期間中の平成12年には淡路万博ジャ

パーンフローラ2000が開催されました。滋賀県が庭園を出展、滋賀県と一緒に湖国滋賀をアピール、

本県を代表するデザイン・設計アイデアの一般募集を行い実施設計づくりから施工監理まで造園協会

が受託し琵琶湖八景を縮景とした庭が完成。国際コンテストの審査が行われ、庭全体を対象とした金賞

をはじめ数々の賞をいただきました。

会報「しゅうけい滋賀」の企画平成13年1月号で新春対談を当時滋賀県知事でした國松善次様とさせ

ていただきましたが、その中で全国都市緑化フェアの滋賀県での開催が話題になり知事からも前向き

な発言をいただいておりましたが諸般の事情もあり現在もなお開催には至っておりませんが、何とか

実現したく思っております。都市緑化意識の高揚、都市緑化に関する知識の普及等を目的にしておりま

すが、水とみどりに囲まれた湖国滋賀を全国に発信でき滋賀県らしい特色を生かしたフェアが開催で

きればと今日まで宿題を背負ったような気持ちで年月だけが過ぎてしまいました。会員皆様方と力を

合わせて、近い将来全国都市緑化フェア開催を実現したいものです。

造園技能士 1級の作業状況造園技能士 1級の作業状況

造園技能士 2級の作業状況造園技能士 2級の作業状況

ポリテクカレッジ滋賀の教室ポリテクカレッジ滋賀の教室

造園協会会議室で学科講習造園協会会議室で学科講習
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「しごとチャレンジフェスタ2016」および
「滋賀ものづくりフェア2016」が開催される

「滋賀けんせつみらいフェスタ2016」が開催される

小学生から中学一年生を対象に、様々な職業を紹介するとともに、実際に仕事

を体験し、職業観・勤労観を育むきっかけ作りを行うための「しごとチャレンジフェ

スタ2016」等が今年度も下記のとおり開催されますので、ご案内します。

当協会では、南地区会員のご協力により　【苔玉づくり教室】を開催します。

皆様方のご来場をお待ちしております。

記
  ◆ 主　　催：しごとチャレンジフェスタ実行委員会
 　　　　　　（滋賀県、滋賀県教育委員会、滋賀県職業能力開発協会、滋賀県技能士会 等）
  ◆ 開催日時：10月1日（土）、2日（日）　　10時～16時30分
  ◆ 開催場所：滋賀県立高等技術専門校草津校舎（テクノカレッジ草津）
　　　　　　 草津市青地町1093

行政と建設業界が連携して建設産業の魅力発進・イメージアップを図る事業を

展開することで、若者や女性の入職拡大を図るとともに、建設産業の活性化を推

進し、活力ある県土づくりや安全・安心な社会の実現を目指すことを目的にした

委員会が設立され、県民にも建設産業を周知するためのイベントが開催されます。

当協会も出店を予定しています。

皆様方のご来場をお待ちしております。

記
  ◆ 主　　催：滋賀県建設産業魅力アップ実行委員会
 　　　　　　《加盟団体（公社）滋賀県建設産業団体連合会、
 　　　　　　　（一社）滋賀県建設業協会、近畿地方整備局、滋賀労働局、滋賀県》
  ◆ 開催日時：10月23日（日）　　10時～16時（小雨決行）
  ◆ 開催場所：大津港事業用地

仕事始め
新春賀詞交歓会
定例正副会長会議
技術部会協議
滋賀新春互例会 
建設担い手育成事業説明会

定例正副会長会議
総務運営委員会 
社会保険未加入対策推進近畿地方協議会
地区長・支部長会議
理事会
街路樹剪定士研修（学科）
街路樹剪定士研修（実科）

技術部会研修会
定例正副会長会議
建設産業団体連合会理事会
職業能力開発協会常任理事会
職業能力開発協会理事会
総務運営委員会 
理事会

定例正副会長会議
滋賀県商工労働部実地検査
新旧合同理事会

定例正副会長会議
会計監査
職業能力開発協会常任理事会
総務運営委員会
理事会
労働保険事務組合滋賀支部定期総会
「しごとチャレンジフェスタ」等説明会
職業能力開発協会理事会
職業能力開発協会通常総会

定例正副会長会議
滋賀県造園協会通常総会
理事会
正副会長会議
理事会
技能士会正副会長会議
建設産業団体連合会通常総会
技能士会理事会
技能士会通常代議員会

   ４日
   ７日
   ７日
 16 日
 17 日
 27 日

   ８日
   ８日
   ９日
 15 日
 15 日
 18 日
 19 日

   ２日
   ４日
 15 日
 22 日
 22 日
 24 日
 24 日

   ６日
 18 日
 27 日

   ６日
 10 日
 17 日
 18 日
 18 日
 18 日
 19 日
 26 日
 26 日

   ６日
 10 日
 10 日
 20 日
 20 日
 21 日
 23 日
 28 日
 28 日

   ５日
   ７日
   ７日
   ７日
   ７日
   ７日
 12 日
 25 日
 27 日

1~2 日
    ４日
8~9 日

社会保険未加入対策会議
日本赤十字社義援金寄附
定例正副会長会議
職業訓練委員会
総務運営委員会 
地区長会
技能検定準備講習会（要素）
建設業安全衛生大会
技能検定準備講習会（作業）

技能検定準備講習会（学科）
定例正副会長会議
工事管理（造園施工管理）準備講習会

◎（有）裕花園　西村輝彦様（西村裕史様のご尊父）
 （平成28年1月25日逝去）
◎花増造園　新谷　節様（新谷健様のご母堂）
 （平成28年2月14日逝去）
◎（株）吉仁園　吉川やゑ様（吉川政昭様のご母堂）
 （平成28年4月8日逝去）
◎徳永松寿園 代表者　徳永俊治様
 （平成28年8月26日逝去）

　　●西地区
　　一坪造園　西　與
　　●西地区
　　雅涼（株）　溝口 雅樹

　　●西地区　　（株）植杢
　　変更後　上田　誠　　 変更前　上田三五郎
　　●南地区　　（株）立入造園
　　変更後　立入 一道　　変更前　立入 民司
　　●北地区　　手原造園
　　変更後　手原 孝史　　変更前　手原 次男

　　●西地区
　　変更後　（株）他谷石材造園
　　変更前　　　他谷石材造園
　　●南地区
　　変更後　（株）立入造園
　　変更前　　　立入造園

催事案内 造園協会日誌

１　月 ７　月

８　月

２　月

３　月

４　月

５　月

６　月




