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一般社団法人 埼玉県造園業協会

2018.8 No.149

平成30年4月1日より当協会が指定管理業務を行っております

森林公園緑道(滑川町)
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　平成30年4月1日から新たに当協会単独での指定管理

業務がスタートした森林公園緑道は、東武東上線 森林

公園駅から国営武蔵丘陵森林公園までの2.9kmの散策

路です。

　昭和43年3月、国の明治百年記念事業として国営武

蔵丘陵森林公園の設置が決定されたことに伴い、その

周辺整備の一環として、昭和51年に開設されました。

　幅員25m、遊歩道と自転車道が並行してあり、途中

に休憩所や彫刻が設置され、緑の中でサイクリングや

散策が楽しめる緑道となっています。

表紙及び表紙裏写真の撮影者は、広報委員　森林公園

観光㈱　長島晃司です。

緑に包まれる散策路

このたびの西日本豪雨災害においてお亡くなりになられた方々のご冥福を
お祈り申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。
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(一社)埼玉県造園業協会 渡邉 進 新会長

平平成成3300年年度度

　　　　　　　　　　～創立40周年の節目に新体制で～

　５月24日（木）、さいたま新都心「ラフレさいたま」で (一
社)埼玉県造園業協会定時総会及び(一社)日本造園建設業協会埼
玉県支部通常支部総会が開催された。
　午後2時15分からの(一社)埼玉県造園業協会定時総会では、
大野隆司総務委員の司会で、渡邉 進副会長が開会を宣して開催
し、会員約70名が出席した。
　挨拶の中で、北田 功会長は「私は皆様の賛同を得て4支部に
１か所ずつ県営公園の指定管理者の指定を目標に掲げ、現在、
県営大宮第二・第三公園のほか県営所沢航空記念公園・森林公
園緑道の3カ所の指定を受けています。協会の発展を願いつつ

全力であたって参りましたが、ここで後任にバトンを渡した
い」と２期４年の会長職にピリオドを打った。
　定時総会に先立ち、業績表彰４名、勤続表彰８名の表彰式
が行われ、北田会長から各受賞者に表彰状及び記念品が授与
された。また、㈱清香園代表取締役 阪上清之介氏が受賞者を
代表して謝辞を述べた。
　議案審議では、三枝和男東部支部長が議長を務め、第1号議
案「平成29年度決算の承認」について審議し、全会一致で承
認された。続いて第2号議案「役員の選任」について審議し、理事22名、監事3名が全会一致で
承認された。引き続いて、別室で理事会を開催し、新会長に渡邉 進氏、副会長に阪上清之介氏、
今井正一氏、西山敏治氏、専務理事に飯島長壽氏、相談役に北田 功氏が就任した。
　さらに、平成29年度事業報告並びに平成30年度事業計画及び収支予算について報告した。

　議長降壇後、渡邉 進新会長は、「歴代の会
長の方針を尊重しつつ、果敢に挑戦する機運、
攻めるマインドを醸成したい。造園業界に若
い人が希望を持って入ってくる環境づくりに
努力したい」と抱負を述べた。また、新入会
員の中田造園㈱（川口市 代表取締役 中田 弘
氏）を紹介し、会員数は120社となった。その
後、阪上清之介副会長の挨拶で閉会した。

埼埼造造協協定定時時総総会会・・日日造造協協埼埼玉玉県県支支部部通通常常支支部部総総会会をを開開催催

総会　会場風景

阪上副会長より北田前会長への謝辞
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　総会終了後、40周年記念講演を行い、榎本義一
総務委員が、講師の岩﨑康夫 前副知事（現ぶぎん
地域経済研修所顧問）を紹介した。「埼玉県におけ
る少子高齢社会の課題と対応」をテーマに具体的な
データを基にした分かりやすい解説で大変参考に
なった。
　会場を移しての40周
年記念コンサートでは、
著名な演奏家である霧

生吉秀氏のファゴット、雅江氏のピアノによる夫妻のクラシック演
奏をしばしの間、堪能した。
　埼造協・日造協の合同祝賀会は、竹花裕美子 総務委員が司会を
務め、ご来賓及び会員・賛助会員約90名が出席した。
　今井正一副会長が開会の辞を述べ、渡邉 進会長が挨拶した。
　上田清司知事及び齊藤正明 県議会議長から祝辞を頂いた。
　上田知事は、「40周年を記念に、都市の中にもうるおいのある空
間づくり、日本を代表する植栽のまちづくりにお力添えをいただき
たい」と祝辞を述べた。来賓紹介のあと、40周年記念事業の一つと

　埼造協定時総会に先立ち、午後1時15分からの（一社）日本造園建設業協会 埼玉県支部 通常
支部総会では、渡邉 進支部長が「私たちを取り巻く環境が依然厳しい中、造園業界の総力を結
集した、知恵と工夫、実行力などで仕事を確保しなければならない」と会員出席者20名に挨拶
した。
　続いて、第1号議案「平成29年度決算の承認」及び第2号議案「役員の選任」を審議し全会一
致で可決承認され、5期10年に及び活躍した渡邉 支部長は、支部長職を後任に託した。次に、
平成29年度事業報告並びに平成30年度事業計画及び収支予算について報告した。

　議長降壇後、支部長のバトンを渡された森川昌紀 新支部長は、
退任された役員を労い、「この様変わりする時代に対応できる
ように新たに高木俊之 副支部長・田中由晃 副支部長と力を合
わせ支部のため、会員のために頑張って行く所存であります」
と支援・協力を働きかけた。
　また、新入会員の㈱花園グリーンサービス（深谷市　代表取
締役　竹花裕美子氏）を紹介し、会員数は34社に増えた。

日造協埼玉県支部　森川昌紀 新支部長

40周年記念コンサート

岩﨑康夫 前副知事　記念講演

　創立40周年を祝う埼玉県造園業協会 及び
日造協埼玉県支部 合同祝賀会開催
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本年度受賞者

業績表彰（４名）

勤続表彰（８名）

番　場　克　己 （株）東武園芸
山　下　利　隆 （株）東農園
土　方　芳　夫 土方造園（株）
阪　上　清之介 （株）清香園

大　塚　　　豪 （株）前島植物園
草　間　佐　敏 大野園芸興業（株）
黒　田　五　男 （株）内田緑化興業
塚　越　　　崇 （株）北島ソリューション
石　上　　　武 ウィズグリーン（株）
遠　藤　恵　美 （株）植清園
野　澤　公　男 （株）花園グリーンサービス
宮　下　　　清 北荒川緑地（株）

（敬称略）

日造協 関東甲信総支部 加勢充晴 総支部長 手締め

埼玉県議会 齊藤正明 議長 祝辞

埼玉県建設業協会 星野博之 会長 乾杯

彩の国みどり基金への寄附 渡邉 進会長と上田清司知事

して、渡邉会長が「彩の国みどりの基金」への寄附目録
を贈呈し、知事から感謝状が授与された。
　次に、(一社)埼玉県建設業協会 星野博之 会長のご発
声で乾杯、更なる協会の発展を祈念し祝宴に入った。
　最後に、(一社)日本造園建設業協会 関東甲信総支部
加勢充晴 総支部長の手締め、日造協埼玉県支部 森川昌
紀支部長の閉会の辞で幕を閉じた。
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　平成30年６月16日（土）に、県営大宮第二公園
で花と緑に親しむイベントを開催しました。今年で
３回目の開催となるこのイベントは、前日からの雨
のため、重機の試乗、ツリークライミング体験は残
念ながら中止となりましたが、事業委員会副委員長
長の遠藤征矢氏や指定管理活動を行っている東部支
部の３社（八雲造園、春秋園、緑栄）が中心となっ
て、竹笛づくり、ハーブのアレンジメント、ハイド
ロカルチャー寄せ植え、昆虫博士と学ぼう！、梅雨
の樹木観察会などを行いました。また、広さ1,600
㎡の菖蒲田には、年々花数が増えた色とりどりの菖
蒲が見頃を迎え、訪れた人々の目を楽しませてくれ
ました。

県県営営 大大宮宮第第二二 第第三三公公園園 指指定定管管理理者者活活動動

　平成30年２月24日（土）～3月1日（木）、
「竹の花器展」をギャラリー棟で開催しました。
第34回梅まつりに合わせて、（有）浦和正光園会
長 増戸弘 氏の作品（約70点）を展示し、多くの
来場者に大変好評でした。

「「花花とと緑緑にに親親ししももうう」」をを開開催催竹竹のの花花器器展展をを開開催催

鳥の鳴き声の竹笛

竹の花器展

竹の花器とカタツムリ

ハーブの講師

ハーブのアレンジメント会場

竹笛づくり

ハイドロカルチャー ハーブのアレンジメント

かき
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Q：次世代につなぐホープとして、今後の意気

込みを聞かせてください。

A：政府主導で働き方改革・一億総活躍社会の

推進が行われていますが、私たち小規模事業者

には、名より実をとるケースは多いと思います。

しかし、従業員に元気で働いてもらう場所とし

て、質を向上させることがやがては実もとれる

バランスの良い会社になると思うので、それを

目指して実践していきたいと思います。

宇田川　謙さんご協力ありがとうございました。

（広報委員　原　達也）

Q：ご自身の現在に至るまでの歩みを教えてく

ださい。

A：造園の勉強をしようと大学へ行き、卒業後

安行園芸に入りました。しかし、以前から医療

の道に進みたい希望があり、思いを捨てきれず、

理学療法士を目指して一旦会社を辞め、専門学

校に3年間通い資格を取得し、6年間仕事をしま

した。しかし、ある時父が倒れたのをきっかけ

に実家へ戻り、家業を引き継ぐことに決めまし

た。

QQ:造園の勉強をしようと思った理由はなんで

すか？

A：後を継ぐことまで深く考えた訳ではなく、

家業に関連した勉強をしてみようかな、という

程度のものでした。

Q：保有している資格、取得したい資格は何で

すか？

A：一級造園施工管理技士を取得しました。一

級土木施工管理技士も取得しようと勉強中です。

Q：造園業の魅力についてはどう思いますか？

A：植物という生き物を取り扱うので、樹木を

植えることや手入れを行う上でしっかりとした

学びや経験が必要です。だからこそ専門職とし

てお客様の相談に乗り、伝えることが大切で、

そこに魅力を感じます。

安行園芸㈱　代表取締役

　今回は、南部支部　川口市の安行園芸㈱　宇田川　謙さんのご紹介です。

　一度は医療の道へ進みましたが、実家へ戻り会社の環境改善に目を向けて

活動を再開。

　造園業の価値観向上に向けて活躍が期待されます。

Ｑ:現在の造園業で気になるところはあります

か？

A：建設業の中で比べると造園業は労務単価が

安いです。少しずつ見直されてきているとは思

いますが、求人に対しても反応がすごく少ない

のはとても気になります。

Q：休日はどのように過ごしますか？

A：3歳の息子と1歳の娘の相手に明け暮れます。

とくに活発な息子には散々手を焼いていますが、

困りごとを忘れさせてくれる楽しい休日を過ご

せます。

次世代につなぐホープ PART 12

宇田川　謙さん(35歳)

Q

植栽位置について打合せ

図面を確認しながら打合わせ中

A

けん

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A
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　埼玉県庁にもほど近い、さいたま市南区の別所沼公園は、古くから市
民の憩いの場として広く親しまれてきました。もともとは、大宮台地が
浸食されて形成された低地に、周囲の台地からの湧水が集まって形成さ
れた沼とみられています。近世以来、周囲の水田を潤す農業用水の水源
として人々の暮らしを支えてきました。
　そのような中、大正15（1926）年に、既に東京からの観光客による
賑わいを見せていた大宮公園（氷川公園）に倣って、東京・深川の事業
家・小島長次郎が観光客を集めるために沼の周囲に桜や藤を植樹して公
園化をはかり「昭和園」の名の下に開園しました。一時はかなりの観光
客を集めたようですが、時代が戦争へと向かう中、昭和園の利用者も減
少し、やむなく廃業に追い込まれていったようです。さて、ここに2枚
の絵葉書がありますが、詳しく見ていきましょう。

宮
瀧
交
二

大
東
文
化
大
学 

文
学
部 

教
授

　まず、写真①の絵葉書には、表側の通信文を書くスペースが全体の3
分の1ほどしかありません。このスペースは、法改正によって大正7（1
918）年3月に、2分の1まで拡大されていますので、この写真は大正7
（1918）年3月以前に撮影されたものであることがわかります。つまり、
写真①の絵葉書は、大正15（1926）年の昭和園開園前の別所沼の姿を
伝えているのです。よく見ますと、沼の中には葦草が生え、岸には全く
人の手が加えられておらず、江戸時代以来の自然な沼の姿を見ることが
出来ます。
　これに対して、写真②の絵葉書を御覧下さい。この絵葉書は、表側の
通信文を書くスペースが全体の2分の1ほどあり、大正7（1918）年3月
以降に発行されたものであることが判明します。写真①の絵葉書の写真
と比べると、沼の岸には護岸用の板が整然と並んでおり、沼の中に葦草

写真①
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とみてよいでしょう。
　戦後の別所沼ですが、社会の復興とともに昭和26（1951）年に旧・浦和市が昭和園を買
い取り、翌年には浦和市の都市計画事業によって公園整備が開始され、昭和29（1954）年9
月、ついに広さ約8ヘクタールの「別所沼公園」が開園しました。昭和31（1956）年にはそ
の管理が埼玉県に移管され、市民はもとより県民および首都圏の人々に広く親しまれる公
園になります。そのような中、別所沼公園は、平成15（2003）年には、さいたま市の政令
指定都市移行を記念してさいたま市に返還され、今日に至っています。
　別所沼には、モエビ、クチボソ、フナ等が生息し
ており、別所沼公園は、埼玉県内では数少ない市民
の釣りスポットとしても人気です。また、公園内に
は、詩人・立原道造がかつて建設を夢見た「ヒヤシ
ンスハウス」が復元され、様々なイベントも開かれ
ています。沼の周囲を周回するジョギングコースも
整備され、ランニングスポットとしても親しまれて
います。

写真②

1961年生。大東文化大学　文学部 歴史文化学科 教授。
埼玉県立博物館主任学芸員時代から17年間、協会だよ
りに「戦前絵葉書でみる埼玉の造園業」シリーズを連
載。多忙な中、昨年7月、 NHK総合テレビ『ブラタ
モリ～なぜ大宮は 鉄道の町になったのか？～』に番
組の「案内人」として出演された宮瀧先生(写真右)を
森川広報委員長(写真左)が表敬訪問しました。

～宮瀧交二氏のご紹介～

は見えません。中
央には小型の舟が
浮かび、棹を持っ
た船頭と座った乗
客の姿があります。
釣り客なのでしょ
うか、それとも別
所沼を遊覧してい
るのでしょうか、
いずれにしても、
大正15（1926）
年の昭和園開園後
の整備され観光化
された別所沼の姿

現在の別所沼公園
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　６月２２日、都内千代田区（隼町）のグランドアーク半蔵門で開催された（一社）日本造園建
設業協会の通常総会で、表彰式が行われ埼玉県支部から４名が表彰されました。おめでとうござ
います。

今井正樹氏 小松博之氏
埼玉グリーンサービス㈱今井造園土木㈱

小池智恵子氏　　北田 功氏
㈱植清園 事務局

日日造造協協会会員員のの表表彰彰

優優良良工工事事表表彰彰及及びび優優秀秀工工事事技技術術者者表表彰彰

　国土交通省関東地方整備局は、「2017年
度優良工事等局長表彰」授与式を7月11日、
さいたま新都心合同庁舎で開催しました。
　表彰5部門の中で「優良工事表彰」は対象
工事1,560件のうち47件42社。
　同じく「優秀工事技術者表彰」は、44名
で、共に会員である(株)清香園及び代理人の
庄田輝明氏がＨ28・29熊谷緑地管理工事で
その栄に輝きました。なお、庄田氏は優秀
技能者国土交通大臣顕彰に続く快挙であり
ます。おめでとうございます。

有限
会社平野屋竹材店

〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷2-1239-3
ＴＥＬ 048-855-6936

ＦＡＸ 048-855-6946

一般竹材・小丸太・長丸太
ヨシズ・フェンス

阪上清之介氏と庄田輝明氏 ㈱清香園
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　深谷市旧花園町で先代が創業し、５０
年になります。創業５０周年を記念して
日本造園建設業協会に入会させて頂きま
した。
　当社は、造園技術と知識を多目的に活
用し、「持続可能なビオトープネット
ワーク」を目指しています。造園工事、
植栽管理は元より、ビオトープ、樹木診
断、特殊伐採、グリーンレンタル等、幅
広く営業しております。地元の皆様と共
に緑化の発展に努力していきます。
　会員皆様の御指導の程、宜しくお願い
致します。

　当社は川口市安行にて、平成3年に設
立し、伝統ある安行の地で、多くの諸先
輩方に指導を仰ぎながら事業を営んで参
りました。
　この経験を糧に、また地域の皆様への
貢献ができたらと考えております。
「造園業とはサービス業である」を指針
として、会社、社員ともに、チャレンジ
し続けることを念頭に掲げ、日々取り組
んでおります。今後とも、よろしくお願
い致します。

中田造園株式会社
　　代表取締役　中田　弘
　　　埼玉県川口市安行295
　　　　TEL 048-296-6155
　　　　FAX 048-294-5620

株式会社 花園グリーンサービス
　　代表取締役　竹花 裕美子
　　　埼玉県深谷市北根517
　　　　TEL 048-584-4051
　　　　FAX 048-584-0109

埼埼造造協協 新新入入会会員員のの紹紹介介 日日造造協協 新新入入会会員員のの紹紹介介
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　また、2月3日、指定管理を行っている県
営大宮第二第三公園の防災訓練に、八雲造
園、春秋園、緑栄が参加した。　

2018年埼玉県みどりの団体

合同賀詞交歓会の開催

　１月18日、さいたま新都心「ラフレさいた
ま」で開催され、多数のご来賓とみどりの13
団体の会員約130名が祝杯を重ね業界の発展
を祈念した。また、「さいたま緑のトラスト
基金」と「緑の募金」に寄附を行い、上田知
事から感謝状が手渡された。今年度は、音大
出身の演奏者によるピアノ・フルート等の
オープニングコンサートを開催し、大変好評
であった。

●理事会の開催
　3月29日 平成29年度 第4回理事会
　4月25日 平成30年度 第1回理事会

会会 員員 活活 動動 　　 　　 　　 　　 (平成３０年１月～３０年６月)

　北部支部は、２月６日に熊谷スポーツ文化
公園で防災訓練が行われ、三澤 隆北部支部
長、新井緑地建設、藍造園、森緑園３社4名
が参加した。

　西部支部は、1月30日、県営所沢航空記念
公園で西山敏治西部支部長、榎本造園、植清
園、大門造園、田中造園、並木造園、土方造
園の7社が公園施設の防災訓練に参加した。

　東部支部は、１月19日、県営加須はなさき公園
で実施された防災訓練に三枝和男東部支部長、大
川緑地開発、大利根造園、金子造園、栗原造園、
つかさグリーン建設の6社が参加した。

●委員会等の開催
　3月20日 平成29年度青年部会役員会
　3月29日 平成29年度第1回表彰審査委員会
　4月17日 平成30年度第1回総務委員会

公園施設の合同防災訓練に参加

　南部支部は、１月16日、県営みさと公園の
防災訓練に横山浩行南部支部長、安行園芸、
大西園植木、埼玉植物園、テラヤマ、前島植
物園の6社が参加した。

南部支部 東部支部

大宮第二第三公園 西部支部

北部支部

北田会長（当時）

渡邉副会長（当時）
と上田知事

コンサート
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全国造園フェスティバル2017の開催

　３月2日、当造園業協会が指定管理者となっ
ている県営大宮第二公園の第34回梅まつりに
合わせて、2回目の造園フェスティバルが行わ
れ、日造協 埼玉県支部 渡邉 進支部長・今井正
一幹事が、来場者500人に花・野菜の種・日造
協リーフレットを配布した。また、ポスター
を掲示し園芸・庭園樹相談を実施、日造協及
び造園業界のＰＲに努めた。

青年部会研修会の開催

２月15日、埼玉会館6Ｃ会議室で、小林 一夫
氏（元 北本県土整備事務所長、現 嵐山町ま
ちづくり整備課調整幹）が「埼玉県の総合評
価入札方式」について講義を行い、青年部会
員他28名が熱心に受講した。

研修会　会場風景

植栽基盤診断士補

研修会・修了試験の開催

６月5～6日、建産連研修センターで、日造協
関東甲信総支部が主催で実施され、埼玉県か
ら７名が受講・受験した。また、実技の土性
判定の講義に際し中村国雄氏（東農園）及び
成田大悟氏（大門造園）が担当した。
　また、日造協及び埼造協会員企業の植栽基
盤診断士及び同診断士補を対象に調査器具一
式の貸出を行っているので、是非ご活用くだ
さい。

花・野菜の種とリーフレットの配布

土性判定の講義

自民党の都市公園施策合同会議に出席

　６月２２日、都市公園緑地等整備促進議員
連盟（今村雅弘 会長）と都市公園緑地対策
特別委員会（江崎鉄磨 委員長）の合同会議
が自由民主党本部で開かれ、出席議員は48名
で、日造協埼玉県支部 森川昌紀 支部長を含
め47名が団体要望及び意見交換に出席した。

自由民主党本部にて
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会員へのお知らせ

平成30年関東甲信造園建設業協会

協議会(１都８県)開催のお知らせ

　山梨県主催で開催します。
日　時　10月11日（木）
場　所　山梨県富士吉田市他県内視察
平成30年度労働災害防止安全大会

開催のお知らせ

　多くの会員の皆様のご参加をお待ちしてい
ます。
日　時　11月5日（月）14：00～
場　所　埼玉建産連研修センター 101会議室

平成30年度１・２級造園技能検定講習

会及び試験のお知らせ

・製作等作業(実技)講習会

　　８月22日（水）～23日（木）
　ものつくり大学（行田市）
・学科試験及び判断等(要素)試験

　８月19日（日）
　県民活動総合センター（伊奈町）
・製作等作業(実技)試験

　9月5日（水）～９月8日（土）の４日間
　ものつくり大学（行田市）

平成30年度植栽基盤診断士講習会・

認定試験のお知らせ

・学科講習会　8月27日（月）
　国立オリンピック記念青少年総合センター
・学科試験　９月16日（日）
　東京セミナー学院（西池袋）
・実技試験　11月8日(木)～11日(日)の内１日
　国営昭和記念公園

平成30年度街路樹剪定士資格更新

研修会のお知らせ

日　時　９月13日（木）9：00～
場　所　埼玉建産連研修センター 200会議室
対象者　平成26年度認定者及び25年度以前の
　　　　認定者で更新手続きが修了していな
　　　　い認定者

平成30年度街路樹剪定士研修会・

認定試験のお知らせ

・学科日程　11月中旬

・実技日程　11月下旬

造園用胴ベルト型安全帯を貸出してい

ます

　日造協及び埼造協会員企業の街路樹剪定士
を対象に２丁掛け一式（造園用胴ベルト型安
全帯１個・ランヤード２本・カラビナ２個）
を貸出します。ロープ高所作業等の安全性向
上にご活用ください。

事務局人事

　2月1日より石田 裕樹が採用されました。
ご指導の程よろしくお願いします。

　

場所　上尾市　さいたま水上公園

場所　埼玉建産連研修センター　
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編集後記

外外来来害害虫虫「「ククビビアアカカツツヤヤカカミミキキリリ」」ににごご注注意意くくだだささいい

　特定外来生物であるクビアカツヤカミキリ（体長25～40mm）の幼虫は、サクラ、ウメ、モ
モ、スモモ等の主にバラ科樹木の内部を激しく食害し、春から秋にかけて大量のフラス（フ
ンと木屑が混ざったもの）を排出します。
　県内では、県北部及び県東部でサクラを中心に被害が確認されています。
　見つけた場合には、被害の拡大防止のため、逃さず捕殺するよう御協力をお願いします。
【問合せ】
埼玉県農林部農産物安全課　農薬・植物防疫担当　
ＴＥＬ　０４８－８３０－４０５３
ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0907/nb/aromiabungii.html

埼玉県からのお知らせ

写真提供：埼玉県農業技術研究センター

　酷暑お見舞い申し上げます。また、会員の皆様、特に現場作業に当たられている方々には、くれぐ
れもご自愛下さいますよう、お願い申し上げます。
　今年の立秋は8月7日（火）だそうですが、最近、特に本年は、6月に関東の梅雨が開けたり、熊谷
市ではついに、41.1度という日本新記録を達成したりと、異常気象を列記するだけで、編集後記が埋
まりそうな年となっております。
　このような記録破りな異常気象の今年、2月から企画課長として事務局で働かせていただき、半年
が過ぎました。私は、千葉大学の造園学科を卒業後、造園コンサルタント会社で20年近く働き、公園
経営のコンサルタントとして独立。一応、同じ造園業界で30年以上生活してきましたが、コンサルタ
ント業との違いに、私としては異常気象の如く対応に追われている毎日です。
　今後とも宜しくご指導の程、お願い申し上げます。私事ながら、ご挨拶とお願いを持って編集後記
に代えさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　（事務局　企画課長　石田裕樹）
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（一社）埼玉県造園業協会 広報委員会
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TEL 048-864-6921
FAX 048-861-9641

E-mail:info@saizoukyo.or.jp
http://www.saizoukyo.or.jp
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