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「 京都 高台寺のしだれ桜 」（小西新次氏　提供）
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一般社団法人滋賀県造園協会



（一社）滋賀県造園協会

 会　長　髙木　淳一

新年のご挨拶

会長挨拶

滋賀県知事　三日月大造
年頭ご挨拶

滋賀県議会議長

明けましておめでとうございます。

一般社団法人滋賀県造園協会の会員の皆様にお

かれましては、健やかに初春をお迎えのこととお慶び

申し上げます。

平素は造園事業を通じて、本県の緑化推進や景観

形成、心安らぐ生活環境の創造に多大な御貢献を賜

り、厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症については、県内

各地において感染が広がるなど、依然として県民の生

活や経済に大きな影響を与えています。また、こうし

た社会情勢に加え、造園業界を取り巻く状況は、事

業主の高齢化や若手後継者不足など厳しい状況にあ

ると存じております。

一方、現代の造園業におい

ては、庭園のみならず、街路

樹や公園緑地など、いわゆる

街づくりの分野まで幅広い業

務が求められております。地

域の活力を育むため、また、県土の保全のために、高

い技術力に支えられた良質な社会資本が整備されるこ

とは県民の願いであり、その担い手である皆様方の果

たされる役割はますます大きくなっていくものと存じま

す。どうか皆様方におかれましては、自然と人間が共

生する、緑豊かな湖国滋賀の担い手として、より一層

の御尽力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

私ども県議会といたしましても、県民の皆様が心豊

かに快適に暮らせる街づくりの実現に向けて、精一杯

取り組んでまいる所存です。

結びに、一般社団法人滋賀県造園協会の今後ます

ますの御発展と、会員皆様の御健勝と御多幸を祈念

いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

細江　正人
年頭ご挨拶

議長挨拶

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれては、新年をお健やかにお迎

えになられたこととお喜び申し上げます。

私事ですが昨年の秋には、はからずも黄綬褒章受

章の栄に浴させて頂き、身に余る光栄であり、感謝

の気持ちでいっぱいです。

昨年は年明け早々から、新型コロナウイルスに振り

回され、感染は世界中に拡大しました。国内において

も、4月7日に緊急事態宣言が発出され、16日には全

国に拡大しました。感染の第一波は5月下旬には一旦

収まったように見えましたが、夏には第二波があり、

さらにこの冬は気候も相まって第三波の真っただ中に

あります。ワクチン開発等の明るい兆しもあります

が、いまだに終息が見えない状況で不安が募るばか

りです。

今年はオリンピック・パラリンピックが一年遅れで

開催される予定です。早くコロナを克服して普段の生

活に戻り、会員の皆様と一堂に会する機会が来ること

を願う次第です。

自然災害においても、毎年のように日本列島に襲

い掛かり甚大な被害をもたらしています。昨年も「令

和2年7月豪雨」と名付けられた、熊本県を中心に九

州や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生し、70

人以上の死者を出す被害がありました。しかし、幸

いにも滋賀県においては大きな被害がなかった年で

もありました。

我々造園業界においては、令和2年度の公共工事

は例年通り発注されているように思います。しかし、

これまでのいろいろな自粛も相まって、経済は深刻な

状況であり、建設業界全体として官民ともに今後の発

注に大きな影響が出ることを心配しています。

毎年恒例の「滋賀ものづくりフェア2020」はコロナ

禍の影響で中止になりましたが、県よりオンラインで

出展できないかとの強い要望を受け、技術部会によ

り2月に「オンラインしごとチャレンジフェスタ」として

開催することになりました。事業に先立ち、12月3日

にびわ湖放送のカメラマンに来ていただき、浄土宗

総本山　知恩院にて造園業の仕事紹介の動画撮影を

し、さらに、イベント当日に放送する苔テラリウムの

作り方紹介の動画撮影を行いました。

また、（公社）滋賀県建設産業団体連合会主催の

「けんせつみらいフェスタ2020」は当初10月17日に計

画されていましたが、雨天中止になってしまいました。

代わりに11月28日に浜大津港業務用地で「けんせつ

フェスタしが」と名称を変えて開催され、青年部会に

より、造園に関するPR活動をしました。

これからも役員一丸となって協会運営に取り組む

所存でございますので、会員の皆様のご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

本年も会員の皆様と各企業の繁栄をお祈り申し上

げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。

一般社団法人滋賀県造園協会の皆様におかれま

しては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。

さて、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大

は、医療現場や経済活動へ大きな影響を及ぼすだけ

でなく、私たちのこれまでの生活様式や価値観に大

きな変化をもたらしています。皆様には、感染拡大

防止に多大な御協力をいただいているところであ

り、心より御礼申し上げます。

グローバル経済への過信や都市一極集中のリス

クなどコロナ危機によって、現代社会が抱える課題

が顕在化した一方で、適度な“疎”や自然に恵まれた

暮らしなど、滋賀の持つ価値が再評価されています。

特に、自宅で過ごす時間が増える中で、身近な自

然資源として、運動不足の解

消、ストレス緩和の効果が得

られる場所として都市公園

も再評価されています。

Park‐PFI（パーク・ピーエフ

アイ）制度等も活用しながら、引き続きみんなが楽

しめる都市公園整備を進めてまいります。

また、昨年から“しがCO2ネットゼロ”ムーブメン

トの取組を始め、多くの賛同をいただいています

が、今年は、その取組を一段と加速させ、皆様とと

もに未来をつくる「一歩」を踏み出す年にしてまい

りたいと考えています。

ウィズコロナ・ポストコロナ時代を展望し、危機を

転機と捉え、滋賀の強みを伸ばしながら、「幸せ」を実

感できる滋賀、本当の意味での「健康しが」を皆様と

ともにつくってまいりたいと考えていますので、一

層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、貴会の益々の御発展と会員の皆様の御健

勝をお祈りいたしまして新年のあいさつとさせて

いただきます。

知事挨拶
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受章・表彰者紹介

（株）髙木造園 髙木　淳一  氏

令和2年度　秋の黄綬褒章を受章

令和２年度秋の褒章で当協会会長の髙木淳一氏（㈱髙木造園）が栄えある黄
綬褒章を受章され、去る11月12日（木）に滋賀県危機管理センターにおいて知
事伝達式が執り行われました。髙木氏は、昭和52年から造園業一筋に精励し、
造園技術・技能の研鑽に努められるとともに、造園関係団体の要職を歴任し、
業界全体の発展に寄与されました。

（株）宝山園 小西　新次  氏

令和2年度　国土交通大臣表彰

建設事業関係功労者に対する国道交通大臣表彰伝達式が、12月17日（木）
滋賀県土木交通部において行われました。当協会から、小西新次氏（㈱宝山園）
が多年にわたり造園工事業に精励するとともに、関係団体の役員として地方業
界の発展に寄与したことから、建設事業関係功労者として国土交通大臣表彰
の栄を受けられました。

花文造園土木（株） 堂本　英樹  氏

令和2年度　国土交通大臣

優秀施工者国土交通大臣顕彰式が、去る11月26日（木）滋賀県土木交通部
で行われました。当協会から、堂本英樹氏（花文造園土木㈱）が、優秀な技術
技能を持ち後進の指導育成等に多大な貢献をしている建設技能者として認め
られ、表彰の栄を受けられました。

（有）須賀造園 須賀　俊雄  氏

令和2年度　建設事業功労滋賀県知事表彰

建設事業功労に対する滋賀県知事表彰が、去る１０月６日（火）滋賀県庁で行
われました。当協会から、須賀俊雄氏（㈲須賀造園）が、長年にわたり造園工
事に精励するとともに、造園業界の発展に寄与したとして、滋賀県知事から表
彰の栄を受けられました。

髙木　淳一

この度令和2年秋の褒章において、はから

ずも黄綬褒章受章の栄に浴することができま

した。本来ならば国土交通省において赤羽一

嘉大臣より褒章を拝受し、その後皇居に参内

して天皇陛下に拝謁するところですが、コロ

ナ禍の影響で今年の春に続きすべてが中止に

なってしまいました。いずれ日を改めて皇居

での撮影会があるようですが、一連の中止は

まことに残念です。代わりに11月12日に県

庁において三日月知事より章記褒章の伝達を

受けました。私にとりまして、誠に身に余る

光栄であり、感謝の気持ちでいっぱいです。

これもひとえに永年にわたる皆様方の温かい

ご指導とご支援、ご協力の賜と厚く御礼申し

上げます。

顧みますと、昭和52年に造園とは無関係の

同志社大学工学部機械工学科を卒業しまし

た。ちょうどその時はオイルショック後の就

職難でした。機械メーカーへの就職を諦め、

家業の造園業に従事し先代である父より造園

の基礎から実践を学びました。そして現在ま

で造園業一筋に精励し、造園技術・技能の研鑽

と習得に努めてまいりました。また、家業を

昭和54年4月に法人化し、平成4年4月には代

表取締役に就任して、経営管理能力の向上に

努め企業の体質強化と近代化を図るととも

に、経営基盤の確立に努力してまいりました。

（一社）滋賀県造園協会には、青年委員長の

時に一期二年理事をさせていただき、その後

平成16年より再び理事となり、平成20年か

らは8年間副会長、そして平成28年から現在

に至るまで会長を務めさせて頂いています。

特に副会長を受けた頃より景気が低迷し、

公共工事が激減して造園業界は厳しい環境に

おかれ、協会の会員数もピーク時より半減し

てしまいました。今会長として私がするべき

ことは、協会運営においては経費削減をはか

り次の代に引き継げるように頑張っていくこ

とだと思います。そのためにより一層頑張っ

ていく所存です。

今後は、この度拝受いたしました栄誉に恥

じることのないよう一層精進し、業界の発展

と社会への貢献に努め、後進の指導に邁進し

ていく所存であります。

皆様方の更なるご指導ご鞭撻を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

黄綬褒章受章

黄綬褒章の栄に浴して

（株）髙木造園
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青 年 部 会

新年あけましておめでとうございます。

本年が滋賀県造園協会の皆様にとって良い年にな

りますようご祈念申し上げます。皆様には、平素よ

り青年部会の事業活動に対して格別なご指導・ご協

力を賜り心より御礼申し上げます。

さて、去る令和2年11月4日（水）青年部事業として

税理法人ランドマーク川添渉先

生を講師にお招きし、「経営者と

して知っておきたい税務の基本」

と題しご講演をいただきました。

今回の研修会は、県の造園業者

指導事務業務委託の一環として、

「経営基盤強化に関する研修会」

として計画、実施いたしました。

青年部研修会報告 青年部会長　中西　誠

基本的な青色申告と白色申告の違いや、税務調査、

税務についてのさまざまＱ&Aに対してご講義頂き

ました。私自身、普段なかなか勉強する機会がない

税務の基本について学ぶことができました。参加者

の皆様にとっても経営の安定に繋がる機会となれば

幸いです。

青年部としてはコロナ禍におい

て少しでも活動できるよう本会と

連携をとりながら、引き続き青年

部らしい事業を模索していきたい

と考えております。

最後となりましたが今後とも引

き続き、格別のご指導・ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

滋賀県造園高等訓練校について

沿　革

造園業界における造園施工技術水準及び施工管理技術の向上、企業経営の

近代化を図るため、職業能力開発促進法に基づく養成訓練、向上訓練及び監

督者訓練等一連の訓練を実施するとともに、産業界における技術革新に対応

するため生涯訓練の体制の確立に努め、本県造園業界の発展ひいては県土の

保全修景に協力し、県民の福祉向上に貢献できる人材を育成するため、造園

高等訓練校が創設されました。

　昭和50年3月開校から平成20年3月休止までの修了生数
　造園科563名・研究科116名

滋賀県造園高等専門学校を創設し、職業

訓練法（昭和44年法律第64号）第24条の

規定により、事業内職業訓練校として認

可を受け、養成訓練・高等訓練課程（第2

類）造園科（定員35名）を設置する。①

・ 職業訓練法人第31条の規定により、

   職業訓練法人近江二葉会の設立認可を受ける。

・ 職業訓練法人近江二葉会を設立、職業訓練法人近江二葉会滋賀県造園高等専門学校と   

   称する。

玉掛け技能講習指定教習機関として、滋賀県労働基準局長の指定を受ける。

向上訓練及び監督者訓練を実施するため、研究科（定員10名）を設置する。

職業訓練法第24条の規定により、研究科における向上訓練及び監督者訓練課程設置の

許可を受ける。

職業訓練法の改正（昭和53年法律第44号）により、本校造園科は養成訓練課程（第2類）

造園科に改正される。

職業訓練法人滋賀県造園協会滋賀県

造園高等専門学校と改称する。

社団法人滋賀県造園協会から学校運

営委員会が移管される。②

昭和49年11月15日

昭和50年3月18日

昭和50年12月23日

昭和51年4月1日

昭和51年5月7日

昭和53年10月4日

昭和57年6月3日

昭和57年6月19日

①第1期生 滋賀県造園専門高等学校卒業記念

②昭和57年度 滋賀県造園高等専門学校修了記念写真

職業訓練法人のあゆみ 令和2年1月法人解散により廃止となった訓練校。
46年間の歴史を多くの写真と共に記します。土木交通部との意見交換会開催

県土木交通部との意見交換が10月20日（火）
午後2時より県庁会議室で開催されました。
県側の出席者は、土木交通部辻野技監、都

市計画課 山崎課長、同公園緑地室 松田室長、
池野室長補佐、道路保全課 池田課長、竹田主
幹、監理課建設業係 田中主幹の7名。協会か
らは、髙木会長、小西副会長、川島副会長、西
村副会長、事務局の他に湖岸緑地公園の指定
管理者である川下地区長、窪内監事の以上７名
が出席しました。
辻野技監の挨拶に引き続き髙木会長から、平

素のご支援に対し謝辞が述べられた後、髙木会
長から辻野技監に要望書が手渡されました。

１．事業量の安定的、継続的な確保について
２．湖岸緑地公園等の再整備について
３．土木・建築部門における造園工事の分離発注について
４．都市緑化フェア誘致に向けての取組について

以上の4項目ですが回答は以下のとおりです。
要望１：新型コロナ危機を契機として、緑のオープンスペー
スの重要性が再認識されており、都市公園は県民にとって
重要な施設であることから、予算の確保に努めます。
要望２：長寿命化計画に基づく施設改修に併せて再整備を
行っているところですが、引き続き良好な景観確保のため、
更新・再整備を進めます。
要望３：公園整備については、できる限り県内造園業者へ
の発注に努めているところです。国民スポーツ大会の関連
施設整備についても、県内造園業者への発注に努めます。
要望４：令和7年の国民スポーツ大会を控え、都市緑化フェ
アを開催することは当面難しい状況にあることをご理解
願います。
今後も県との意見交換会を継続していきたいと考えて

おりますので、皆様方のご意見や要望をお寄せください。

要望事項

川添渉 講師 中西誠 部会長
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沿　革

● 校外学習
　訓練校で行う学科や剪定実習以外

にも、国指定名勝・史跡の庭園や県

内の造園関連施設等を見学する事で、

日々緑化事業に携わっている者とし

て緑の役割、大切さを学ぶ学習を行っ

ていました。

● 技能講習会
技能照査

● ソフトボール大会
　訓練校では、年1回県内の職業訓練

校生を対象にしたソフトボール大会

が実施され、各訓練校の交流が行わ

れておりました。

滋賀県造園会館に移転する。③

造園高等専門学校創立15周年記念式典を

滋賀ビル8階において挙行する。

玉掛け技能講習指定教習機関を

社団法人日本クレーン協会に委託する。

造園高等専門学校創立20周年記念式典を

大津プリンスホテルにおいて挙行する。

・ 滋賀県造園高等専門学校を滋賀県造園高等

   訓練校と改称する。

・ 養成訓練課程、造園科を長期訓練課程造園科

   及び短期訓練課程研究科に改める。

短期訓練課程に園芸装飾技能検定（学科）

（実技）コースを設置。

長期訓練課程造園科及び短期訓練課程研究科を

普通職業訓練・普通課程園芸サービス系造園科及び

普通職業訓練短期課程に改める。④⑤

学校運営委員会を職業訓練委員会に改める。⑥⑦⑧

平成20年度の長期訓練校を休止することを

理事会で決定する。

平成19年度第33期長期訓練校12名の

修了式を行う。⑨

長期訓練校を当分の間休止する。

職業訓練法人滋賀県造園協会の臨時総会において法人の解散議決。

法人の解散により滋賀県造園高等訓練校の廃止決定。

昭和58年9月3日

平成2年4月10日

平成3年9月10日

平成6年4月8日

平成7年6月26日

平成12年1月28日

平成12年4月4日

平成14年5月22日

平成19年3月15日

平成20年3月25日

平成20年4月1日

令和2年1月24日

園芸装飾実技講習会園芸装飾実技講習会

造園技能検定実技講習会造園技能検定実技講習会

⑥平成14年度入校式 ⑦授業見学

⑨第33期長期訓練校　修了式

造園施工管理学科講習会

ソフトボール大会の様子

3日間の短期訓練測量講習会（H14.6.11～ 13）

⑧瀬田・文化ゾーンでの庭園実習風景

⑤石組実習⑤石組実習

④庭園実習④庭園実習

③滋賀県造園会館に移転

I.　近江富士花緑公園
II.   平成13年11月15日　旧竹林院にて
III.  びわ湖地球市民の森
IV. 平成19年11月22日　庭園見学（坂本）

主な参加訓練校
・ 滋賀県造園高等訓練校
・ 滋賀県瓦高等訓練校
・ 積水ハウス中日本教育訓練センター・訓練校
・ 滋賀県板金高等技術専門校
・ 滋賀県理容美容訓練校
・ たねや菓子職業訓練校
・ 滋賀県自動車車体専修職業訓練校

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

講習会

受講プログラム
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「オンラインしごとチャレンジフェスタ」の開催について

活動報告

　令和2年度の「滋賀ものづくりフェア」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、子ども達
が興味を持った職業やものづくりについて学べる場を設けた「オンラインしごとチャレンジフェスタ」に
変更となり、ポータルサイトの開設や、ものづくりや技能に関連した様々な動画をテレビ放送すること
で、子どもに対し、技能の魅力・重要性を啓発し、将来のものづくり人材の育成を図ることを目的に開
催されることになりました。　　　　　　　
　12月3日には、イベント当日に放送する苔テラリウムの紹介動画の撮影があり、部会員3名から各材
料の説明とレイアウト方法の説明、そして苔テラリウムを作る手順と作り方のコツを解説し、完成後に
育て方の手法など一連作業の動画撮影を行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
　イベントの開催は2月中旬を予定してお
りますので、今後協議を進めながら良い
イベントを作り上げられるよう、技術部会
一同取り組んでまいります。

造園協会日誌
８　月

９　月

10　月

11　月

12　月

27日
27日
27日

 
4日
7日
10日
15日
17日

1日
6日
20日
20日
23日

建産連　災害対策委員会
定例正副会長会議
建産連　社会資本整備委員会

チェーンソー補講
前期農薬アドバイザー講習会
けんせつみらいフェスタ開催説明会 
第3回理事会（書面）
しごとチャレンジフェスタ説明・打ち合わせ

技術部会会議
建設事業功労滋賀県知事表彰（須賀氏）
県との意見交換会
定例正副会長会議
高病原性鳥インフルエンザ等防疫演習実施

4日
5日
5日
12日
26日
28日
30日

3日
17日
17日

青年部会研修会 
刈払機作業従事者安全衛生教育 
後期農薬アドバイザー講習会
令和2年度秋の褒章伝達式（髙木会長） 
国土交通大臣顕彰表彰（堂本氏） 
けんせつフェスタしが
滋賀県職業能力開発促進大会

オンラインしごとチャレンジフェスタ用動画撮影
国土交通大臣表彰（小西氏）
定例正副会長会議

　●東地区
　　花久造園　三上己一郎様（代表者）
　　（令和2年12月10日ご逝去）

　　（株）三村造園　三村惠美子様（三村善雄様のご令室）
　　（令和3年1月3日ご逝去）

インターンシップ報告

県立八日市南高等学校

今回お世話になった滋賀県造園協会企業様（計15社 順不同）

花緑デザイン科主任　中澤 文雄

(有)須賀造園　(株)三村造園　(株)熊木共楽園　野田造園　花文造園土木(株)
花繁造園　(株)武藤造園　松居農園(株)　(有)裕花園　(株)吉井造園土木　
双葉庭　(有)光葉園　庭GOGOGREEN　造園梶賀　奥村造園

 　実習が始まる前は、実際に働くことが不安でう
まくできないのではないと思っていましたが、職
場の方のご指導のおかげで何とか5日間を終える
ことができました。　（中略）
　実習前はあまり知らなかった造園の仕事につい
てたくさん学べて、実習を通し造園業に対するリ
スペクトの精神が高まりました。貴重な体験がで
きたと思います。

 　造園の仕事をさせていただいて感じたこと
は、作業後の達成感がすごかったことです。
作業前と作業後の違いを見ると、とてもやり
がいを感じることができました。　（中略）
　学校ではできないことをすることができ、
造園業の話もたくさん聞くことができたので、
校外委託実習の5日間はとても有意義な時間
を過ごすことができました。

 　1日中実習で大変疲れましたが、1日終わって
きれいになっているとうれしいし、達成感を味
わえたのでとても気持ちよかったです。（中略）
　インターンシップに行く前は、働くことがど
れくらい大変なのか全く考えたこともなかった
けど実際に働くと、とても大変だということが
良く分かりました。毎日働いてくれている親に
感謝しないといけないと思いました。
　5日間本当にありがとうございました。

造園協会および会員の皆様におかれましては、日ごろより多大のご支援をい
ただき厚くお礼を申し上げます。本校のインターンシップもおかげさまで第29
回目を迎えることができました。今年度はコロナ禍であり、実施は難しいと考
えておりましたが、事業所のみなさまに受け入れていただいた結果、無事に実
施することができました。慎んでお礼申し上げます。ありがとうございました。
今年度は花緑デザイン科2年生40名が、15の事業所様にお世話になりまし

た。実習を終えて、多くの生徒が日誌や報告書の中に、期間中たくさんの技術
や態度が学べたと述べています。みなさま方には大変お忙しい中にもかかわ
らず、生徒の実習内容を考えていただき、また、気をかけていただきましてあ
りがとうございました。
今回の校外委託実習は、生徒自身の成長と職業高校として学習内容を充実させることには欠かせない取

り組みと考えております。期間中体調を崩し、途中で参加できなくなった生徒もおりましたが、多くの生徒
が最後までやりきった達成感とみなさまの働く姿を見ることで、生きた職業観を身に着けることができたと
感じます。また、校内での実習ではどうしても伝えきれない造園業の魅力についても十分感じ取れる実習
になったように思います。
事業所様からのアンケート結果からは、休憩中の過ごし方や意欲の面で評価が低かった生徒もありまし

たが、概ね良い評価をいただきました。次年度は事前指導をさらに入念に行い、ご迷惑おかけすることのな
いよう心掛けてまいりますので、次年度以降もどうか受入のほどよろしくお願いいたします。われわれといた
しましては、今後もキャリア教育の一環としての位置づけをしっかりと定め、職業高校として担い手育成を大
きな柱として教育活動を進めていきたいと思います。
最後になりましたが、生徒の感想を一部抜粋して載せさせていただきます。よろしければご一読ください。

しゅうけいしゅうけい No.125 しゅうけい No.1259 10



令和3年1月現在

西地区

TEL：077-524-5128  FAX：077-524-3941
　　　　　E-mail  zouen25@isis.ocn.ne.jp
　　　　　URL  http://shiga-zouen.net/

一般社団法人　滋賀県造園協会
〒520-0044　大津市京町3-1-3（逢坂ビル3F）

南地区

㈱石定
℡ 077(592)0038

㈲イナダガーデン
℡ 077(598)2565

㈱大江造園
℡ 077(574)1881

㈱川下造園
℡ 077(572)2329 

久保造園
℡ 077(598)3039

㈱他谷石材造園
℡ 077(592)0058

築田造園
℡ 077(594)0459

中塚造園
℡ 077(572)0450

一坪造園
℡ 077(598)2221
藤井造園
℡ 077(573)1570
藤木商店㈱
℡ 077(573)2278

浅井造園
℡ 077(524)2990

大島造園土木 ㈱
滋賀営業所
℡ 077(537)3107

小原造園土木
℡077(522)3076

㈱カワムラ
℡ 077(522)1764

㈱阪口
℡ 077(545)3459

㈱辻井造園
℡ 077(578)0324

㈱庭創
℡ 077(579)2860

㈲物歩堂
℡ 077(529)2820
雅涼㈱
℡ 077(537)3725
㈲松田造園
℡ 077(545)0781
㈱吉田造園
℡ 077(578)0561
㈱植杢
℡ 0740(25)3046

㈲川島造園
℡ 0740(36)1139

中村石材㈱
℡ 0740(36)1481

美和工業㈱
℡ 0740(32)1234

近畿花壇㈱
℡ 077(564)5987

㈱竹川造園
℡ 077(563)8332

竹村造園
℡ 077(562)1884

㈲玉川造園
℡ 077(563)1226

日本観光開発㈱
℡ 077(562)1049

㈱松井緑地産業
℡ 077(564)4623

㈲松本ガーデン
℡ 077(568)0583

山元造園
℡ 077(568)0709

㈱立入造園
℡ 077(585)3636

田中造園
℡ 077(587)1535

田中庭園
℡ 077(589)2884

中川造園
℡ 077(589)2792

㈱中西園材
℡ 077(585)3909

中西造園㈱
℡ 077(585)1809
㈱宝山園
℡ 077(583)2225

㈱吉仁園
℡ 077(585)3673

ワシダ造園
℡ 077(587)3254

奥村造園
℡ 0748(62)2633

㈲小西造園
℡ 0748(83)0168

西村造園土木㈱
℡ 0748(62)4391

㈱野田建設造園部
℡ 0748(62)1936

㈱花芳
℡ 0748(72)2155

㈱サンウッド
℡ 0748(62)0284

近江花勝造園㈱
℡ 0748(33)1230

小川造園
℡ 0748(37)6876

小田造園
℡ 0748(52)0651

㈱重野緑地建設
℡ 0748(46)2406

大中造園土木㈱
℡ 0748(32)7074

武尾造園
℡ 0748(33)6830

㈲梅花園 
℡ 0748(34)8192

㈱三村造園
℡ 0748(46)2732

㈲門野造園
℡ 0748(32)4046

㈱吉井造園土木
℡ 0748(33)8905

㈲大橋創園
℡ 0748(42)3041

㈱熊木共楽園
℡ 0748(22)2288
㈲光葉園
℡ 0749(45)8112

造園 梶賀
℡ 0749(46)1440

㈱造園佐野
℡ 0748(42)1195

庭 GOGOGREEN
℡ 0748(23)1410

野田造園
℡ 0748(27)0177

花久造園 
℡ 0748(48)2554

花繁造園
℡ 0748(48)2934

㈲花長
℡ 0748(22)5569

華久
℡ 0748(42)3991

花文造園土木㈱
℡ 0748(48)4128

花増造園
℡ 0748(22)0961

布施造園
℡ 0748(48)3556

双葉庭
℡ 0748(27)0884

増樹園
℡ 0748(55)5011

松居農園㈱
℡ 0748(48)2560

㈱武藤造園
℡ 0748(42)1093

㈲裕花園
℡ 0748(48)8401

奥川造園
℡ 0749(38)2288

㈲亀井造園
℡ 0749(24)2413

㈲川窪造園
℡ 0749(22)6939

㈲江州造園
℡ 0749(26)8179

㈲三京造園
℡ 0749(23)3107

㈲須賀造園
℡ 0749(43)5460

㈱髙木造園
℡ 0749(24)2828

㈱タガグリーンワークス
℡ 0749(22)5483

滝川緑化
℡ 0749(48)1725

手原造園
℡ 0749(43)3884

那須緑地㈱
℡ 0749(26)3456

野瀬造園㈱
℡ 0749(22)2405

橋本農園
℡ 0749(28)0901

藤川緑建㈱
℡ 0749(35)2043
㈲箕浦造園
℡ 0749(43)2976

清水庭園
℡ 0749(63)1401

彦根市　長浜市　米原市　愛荘町
豊郷町　甲良町　多賀町

草津市　守山市　栗東市
野洲市　湖南市　甲賀市

大津市　高島市

東地区

北地区

近江八幡市　東近江市
竜王町　日野町

北地区

東地区

南地区

西地区

発行：一般社団法人　滋賀県造園協会
〒520-0044 大津市京町 3-1-3（逢坂ビル 3F）　TEL：077-524-5128　FAX：077-524-3941
E-mail  zouen25@isis.ocn.ne.jp　URL  http://shiga-zouen.net/ 編集：株式会社ヤマプラ


