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　　　　　　　　第２回全国造園技能競技大会  実施概要

◆開催目的：意欲ある技能者に夢と希望を与え、技能労働者の活性化を図る。２年に１度開催。

◆競技内容：同じ支給材料（44 頁表参照）を使って、規定時間内に作品を製作し技とデザイン
　　　　　　等を競う。２人１組で作業。１区画 : 横４ｍ×奥行３ｍ。競技時間 11 時間（延べ
　　　　　　２日間）。

◆出場選手：全国より 13 チーム 26 名が出場

◆会 場：諏訪湖イベントひろば（長野県諏訪市湖岸通り５－ 11）

◆大会日程：2012 年 10 月 25 日（木）～ 27 日（土）
　　　　　　　　　　10 月 25 日（木） 14:00 ～ 15:30 材料下見 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15:30 ～ 16:30 開会式 
　　　　　　　　　　10 月 26 日（金）   8:00 集合 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   8:30 ～ 16:30 競技（休憩 12:00 ～ 13:00）
　　　　　　　　　　10 月 27 日（土）   8:00 集合 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   8:30 ～ 13:30 競技（休憩 11:30 ～ 12:30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14:00 集合写真 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14:10 ～ 16:00 審査 

◆表彰式、第２回全国造園技能競技大会交流会、第 50 回技能五輪全国大会  造園競技交流会
　　１０月２７日 ( 土 ) １９：００～２１：００（於：ビジネス旅館わかみず）

◆主 催：社団法人日本造園組合連合会

◆後 援：中央職業能力開発協会、造園・環境緑化産業振興会

◆協 力：社団法人日本造園組合連合会 長野県支部
　　　　 長野県、諏訪市

◆入賞者：
　　　金　賞：広島県「西風紅葉（セイフウモミジ）」（厚生労働省職業能力開発局長賞贈呈）
　　　銀　賞：長野県「竹上興業」（中央職業能力開発協会会長賞贈呈）
　　　銅　賞：長野県「信州すわっこ 41」（長野県知事賞贈呈）
　　　特別賞：山口県「チーム 下関」
　　　　　　　京都府「京都府造園協同組合 青年部」
　　　　　　　東京都「チーム ヒゲ」
　　　　　　　（以上、３チームに社団法人日本造園組合連合会理事長賞贈呈）

発行にあたって

　造園連は、平成 24 年度厚生労働省ものづくり立国の推進事業（業界等が取り組む熟練技能者を活用した技能継承の

支援・促進）を企画競争により受託し、事業のひとつとして「第２回全国造園技能競技大会」を開催しました。

　技能者それぞれの知識と経験を駆使して、造園の技とデザイン力を競うこの大会は、同じ支給材料を使いながらも、

まったく異なる個性的な作品が出来上がり、見る者を強烈に惹きつける多彩な魅力に満ちています。そこで、これら大

会の模様や、技術的なみどころ等を記録してまとめた報告書を作成いたしました。できるだけ多くの皆様にご覧いただ

き、造園技能の研鑽、向上にお役立ていただくことを心より願っております。

平成 25 年 3 月

社団法人  日本造園組合連合会

　　　　   理事長　白井　昇
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    龍のいる島 山梨県  風林火山

角野　勝／守屋智康
㈱明桃園　さわやか造園

１

「龍のいる島」完成庭園全景

CONCEPT sheet タイトル「龍のいる島」

コンセプト
龍は中国神話の生物で、古来神秘的な存在として位置づけられてきました。
秋になると淵の中に潜み、春には天に昇るとも言われています。
また、今年（平成 24 年）は辰年でもあるので島から龍が覗いている様子を表
現しました。

ツバキとヤブラン、石組の組み合わせ

鉄平石の小端積みと乱張りの施工

床面をスコップですき取り鉄平石の乱張りを行う 向かって左側に四つ目垣の親柱を建て込む 四つ目垣をつくり、仕上げにシュロ縄を結ぶ ２色のレンガ敷きと乱張りの組み合わせ。植込みスペースは小端積みで

島から覗く龍の姿を石やスギゴケなどで表現
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    いつも故
こ こ ろ

郷に山口郷
山口県  美香子 ʼs２
吹上笑美／上利春香

㈱多々良造園　㈱髙山造庭園

「いつも故郷に山口郷」完成庭園全景

CONCEPT sheet

石橋の遣方に合わせて鉄平石小端材を据える

モミジを植える前に枝葉をはさんで整える

完成した錦帯橋をイメージした石橋遣方に合わせて盛土し、徐々にできあがる石橋

山口郷の山々を表現した竹のモニュメント

湯田温泉の足湯をイメージした石組。季節の花が可憐に彩りを添える
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    風と水 山口県  チーム 下関３
殿井悌一／濱田陽介
㈱日新造園　　㈲浜田造園

コンセプト：この作品は諏訪のイメー
ジを基に、植栽・竹垣・景石でアルプ
スを、石張り・砂利で湖を表し、コバ
の鉄平石で御神渡りを表し、風と水と
が作り出す、神様の足跡と、悠久の時
を感じる諏訪の風景を表現しています。

タイトル：風と水

「風と水」完成庭園全景

特別賞

CONCEPT sheet

アルプスをイメージした網代垣

篠竹を編み込んで網代垣をつくる様子

仕上がりつつある網代垣

鉄平石乱張りの施工作業 景石の周囲にスギゴケを植える

鉄平石を縦使いにして御神渡りを表現。乱張りのなか景石がポイント

第２回全国造園技能競技大会.indd   8-9 13/03/25   13:19



     08      09

    風と水 山口県  チーム 下関３
殿井悌一／濱田陽介
㈱日新造園　　㈲浜田造園

コンセプト：この作品は諏訪のイメー
ジを基に、植栽・竹垣・景石でアルプ
スを、石張り・砂利で湖を表し、コバ
の鉄平石で御神渡りを表し、風と水と
が作り出す、神様の足跡と、悠久の時
を感じる諏訪の風景を表現しています。

タイトル：風と水

「風と水」完成庭園全景

特別賞

CONCEPT sheet

アルプスをイメージした網代垣

篠竹を編み込んで網代垣をつくる様子

仕上がりつつある網代垣

鉄平石乱張りの施工作業 景石の周囲にスギゴケを植える

鉄平石を縦使いにして御神渡りを表現。乱張りのなか景石がポイント

第２回全国造園技能競技大会.indd   8-9 13/03/25   13:19



     10      11

    カナダの想い出 福岡県  九州男児４
山本辰雄／白石勇人

小嶺造園     ㈲若松緑地建設

CONCEPT sheet

「カナダの想い出」完成庭園全景

カナダの山裾を流れる川をサビ砂利の枯流れで

小端積みの遣方をつくる作業

唐竹の建て込み作業。竹の上端のラインで山を表現

小端積みと大小の石が枯流れに変化を与える

モミジ株立ちの根元に石組を。左は石材を重ねたシンボルモニュメント 丹念に石材を積んで小端積みをつくる

景の中心となる
小端積み
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    もうひとつの天竜川 長野県  竹上興業５
竹村幸司／上野則秋
ランドフィット　フィールドアップ
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龍の頭の部分は景石で表現する 龍の尾の部分。対岸に石組で中央アルプスを象徴 鉄平石を丹念に加工して、龍の鱗をつくる

景石を使って龍
の頭を、鉄平石
で龍の鱗を表現

盛土に鉄平石をていねいに張って龍の姿をつくる 流れを表現する割竹をつくる

穏やかな天竜川をサビ砂利で、荒ぶる天竜を鉄平石で表現

網代風の編み竹で、川の流れを表現。花で季節の彩りを添える
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    縁（夫
め お と

婦臥竜垣）
香川県　284kun ＋ G６

今田康正／ペッツォルド・ジョン
今田作庭園　 　　　　　　　　　今田作庭園

CONCEPT sheet

「縁（夫婦臥竜垣）」完成庭園全景

芝とスギゴケの緑とコントラストを描く枯流れ

丸竹で垣根の柱と玉縁をつくる

親方がドイツの研修生を指導しながら作庭

臥竜垣の組子を取りつける作業 重厚な滝石組。鉄平石の縦使いで落水を表現

完成した臥竜垣。モミジを前付け、石組を背景にした景が効果的

もう一対の垣根。柱を建てた形式で、変化をつける
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     16      17

    北アルプスの恩恵 富山県  Green-orchestra TOYAMA
（グリーンオーケストラ富山）７
野開吉彦／今井浩司
野開造園土木㈱　今井雅石園植木㈱

CONCEPT sheet

「北アルプスの恩恵」完成庭園全景

サビ砂利とゴロタで表現された日本海

菊割りで竹を割る作業

豪快に組まれた石組で北アルプスの山々を表現

弧を描く２本の竹は北アルプスからの恵みを表す

植栽は北アルプスの大自然を象徴する レンガの幾何学模様は街の華やかさをイメージ
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     18      19

    希望の大地         宮城県  伊達な粋  ８
菱沼　敦／相原雅敏

㈲繁樹園　　御堂平造園

～みちのくからの刺客～ CONCEPT sheet

「希望の大地」完成庭園全景

太陽の光をイメージした創作竹垣

鉄平石乱張りはリアス式の海岸線と仙台平野を表す

鉄平石乱張りと小端積みの作業 鋭角な鉄平石と丸竹乱杭で自然の荒々しさを表現

モミジの根元に
さりげない
石組を

色違いのレンガがポイントの小端積みで防潮堤、蛇籠で防波堤を表現

枯滝風の石組で美しい山々を表現
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     20      21

    御神渡り伝説 長野県  信州すわっこ 41９
後町和宏／濱　　賢

杉菜園　はまけん造園

CONCEPT sheet

「御神渡り伝説」完成庭園全景

銅 賞

鉄平石を鋭角的に割って御神渡りを表現

背後に諏訪の山々を連想させる竹垣をつくる

御神渡りの施工。石を割りつつ景を確かめて据える

峻厳な表情の鉄平石は、氷が裂けて盛り上がる自然の神秘を表現する

２色のレンガ敷きと可憐な花で女神を象徴 鉄平石小端材の敷石で氷結した諏訪湖の湖面を

男神を象徴する連山を迫力ある石組で表す

男神の山をイメージする石組の施工

コンセプト
　古来より伝説に「諏訪の御神渡り」があります。諏訪湖が全面
氷結し、寒気が数日続くと氷が厚くなり、轟音とともに氷が裂け
て盛り上がる現象です。諏訪大社上社に住んでいた二柱の神様が、
ある時夫婦喧嘩をして、奥さんが下社へと出て行ってしまいます。
極寒の夜、寂しくなった上社の男神が下社へ通った道筋と言われ、
諏訪の七不思議のひとつにも挙げられています。この伝説をモ
チーフに設計してみました。
　諏訪の神様を見習って、世のお父さんも足しげく、奥さんの所
へ通うべきでしょう。
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     22      23

   小さなプライベートガーデン 東京都  チーム ヒゲ10
木下和久／龍崎浩二
GREEN ART　　　　　庭作

CONCEPT sheet

「小さなプライベートガーデン」完成庭園全景

特別賞

パーゴラの施工風景

パーゴラに横竹を渡して庭全体の背景とする

レンガ敷きとゴロタ。草花のあしらいをさりげなく

レンガ積みでつくった立方体の花鉢 パーゴラ部分の縁石を施工

パーゴラ下部は鉄平石乱張りとし、天端が平らな自然石を椅子とする

小ぶりの自然石で囲んでつくった野外炉
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     24      25

    しまなみのそよ風 広島県  西風紅葉（セイフウモミジ）11
藤井幸介／伊藤竜太

風林造園　　 ㈱西条庭園

CONCEPT sheet

「しまなみのそよ風」完成庭園全景

金 賞

モルタルなしでつくられた強固な橋

鉄平石小端材を切ってアーチ橋の上面に敷く

竹垣用の丸竹を用意。背後の竹垣はしまなみを表現 丸竹をすだれ状に連ねて竹垣をつくる 優雅にカーブを描く竹垣に花をあしらって可憐な景を

２種の竹垣を背景に丹念につくったアーチ橋が全体の景を際立たせる

何本もの割竹を弓状に取りつけた竹垣は、遠くのしまなみを表現
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     26      27

    連山の眺め 京都府  京都府造園協同組合  青年部12
前田大介／大平一貴
㈱京都造園　　 ㈱大平造園

CONCEPT sheet

「連山の眺め」完成庭園全景

特別賞

芝生のアンジュレーションで山の連なりを表現

盛土に凹凸をつけて、芝片を張る作業

築山の盛土が完了し、鉄平石小端材を敷く作業

鉄平石の小端材を１つ１つ敷いていく作業

直線的な小端積みの植込みと鉄砲垣でフォーマルな印象に

鉄平石の小端材とスギゴケでつくられた市松模様は人里のイメージ 鉄砲垣をつくる。胴縁に丸竹の立子をからげる

完成した
鉄砲垣
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    八ヶ岳への道 東京都  若造13
秋山佳弘／野津手靖久

秋山造園㈲　　　 秋山造園㈲

CONCEPT sheet

「八ヶ岳への道」完成庭園全景

八ヶ岳をイメージした連峰垣

割竹を網代風に編んで連峰垣を製作

乱張りの鉄平石のなかを、小端材の “八ヶ岳への道 ”が行く

連峰垣を中心に、崩れ積み風の石組で八ヶ岳の美しさと荒々しさを

二手に分かれて、連峰垣と鉄平石乱張りを施工 天端の平らを確かめて鉄平石をしっかりと据える
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     30      31

肉体の躍動が精神性の深い庭園芸術に迫る
審査員長　戸田芳樹

◆技術者というよりアスリート
　平成 24 年 10 月 26 ～ 27 日の両日、第２回全国造園技能競技大会が長野県諏訪
市で開催され、その審査委員長としての大役を果たすことができた。この競技会に
ランドスケープアーキテクトの私がなぜ審査員に選ばれたか、疑問を抱きつつ当地
に赴いたのが正直なところだ。よく考えてみると、独自の造園スタイルを持ってい
る審査員ではかえってジャッジメントがしにくく、白紙の状態で臨める私を全体の
バランスを調整する役割として選んだのではないかと考え納得した。
　２日間の造園技能コンクールを体験して「本当に面白かった」というのが私の実
感である。当日は技能五輪の日本予選が開催されており、隣地会場において他の競
技と共に造園部門のコンクールも行われた。
　こちらは若手組（Ｕ 23）によるコンクールなので、先生たちやサポーターの応援
も華やかに繰り広げられていた。私が審査した造園技能競技大会はこの技能五輪に
刺激を受けた作庭家たちからの要望を受けて年齢制限を取り払い、全国から挑戦者
を集める競技会を作りあげたものである。それは作庭家が２人１組で１日半、11 時
間かけて支給された材料（全量使わなくてよいが持ち込み禁止）を用い、４×３ｍ
のスペースに庭園を作る、プロの中のプロを選ぶイベントである。今回は 20 代から
60 代にいたる幅広い世代の参加者があり、女性のチームやドイツの若者を加えたチ
ームなどバラエティに富んだ組み合わせで行われた。
　さて「面白い」と表現したのは完成した作品もさることながら、作られていくプ
ロセスがとても面白く、劇場型の展開が見られたからであった。コンセプトは前も
って登録しており、限られた時間でそれぞれのチームが個性をどう表現するかが勝
負であるが、それぞれのチームの駆け引きも見られる。熟練の作庭家の流れるよう
な作業や２人１組の「あ・うん」の呼吸が美しいリズムを醸し出している。あるチ
ームは中心となる施設を先に作り、それに合わせながら周辺を作る先行型の手法を
とり、他チームは下拵えを徹底して先に行ない仕上がりが見えてこないギャラリー
を不安にさせる。そして一転してすごいスピードで作り上げるなど、その対照的な
ダイナミズムが庭園の景色を刻一刻変化させる。
　私の目前で作業する作庭家たちの動きを見ていると技術者というより、むしろア
スリートに近いのではないかと感じた。そこにはデスクワークを日々行なっている
人たちにはない、肉体と精神が重なり合った見事なバランスが見られたからだ。

　人間の原点である肉体の躍動の結果が精神性の深い庭園芸術に迫っていく、その
現場に立ち会えたのは幸運であった。

◆縮景の難しさ〜風景以外の寓意性にも期待
　さて、内容を見ていきたい。このコンクールのような小さなスケールのモデル庭
園において、実体のスケールで作るか、縮小のスケールで作るかで作品には大きな
差異が生まれる。今回参加した 13 チームのうち 12 チームがテーマを縮景した表
現で、１チームだけが実体のスケールであった。縮景では作者の意図をストレート
に出せるが、ひとつ間違えると模型のように小さく見え、一人よがりな感じの庭園
になってしまう。また実体スケールでは小さなスペースなので窮屈な感じになり、
どこかの庭園を切り取ってきたような空間に見られてしまう怖れがある。それぞれ
のチームは創造性と造園技術を要してこれらの課題を順次解決していくのが腕の見
せどころといえる。
　縮景については作庭家の郷土の風景や、自らの思い出の風景などを作品化したも
のが多く見られた。錦帯橋、御神渡り、北アルプス、天竜川などのテーマは分かり
易く、庭園としての表現も違和感がなかった。しかし風景以外、例えば物語や音楽
などをテーマとした展開があればもっとユニークな作品ができたのではないかと思
えた。

◆入賞基準となった４つのポイント
　作品のレベルは高く、どの庭園も金賞にしたいのだが、一つに決めなければなら
ないので、５人の審査員はかなり悩み、議論を重ねたのは事実である。そして以下
の基準をベースとして採点を重ね入賞者を選んだ。
❶コンセプトを庭園がしっかりと表現していたか。
❷そのチーム独自の表現や技術を表現していたか。
❸細かな所まで技術によってきっちりと表現していたか。
❹人の心をつかむような魅力的な庭園であったか。
　その結果選ばれた入賞者の作品について述べて行きたい。

  金賞　しまなみのそよ風　西風紅葉（広島県）
　瀬戸内海の海の風景を島のスカイラインや大橋で表現したもので、島並を背後の
竹垣により、大橋をレンガと鉄平石を用いて表現している。
　この庭園はとてもバランスのよい作品といえる。インパクトには欠けるところも

あるが、日本の庭園技術をていねいに表現し、さりげない植栽の扱い方など、全体
的にたおやかなセンスが感じられ作者の思いが伝わってくる。作庭途中においても
カーブを描いた竹垣がとても優雅に見え、小さな石組が表現した島々の入り江には
なぜか生活感が見え、日頃から接している風景に対するオマージュが心をとらえる。
このような無理がなくバランスのよい作品が現在の日本で求められている庭園の姿
ではないかと、金賞を授与した次第である。チーム西風紅葉の藤井幸介氏（風林造園）
と伊藤竜太氏（㈱西条庭園）の50代と20代のお二人には心よりお祝い申し上げたい。

  銀賞　もうひとつの天竜川　　竹上興業（長野県）
　南アルプスの峰から天竜川、中央アルプスを望んだ作品で、天竜川は穏やかな流
れを網代風編竹で、荒い流れを鉄平石張りで、中央アルプスの山々を石組により表
現している。
　この作品は風景の抽象化をシンプルに見事なまでに表現している。天竜川の表現
は「暴れ天竜」から龍の意匠も重ねて表現し、敷地を飛び出しそうな動きがある作
品に仕上がっている。支給された材料の高木を一切使用しなかったことは作品の完
成度から見ても正しい判断で、象徴的な縮景空間に原寸スケールのものを入れる危
険さを感知したのであろう。しかしその結果、見方によれば庭園というよりは、新
しいスタイルの盆景やアートの表現とも見られた。大変難しい判断であったが、将
来の庭園表現を先駆けした庭園であると判断して銀賞を授与した。チーム竹上興業
の竹村幸司氏（ランドフィット）と上野則秋氏（フィールドアップ）の 50 代、30
代のお二人の果敢なチャレンジに敬意を表する。

  銅賞　御神渡り伝説　信州すわっこ４１（長野県）
　諏訪の自然にインスピレーションを受けた庭園を作りたいと、諏訪の七不思議で
ある諏訪湖の御神渡りをテーマにした作品である。鉄平石小端材で御神渡りを、石
組で男神（連山）を、レンガの園路と花畑で女神をイメージした寓話的な庭園である。
　神々の物語の中から御神渡りの造形と、その背後の連山を表現したバランスと勢
いが素晴らしく、大変好ましい作品である。作者の中に故郷の風景が十分熟成され
ており、それらを一気に庭園として表現したもので観客に対してストレートに意図
を訴える。しかし最後の段階において高木を手前に植栽したことで、神々のスケー
ル感が損なわれたのは痛恨の極みであった。そして女神を表現した意味は分かるの
だが、レンガを入れた結果、色彩のバランス、スケール感が狂ってしまった。レン
ガを割って小さくし、目立たなくすればもっと印象が違ったかもしれない。チーム
信州すわっこ４１の後町和宏氏（杉菜園）と濱賢氏（はまけん造園）の同年生まれ
のお二人の健闘に感謝申し上げたい。

  特別賞　風と水　チーム  下関（山口）
　諏訪の風土の素晴らしさを山口のチームが表現した作品である。このチームは竹
垣を庭園の中心に据えた思い切りのよさで高得点が入った。この三次元にねじれた
竹垣は光を正面から浴び、竹の表と裏の反射の違いにより網代の変化がより強調さ
れ、アート性の香り高い作品となった。このコンクールにおいて各チームの竹を大
変巧みに扱っていたことを強調しておきたい。

  特別賞　連山の眺め　京都府造園協同組合  青年部（京都府）
　京都の風景を思い起こさせる、町並と連山を作り出した作品である。町並はオリ
ジナルデザインの市松を用い、連山は芝生のアンジュレーションにより表現してい
る。全体のバランスから見ると連山のボリュームがかなり不足しており、町と山と
の関係が町勝ちになっているのと、全体に腰高であるのが残念である。市松の新し
い意匠は素晴らしいアイディアである。

  特別賞　小さなプライベートガーデン　チーム  ヒゲ（東京都）
　唯一の実体スケールの作品であるが、この前に佇むとほっとする、この気持ちは
何物にも変えがたい。背後の竹垣の扱いは柔らかくユニークであるが、全体として
は強いインパクトの表現はされてない。しかし人はこんな庭園が欲しいのだろうな
と思わせる作品である。

　審査員の眼　　　　　　　　第２回全国造園技能競技大会講評❶
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肉体の躍動が精神性の深い庭園芸術に迫る
審査員長　戸田芳樹
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な作業や２人１組の「あ・うん」の呼吸が美しいリズムを醸し出している。あるチ
ームは中心となる施設を先に作り、それに合わせながら周辺を作る先行型の手法を
とり、他チームは下拵えを徹底して先に行ない仕上がりが見えてこないギャラリー
を不安にさせる。そして一転してすごいスピードで作り上げるなど、その対照的な
ダイナミズムが庭園の景色を刻一刻変化させる。
　私の目前で作業する作庭家たちの動きを見ていると技術者というより、むしろア
スリートに近いのではないかと感じた。そこにはデスクワークを日々行なっている
人たちにはない、肉体と精神が重なり合った見事なバランスが見られたからだ。

　人間の原点である肉体の躍動の結果が精神性の深い庭園芸術に迫っていく、その
現場に立ち会えたのは幸運であった。

◆縮景の難しさ〜風景以外の寓意性にも期待
　さて、内容を見ていきたい。このコンクールのような小さなスケールのモデル庭
園において、実体のスケールで作るか、縮小のスケールで作るかで作品には大きな
差異が生まれる。今回参加した 13 チームのうち 12 チームがテーマを縮景した表
現で、１チームだけが実体のスケールであった。縮景では作者の意図をストレート
に出せるが、ひとつ間違えると模型のように小さく見え、一人よがりな感じの庭園
になってしまう。また実体スケールでは小さなスペースなので窮屈な感じになり、
どこかの庭園を切り取ってきたような空間に見られてしまう怖れがある。それぞれ
のチームは創造性と造園技術を要してこれらの課題を順次解決していくのが腕の見
せどころといえる。
　縮景については作庭家の郷土の風景や、自らの思い出の風景などを作品化したも
のが多く見られた。錦帯橋、御神渡り、北アルプス、天竜川などのテーマは分かり
易く、庭園としての表現も違和感がなかった。しかし風景以外、例えば物語や音楽
などをテーマとした展開があればもっとユニークな作品ができたのではないかと思
えた。

◆入賞基準となった４つのポイント
　作品のレベルは高く、どの庭園も金賞にしたいのだが、一つに決めなければなら
ないので、５人の審査員はかなり悩み、議論を重ねたのは事実である。そして以下
の基準をベースとして採点を重ね入賞者を選んだ。
❶コンセプトを庭園がしっかりと表現していたか。
❷そのチーム独自の表現や技術を表現していたか。
❸細かな所まで技術によってきっちりと表現していたか。
❹人の心をつかむような魅力的な庭園であったか。
　その結果選ばれた入賞者の作品について述べて行きたい。

  金賞　しまなみのそよ風　西風紅葉（広島県）
　瀬戸内海の海の風景を島のスカイラインや大橋で表現したもので、島並を背後の
竹垣により、大橋をレンガと鉄平石を用いて表現している。
　この庭園はとてもバランスのよい作品といえる。インパクトには欠けるところも

あるが、日本の庭園技術をていねいに表現し、さりげない植栽の扱い方など、全体
的にたおやかなセンスが感じられ作者の思いが伝わってくる。作庭途中においても
カーブを描いた竹垣がとても優雅に見え、小さな石組が表現した島々の入り江には
なぜか生活感が見え、日頃から接している風景に対するオマージュが心をとらえる。
このような無理がなくバランスのよい作品が現在の日本で求められている庭園の姿
ではないかと、金賞を授与した次第である。チーム西風紅葉の藤井幸介氏（風林造園）
と伊藤竜太氏（㈱西条庭園）の50代と20代のお二人には心よりお祝い申し上げたい。

  銀賞　もうひとつの天竜川　　竹上興業（長野県）
　南アルプスの峰から天竜川、中央アルプスを望んだ作品で、天竜川は穏やかな流
れを網代風編竹で、荒い流れを鉄平石張りで、中央アルプスの山々を石組により表
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品に仕上がっている。支給された材料の高木を一切使用しなかったことは作品の完
成度から見ても正しい判断で、象徴的な縮景空間に原寸スケールのものを入れる危
険さを感知したのであろう。しかしその結果、見方によれば庭園というよりは、新
しいスタイルの盆景やアートの表現とも見られた。大変難しい判断であったが、将
来の庭園表現を先駆けした庭園であると判断して銀賞を授与した。チーム竹上興業
の竹村幸司氏（ランドフィット）と上野則秋氏（フィールドアップ）の 50 代、30
代のお二人の果敢なチャレンジに敬意を表する。

  銅賞　御神渡り伝説　信州すわっこ４１（長野県）
　諏訪の自然にインスピレーションを受けた庭園を作りたいと、諏訪の七不思議で
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いが素晴らしく、大変好ましい作品である。作者の中に故郷の風景が十分熟成され
ており、それらを一気に庭園として表現したもので観客に対してストレートに意図
を訴える。しかし最後の段階において高木を手前に植栽したことで、神々のスケー
ル感が損なわれたのは痛恨の極みであった。そして女神を表現した意味は分かるの
だが、レンガを入れた結果、色彩のバランス、スケール感が狂ってしまった。レン
ガを割って小さくし、目立たなくすればもっと印象が違ったかもしれない。チーム
信州すわっこ４１の後町和宏氏（杉菜園）と濱賢氏（はまけん造園）の同年生まれ
のお二人の健闘に感謝申し上げたい。
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　諏訪の風土の素晴らしさを山口のチームが表現した作品である。このチームは竹
垣を庭園の中心に据えた思い切りのよさで高得点が入った。この三次元にねじれた
竹垣は光を正面から浴び、竹の表と裏の反射の違いにより網代の変化がより強調さ
れ、アート性の香り高い作品となった。このコンクールにおいて各チームの竹を大
変巧みに扱っていたことを強調しておきたい。

  特別賞　連山の眺め　京都府造園協同組合  青年部（京都府）
　京都の風景を思い起こさせる、町並と連山を作り出した作品である。町並はオリ
ジナルデザインの市松を用い、連山は芝生のアンジュレーションにより表現してい
る。全体のバランスから見ると連山のボリュームがかなり不足しており、町と山と
の関係が町勝ちになっているのと、全体に腰高であるのが残念である。市松の新し
い意匠は素晴らしいアイディアである。

  特別賞　小さなプライベートガーデン　チーム  ヒゲ（東京都）
　唯一の実体スケールの作品であるが、この前に佇むとほっとする、この気持ちは
何物にも変えがたい。背後の竹垣の扱いは柔らかくユニークであるが、全体として
は強いインパクトの表現はされてない。しかし人はこんな庭園が欲しいのだろうな
と思わせる作品である。
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の発展に大きな期待が感じられ、これからの和が生きなければならない生活環境、
知的感覚において “ 前時代の道のりを超えて ” と感じている、“ これからの造園は俺
たち ” であると励む技術者の姿が見えました。
　各審査員の採点を拝見いたしまして、若人の進むべき道を開くためにも採点にお
いて一般市民的な評価ではなく技術者としての厳しい眼で評価していくべきではな
いか、努力しているから多少妥協するのも必要かもしれないが、彼らにはそれは必
要ないのではないでしょうか。
　今後も継続するであろうこの大会が、造園に関心を持つ一般市民への公開競技で
あり、市民の造園に対する技術的高さを感じてもらうためにも、技能技術と同様の
図面表現についても、映像時代である今日、それなりに感じる図面表現感覚が必要
ではないかと感じました。
　競技に使用する諸材料の良質なことも運営委員の努力が感じられ各チームによい
作品表現をと願う心遣いに感動いたしました。
…………………………………………………………………………………………………

今後の技能競技大会へ 11の提言
審査員　寺下　弘

　本大会が無事開催され、また大変多くの方々が来場され、日本の伝統文化である
庭への関心が高いことを感じることができ、誠にうれしく思いました。また前大会
以上に今回の作品の多くが様々な部分で工夫がされていると感じました。
　さて以下、今後、本大会を開催されるにあたり、箇条書きで恐れ入りますが、感
じた点を列挙いたしましたので、ご確認ください。
①テーマ・コンセプトを考える。
②お客様が感動するような作品づくり。
③実用的な庭づくり。
④各部分を表現する技術も大切だが、空間の大小に関わらず、その一つの空間を総

合的にどのようにデザインするかに力を入れる。
⑤お客様が参加でき、日々の庭の変化を楽しむことのできる庭づくり。
⑥その場限りの舞台セット・装置的な庭づくりではなく、時間の経過とともに深く

なる庭づくり。
⑦日本の四季の変化・良さを樹木や草花等にて表現する。
⑧地産地消の重要性。
⑨安易に二次的製品を使用するのではなく、瓦・石などをはじめとした、どこにで

もある素材、古くなった素材をうまく活用することの重要性。
⑩審査において、専門審査員、上級審査員の項目および配点の改善が必要。
⑪各作品に対してのよい点・改善点などのフィードバックを行う。

　宮城県の伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜の作品「希望の大地」は、名前（刺客）
から想像できない、きめ細やかな優しさにあふれた庭園である。東北の海沿いの故
郷に思いを馳せて、ひとつひとつの要素を手に取るように大事に扱い、人々の心は
東北に連れて行かれてしまった。
　山梨県の風林火山の作品「龍のいる島」は、いかにも山梨らしいチーム名とタイ
トルでバランスのとれた丁寧な作品となっている。「島から龍が覗いている表現」が、
この庭園のテーマであるので、舗装部をもっと引いて（インターロック舗装を取り
やめ）砂敷を広く見せた方が、龍の迫力が効果的に出せたのではないかと思った。
　東京都の若造の作品「八ヶ岳への道」は信州で開催された大会を意識したタイト
ル名が美しく、バランスのとれた雄大な空間を表現している。山脈を竹で編んだ連
峰垣はユニークな扱いで庭一番のポイントであるが、もっとダイナミックに大きく
出来なかっただろうか。逆光を活用して竹の影を大きく見せれば、もっと深い表現
ができたと思うのだが。
　富山県のグリーンオーケストラ富山の作品「北アルプスの恩恵」は技術的に申し
分のない作品。竹の扱いも上手いが、小さな石でこれだけ迫力を出した石組に脱帽。
インターロック舗装の扱い方にひと工夫（面積が広い）があれば、完璧な作品とな
ったであろう。
　山口県の美香子 ’s の作品「いつも故郷に山口郷」はとても郷土愛の感じられる佳
作である。女性２人組が息の合ったよいテンポで、ぐいぐいと作っていく様子は、
すがすがしさと頼もしさを感じたのは、観客みんなの意見であろう。その結果、郷
土愛が強くなりすぎたか、少し要素が多くなってしまった。これから引き算のデザ
インが必要なのではと思われた。
　香川県の 284kun+G の作品「縁（夫婦臥竜垣）」は品質の高い秀作であるが、その
作庭プロセスも感動的であった。まだ作業も慣れていないドイツの青年を本番で鍛
えながら指導していく様子には、親方と弟子の強い絆が感じられた。テーマとして
重要な龍の表現を竹でもっとリアルにアピールすれば、インパクトがあったのでは
と思った。
　福岡県の九州男児の作品「カナダの想い出」は個人的で、抽象的なテーマの庭園
を観客にアピールする困難な表現に挑戦したことを大変評価したい。カナダの切り
立った山々を表現した小端積みをもっと主役として大きく扱えば、作品のインパク
トも強くなったであろう。

◆次回への課題
　今回の催しに参加して様々なことに気づかされ、大変勉強になった。ともかく外
に出て体験する重要さを改めて発見した。この「面白い」コンクールをもっと皆さ
んに知ってもらいたいというのが率直な感想である。

足し算から、削ぎ取りの表現へ
審査員　井上剛宏

　庭園とは、土の上に美しい「景」を描くことである。日本の庭園は絶えず自然を
モチーフとして、時には象徴的に縮景的に、そして今はより自然的に１対１のスケ
ールで描こうとしている。本来、与えられた条件の下、空間を美的に構成する力、
全体の意匠と細部手法の納まりが作庭者の技量をはかる上で大切なことである。
　第２回全国造園技能競技大会の審査を通して、当初想定していた以上の出来ばえ
を感じた。それぞれの作庭者の創意と工夫が垣間見え、地域の自然や風土をモチー
フにした庭園の世界が表現されていた。特に受賞作品は空間全体の構成術や細部手
法の美的センスが優れ魅力的な庭園に仕上がっていた。反面、その他の作品の多く
は、テーマやコンセプトを表現しようとした結果、要素過多となり、結果空間スケ
ールに無理が生じ、何を表現したいのかが見えず、細部手法の寄せ集め的な庭園に
なっていたのが残念である。
　本来、庭園は細部手法を足し算することではなく、むしろ自然を最大限に削ぎ取
ることで表現しようとする世界であり、それが見る人を魅了する空間へと昇華させ
るのである。
　今回の参加者の皆様がこの経験を通じ、将来日本の造園界を背負う人材となられ
んことを切に願うものである。
…………………………………………………………………………………………………

パフォーマーとしての庭師に感動を味わう
審査員　小沼康子

　審査員の感想として相応しくないのは承知の上で、「大いに楽しかった」が本音。
久々にわくわくした時間を過ごした。完成した庭を味わうのはもちろん、作る過程
も興味深い。作り手の意図やねらい等を推し量りつつ眺め、やっぱりと合点したり、
なるほどと感心する楽しみ方があるのは知っていた。
　今回は、競技者の動きやチームメイトとのやり取りを観るのも面白いと発見し
た。無駄のない動き、躍動する身体、生き生きとした表情、チーム仲間との阿吽の
呼吸。競技者はそのものが鑑賞の対象で、身体表現者つまりパフォーマーなのであ
る。
　造園技能競技大会では、スポーツやダンスを観るのと同質の感動が味わえる。庭
師はかっこいい。そんなブームを起こせるのではないかと思った。
　また、審査中、時折小声で聞く、ベテラン造園家である審査員の解説も興味津津。
一つ一つの作業や動きには意味がある。見えないところでの知恵と技。なるほどの
連続。次回はこの解説を観客席にも届けたい。

　次回には以下のような課題をクリアして大会を盛り上げていただきたいと願って
いる。
❶進行形の庭園の面白さを多くのギャラリーに見てもらいたい。
❷メディアとの連携を密にして、国内外に広報していただきたい。
❸街角のスペースなどを確保して、完成した庭園を数年設置してもらいたい。
❹縮景スケールと実体スケールの作品のコンクールは分けるべきか検討してもらい

たい。
❺アーティストなど異種ジャンルの参加も将来模索したらいかがだろうか。

…………………………………………………………………………………………………

“ これからの造園は俺たち ”と励む姿が見えた
審査員　川村善之

　何度も作業中の姿を見ながら、コンセプトを読みながら審査しつつ思ったのは、
新しい和の挑戦を感じる 13 チームの全国精鋭チームの集まりで、広く南北の日本
でその地方で培った技能を見ることができて技能は高く、如何なる課題にも対応で
きる力をもって動く若人たちの元気な姿に微笑み、エールを送っておりました。
　若人は和を意識しながら本来の和の形ではなく先達の知恵を活用し理解しなが
ら、それから進むべき自分たちの和の姿を、伝統技を垣間見せつつ暗中模索してい
るように感じました。
　競技用に意匠された考えではなく、何かを求めている形でそれは次第に形となっ
て区切られた世界の中に表現され、コンセプトの中に和を理論として感じながら実
務表現においてはモダンな表現を力一杯出そうと汗を流している姿は、今後の造園
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の発展に大きな期待が感じられ、これからの和が生きなければならない生活環境、
知的感覚において “ 前時代の道のりを超えて ” と感じている、“ これからの造園は俺
たち ” であると励む技術者の姿が見えました。
　各審査員の採点を拝見いたしまして、若人の進むべき道を開くためにも採点にお
いて一般市民的な評価ではなく技術者としての厳しい眼で評価していくべきではな
いか、努力しているから多少妥協するのも必要かもしれないが、彼らにはそれは必
要ないのではないでしょうか。
　今後も継続するであろうこの大会が、造園に関心を持つ一般市民への公開競技で
あり、市民の造園に対する技術的高さを感じてもらうためにも、技能技術と同様の
図面表現についても、映像時代である今日、それなりに感じる図面表現感覚が必要
ではないかと感じました。
　競技に使用する諸材料の良質なことも運営委員の努力が感じられ各チームによい
作品表現をと願う心遣いに感動いたしました。
…………………………………………………………………………………………………

今後の技能競技大会へ 11の提言
審査員　寺下　弘

　本大会が無事開催され、また大変多くの方々が来場され、日本の伝統文化である
庭への関心が高いことを感じることができ、誠にうれしく思いました。また前大会
以上に今回の作品の多くが様々な部分で工夫がされていると感じました。
　さて以下、今後、本大会を開催されるにあたり、箇条書きで恐れ入りますが、感
じた点を列挙いたしましたので、ご確認ください。
①テーマ・コンセプトを考える。
②お客様が感動するような作品づくり。
③実用的な庭づくり。
④各部分を表現する技術も大切だが、空間の大小に関わらず、その一つの空間を総

合的にどのようにデザインするかに力を入れる。
⑤お客様が参加でき、日々の庭の変化を楽しむことのできる庭づくり。
⑥その場限りの舞台セット・装置的な庭づくりではなく、時間の経過とともに深く

なる庭づくり。
⑦日本の四季の変化・良さを樹木や草花等にて表現する。
⑧地産地消の重要性。
⑨安易に二次的製品を使用するのではなく、瓦・石などをはじめとした、どこにで

もある素材、古くなった素材をうまく活用することの重要性。
⑩審査において、専門審査員、上級審査員の項目および配点の改善が必要。
⑪各作品に対してのよい点・改善点などのフィードバックを行う。

　宮城県の伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜の作品「希望の大地」は、名前（刺客）
から想像できない、きめ細やかな優しさにあふれた庭園である。東北の海沿いの故
郷に思いを馳せて、ひとつひとつの要素を手に取るように大事に扱い、人々の心は
東北に連れて行かれてしまった。
　山梨県の風林火山の作品「龍のいる島」は、いかにも山梨らしいチーム名とタイ
トルでバランスのとれた丁寧な作品となっている。「島から龍が覗いている表現」が、
この庭園のテーマであるので、舗装部をもっと引いて（インターロック舗装を取り
やめ）砂敷を広く見せた方が、龍の迫力が効果的に出せたのではないかと思った。
　東京都の若造の作品「八ヶ岳への道」は信州で開催された大会を意識したタイト
ル名が美しく、バランスのとれた雄大な空間を表現している。山脈を竹で編んだ連
峰垣はユニークな扱いで庭一番のポイントであるが、もっとダイナミックに大きく
出来なかっただろうか。逆光を活用して竹の影を大きく見せれば、もっと深い表現
ができたと思うのだが。
　富山県のグリーンオーケストラ富山の作品「北アルプスの恩恵」は技術的に申し
分のない作品。竹の扱いも上手いが、小さな石でこれだけ迫力を出した石組に脱帽。
インターロック舗装の扱い方にひと工夫（面積が広い）があれば、完璧な作品とな
ったであろう。
　山口県の美香子 ’s の作品「いつも故郷に山口郷」はとても郷土愛の感じられる佳
作である。女性２人組が息の合ったよいテンポで、ぐいぐいと作っていく様子は、
すがすがしさと頼もしさを感じたのは、観客みんなの意見であろう。その結果、郷
土愛が強くなりすぎたか、少し要素が多くなってしまった。これから引き算のデザ
インが必要なのではと思われた。
　香川県の 284kun+G の作品「縁（夫婦臥竜垣）」は品質の高い秀作であるが、その
作庭プロセスも感動的であった。まだ作業も慣れていないドイツの青年を本番で鍛
えながら指導していく様子には、親方と弟子の強い絆が感じられた。テーマとして
重要な龍の表現を竹でもっとリアルにアピールすれば、インパクトがあったのでは
と思った。
　福岡県の九州男児の作品「カナダの想い出」は個人的で、抽象的なテーマの庭園
を観客にアピールする困難な表現に挑戦したことを大変評価したい。カナダの切り
立った山々を表現した小端積みをもっと主役として大きく扱えば、作品のインパク
トも強くなったであろう。

◆次回への課題
　今回の催しに参加して様々なことに気づかされ、大変勉強になった。ともかく外
に出て体験する重要さを改めて発見した。この「面白い」コンクールをもっと皆さ
んに知ってもらいたいというのが率直な感想である。

足し算から、削ぎ取りの表現へ
審査員　井上剛宏

　庭園とは、土の上に美しい「景」を描くことである。日本の庭園は絶えず自然を
モチーフとして、時には象徴的に縮景的に、そして今はより自然的に１対１のスケ
ールで描こうとしている。本来、与えられた条件の下、空間を美的に構成する力、
全体の意匠と細部手法の納まりが作庭者の技量をはかる上で大切なことである。
　第２回全国造園技能競技大会の審査を通して、当初想定していた以上の出来ばえ
を感じた。それぞれの作庭者の創意と工夫が垣間見え、地域の自然や風土をモチー
フにした庭園の世界が表現されていた。特に受賞作品は空間全体の構成術や細部手
法の美的センスが優れ魅力的な庭園に仕上がっていた。反面、その他の作品の多く
は、テーマやコンセプトを表現しようとした結果、要素過多となり、結果空間スケ
ールに無理が生じ、何を表現したいのかが見えず、細部手法の寄せ集め的な庭園に
なっていたのが残念である。
　本来、庭園は細部手法を足し算することではなく、むしろ自然を最大限に削ぎ取
ることで表現しようとする世界であり、それが見る人を魅了する空間へと昇華させ
るのである。
　今回の参加者の皆様がこの経験を通じ、将来日本の造園界を背負う人材となられ
んことを切に願うものである。
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パフォーマーとしての庭師に感動を味わう
審査員　小沼康子

　審査員の感想として相応しくないのは承知の上で、「大いに楽しかった」が本音。
久々にわくわくした時間を過ごした。完成した庭を味わうのはもちろん、作る過程
も興味深い。作り手の意図やねらい等を推し量りつつ眺め、やっぱりと合点したり、
なるほどと感心する楽しみ方があるのは知っていた。
　今回は、競技者の動きやチームメイトとのやり取りを観るのも面白いと発見し
た。無駄のない動き、躍動する身体、生き生きとした表情、チーム仲間との阿吽の
呼吸。競技者はそのものが鑑賞の対象で、身体表現者つまりパフォーマーなのであ
る。
　造園技能競技大会では、スポーツやダンスを観るのと同質の感動が味わえる。庭
師はかっこいい。そんなブームを起こせるのではないかと思った。
　また、審査中、時折小声で聞く、ベテラン造園家である審査員の解説も興味津津。
一つ一つの作業や動きには意味がある。見えないところでの知恵と技。なるほどの
連続。次回はこの解説を観客席にも届けたい。

　次回には以下のような課題をクリアして大会を盛り上げていただきたいと願って
いる。
❶進行形の庭園の面白さを多くのギャラリーに見てもらいたい。
❷メディアとの連携を密にして、国内外に広報していただきたい。
❸街角のスペースなどを確保して、完成した庭園を数年設置してもらいたい。
❹縮景スケールと実体スケールの作品のコンクールは分けるべきか検討してもらい

たい。
❺アーティストなど異種ジャンルの参加も将来模索したらいかがだろうか。
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“ これからの造園は俺たち ”と励む姿が見えた
審査員　川村善之

　何度も作業中の姿を見ながら、コンセプトを読みながら審査しつつ思ったのは、
新しい和の挑戦を感じる 13 チームの全国精鋭チームの集まりで、広く南北の日本
でその地方で培った技能を見ることができて技能は高く、如何なる課題にも対応で
きる力をもって動く若人たちの元気な姿に微笑み、エールを送っておりました。
　若人は和を意識しながら本来の和の形ではなく先達の知恵を活用し理解しなが
ら、それから進むべき自分たちの和の姿を、伝統技を垣間見せつつ暗中模索してい
るように感じました。
　競技用に意匠された考えではなく、何かを求めている形でそれは次第に形となっ
て区切られた世界の中に表現され、コンセプトの中に和を理論として感じながら実
務表現においてはモダンな表現を力一杯出そうと汗を流している姿は、今後の造園
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　競技大会終了後、競技大会運営に携わった熟練技能者６名に、完成した作品の優れた造園
技法等について、専門家の視点から座談会形式で意見交換していただき、以下に項目ごと
にまとめた。

１．全体の構成および石作業について

⑪〔広島〕西風紅葉「しまなみのそよ風」（写真１−１）
◆橋は、石の自重と全体のバランスで支え合う構造になっている。今回の施工では、まず砂

でアーチ状の仮の土台をつくり、その上にレンガで橋を組み、上面に小端鉄平石を敷き、
最後に土台の砂を取り除いて橋を完成させていた。

◆実際に人が乗っても大丈夫な強度になっている。
◆バランスが非常に難しく、レンガとレンガがずれてしまうと橋が崩れてしまう。モルタル

を使わずにこの橋をつくることが出来たのが素晴らしい。
◆日本では江戸時代くらいから用いられている技術で、昔の城壁のアーチや水道橋等に使わ

れている。
◆テラス部分は、乱張りだけでなく、小端鉄平石で縁どりされており、縁どりのラインがあ

ることで空間に奥行きを出している。さらに縁どり部分は、2 段の段差になっているなど
細部への配慮がなされている。

◆支給材料でありながら、景石の形や表情なども、ほぼ図面のとおりに出来上がっていて驚
かされる。パース図も非常に上手い。

②〔山口〕美香子 ‘ ｓ「いつも故郷に山口郷」（写真１−２）
◆錦帯橋をイメージした石橋が印象的。庭全体の構成として、足湯と石橋と竹の山々の、大

きさと配置のバランスを工夫すれば、もっとよくなると思う。発想が素晴らしい。
◆橋の石張り部分を、小口積みの階段にしてみたら面白いかも、という声もあった。

⑫〔京都〕京都府造園協同組合  青年部「連山の眺め」（写真１−３）
◆人の営み暮らしが感じられ、コンセプトがよく表現されている。
◆市松模様が洗練されていてよい。
◆審査員長より、全体の構成から見ると、山のボリュームが不足している旨のコメントがあ

った。支給される材料の量も作業時間も決まっているため難しい部分はあるが、事前に提
出されたコンセプトシートのように、山の麓の土の部分や、連山と人里とのつなぎ部分も
図面の雰囲気で施工できれば、さらによい仕上がりになったと思う。

　熟練技能者の眼　　　　　　　　第２回全国造園技能競技大会講評❷ ⑤〔長野〕竹上興業「もうひとつの天竜川」（写真１−４）
◆ディスプレイガーデンとして優れている。
◆競技大会の今後の運営に一石投じた作品となった。本人たちも一か八かということを承知

でつくったらしいが、思い切って変わったものをやろうするのが主流になると大会の趣旨
にも影響がでてくるだろう。本作品はコンセプトに基づいた景がしっかりと表現されてい
る点が評価につながった。

①〔山梨〕風林火山「龍のいる島」（写真１−５）
◆レンガに変化がないので、直線的ではなく、なかのほうまでレンガを入れたり、鉄平石を

入れてみて、配置やバランスを工夫すればよりよくなる。
◆水のなかから、龍が出てきそうな感じが上手く表現されている。植栽は深みのあるものに

なったと思う。

⑨〔長野〕信州すわっこ４１「御神渡り伝説」（写真１−６）
◆石組による湖と氷の盛り上がりの表現が素晴らしい。

④〔福岡〕九州男児「カナダの想い出」（写真１−７）
◆石組の表現が素晴らしい。石が地面から生えてきたようにも感じられ、とても自然に、優

しく見せる上手さがある。
◆鉄平石の間にレンガをコブ出しで入れた小端積みがよい

③〔山口〕チーム  下関「風と水」（写真１−８）
◆鉄平石と砂利の部分で湖と御神渡りを表現していて、湖の上を吹いている風のような御神

渡りになっている

⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真１−９）
◆作庭チームが意図している庭園コンセプトとは異なってしまうが、実体スケールのリガー

デンの視点で見ると、心やすらぐ空間として、石組、小端積み花壇、鉄平石のテラスなど、
庭の構成要素はよいものがたくさん見受けられる。庭自体は⑩チーム・ヒゲと似たような
方向性を持っていると思う

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」（写真１− 10）
◆鉄平石を縦使いにして、滝の落水を表現しているのがよい。
◆アイディアはとても面白いが、構図を見るといろいろなものを詰め込み、欲張りすぎた印

象がある。

■写真１−１

■写真１−２

■写真１−３

■写真１−４

■写真１−６■写真１−５

■写真１− 10■写真１−９

■写真１−８■写真１−７
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◆市松模様が洗練されていてよい。
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◆鉄平石と砂利の部分で湖と御神渡りを表現していて、湖の上を吹いている風のような御神
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⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真１−９）
◆作庭チームが意図している庭園コンセプトとは異なってしまうが、実体スケールのリガー

デンの視点で見ると、心やすらぐ空間として、石組、小端積み花壇、鉄平石のテラスなど、
庭の構成要素はよいものがたくさん見受けられる。庭自体は⑩チーム・ヒゲと似たような
方向性を持っていると思う

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」（写真１− 10）
◆鉄平石を縦使いにして、滝の落水を表現しているのがよい。
◆アイディアはとても面白いが、構図を見るといろいろなものを詰め込み、欲張りすぎた印
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⑦〔富山〕グリーンオーケストラ富山「北アルプスの恩恵」
◆石組はよいし、仕上げも綺麗なのだが、何かインパクトに欠ける部分がある。
◆構図がとてもよい。植栽、石組、竹のアーチから続いてくる気勢が、最後にレンガのとこ

ろでうまく表現できていれば、さらによい感じになった（写真１− 11）。
◆石に飛び出してきそうな動きと迫力がある（写真１− 12）。
◆石組のなかに、少しでいいので地被類や花を植えるか、小さな木を植えると、植栽部分と

の繋がりができてよい。

⑩〔東京〕チーム  ヒゲ「小さなプライベートガーデン」（写真１− 13,  14）
◆五感の癒しを感じる。
◆普通の家庭の庭でも通用できるデザインで、今の時代に相応しい庭と言える。
◆山砂を水と混ぜ合わせてモルタルのように使用していて、炉が崩れないようにつくり上げ

ている。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」（写真１− 15）
◆手前に里山をイメージした景色をつくればもっとよくなる。

２．竹作業について

参加チーム全体について
◆全体的にそれぞれ扱いが上手である。
◆竹を割ったもの、割って編んだものが多い。⑫〔京都〕京都府造園協同組合  青年部「連山

の眺め」（写真２−１）はオーソドックスだが、他は大胆に竹を駆使している。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」（写真２−２）
◆八ヶ岳を表現にするには竹の量が少なかった。
◆峰を表現できるとよい。本体を先につくってから、竹を差し込んで峰をつくっていく方法

もある。

③〔山口〕チーム  下関「風と水」（写真２−３）
◆竹垣の仕事が手馴れていて上手い。時間の制約もあるため難しいかもしれないが、笠木の

ところをもう少し編み込めば、もっと素晴らしいものがつくれたと思う。
◆竹垣でアルプスを表現するコンセプトだが、龍のようにも見えるし、風のようにも見えて

面白い。

②〔山口〕美香子 ‘ ｓ「いつも故郷に山口郷」（写真２−４,  ５）
◆竹垣が第１回競技大会に出場した石丸さんの竹垣のようでよいデザインである。
◆技を活かす庭づくり塾で学んだ、竹を編んでつくる花籠を実践している。学んだものの取

り込みが早く、しっかり活かしている。

３．植栽（樹木及び下草・草花）について

参加チーム全体について
◆全体的に植栽 ･ 剪定への気配りが足りない感じがする。
◆枝がしおれていたり、枯れていたりしているところに注意を払い、最終的に樹形のよさを

活かすように修正する、時間的にそういうところに目を向ける余裕がなかったのだろう。
配点ポイントを変えると選手の意識も変わるかもしれない。

◆長い目で樹木を育てるという視点で剪定をしなくてはいけない。また、その場その場で、
ちょっと枝先を切るのではなく、その場に馴染んだ庭にしていくための剪定が大事だ。

◆剪定でありがちだが、若い木でも老木でも同じような剪定をしていてはいけない。また、
勢いのある木と弱っている木でも同様である。

◆サツキなどを雑木みたいに透かして植栽するのも面白い。

⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真３−１）
◆樹木を意図的に傾けているが、幹が外に向いてしまっているため、全体のバランスから見

ると無理に傾けている印象を受けてしまう。樹木を回してみて、より自然な傾きを見つけ
たほうがよい。

◆幹を活かす植栽と剪定を工夫すればよくなる。

②〔山口〕美香子 ‘ ｓ「いつも故郷に山口郷」
◆木の使い方がよい。

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」（写真３−２）
◆手前のモミジの傾きが残念。剪定して樹形を整えるとよい。

①〔山梨〕風林火山「龍のいる島」（写真３−３）
◆左右の植栽の間に空間をつくったことが功を奏している。上手く植栽が分かれているのが

よい。
◆花植栽は工夫が必要。

■写真１− 14■写真１− 13

■写真２−２

■写真１− 15

■写真２−３

■写真２−１

■写真１− 12■写真１− 11

■写真３− 3

■写真３− 2■写真３−１

■写真２−５■写真２−４
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◆石組はよいし、仕上げも綺麗なのだが、何かインパクトに欠ける部分がある。
◆構図がとてもよい。植栽、石組、竹のアーチから続いてくる気勢が、最後にレンガのとこ

ろでうまく表現できていれば、さらによい感じになった（写真１− 11）。
◆石に飛び出してきそうな動きと迫力がある（写真１− 12）。
◆石組のなかに、少しでいいので地被類や花を植えるか、小さな木を植えると、植栽部分と

の繋がりができてよい。

⑩〔東京〕チーム  ヒゲ「小さなプライベートガーデン」（写真１− 13,  14）
◆五感の癒しを感じる。
◆普通の家庭の庭でも通用できるデザインで、今の時代に相応しい庭と言える。
◆山砂を水と混ぜ合わせてモルタルのように使用していて、炉が崩れないようにつくり上げ

ている。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」（写真１− 15）
◆手前に里山をイメージした景色をつくればもっとよくなる。

２．竹作業について

参加チーム全体について
◆全体的にそれぞれ扱いが上手である。
◆竹を割ったもの、割って編んだものが多い。⑫〔京都〕京都府造園協同組合  青年部「連山

の眺め」（写真２−１）はオーソドックスだが、他は大胆に竹を駆使している。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」（写真２−２）
◆八ヶ岳を表現にするには竹の量が少なかった。
◆峰を表現できるとよい。本体を先につくってから、竹を差し込んで峰をつくっていく方法

もある。

③〔山口〕チーム  下関「風と水」（写真２−３）
◆竹垣の仕事が手馴れていて上手い。時間の制約もあるため難しいかもしれないが、笠木の

ところをもう少し編み込めば、もっと素晴らしいものがつくれたと思う。
◆竹垣でアルプスを表現するコンセプトだが、龍のようにも見えるし、風のようにも見えて

面白い。

②〔山口〕美香子 ‘ ｓ「いつも故郷に山口郷」（写真２−４,  ５）
◆竹垣が第１回競技大会に出場した石丸さんの竹垣のようでよいデザインである。
◆技を活かす庭づくり塾で学んだ、竹を編んでつくる花籠を実践している。学んだものの取

り込みが早く、しっかり活かしている。

３．植栽（樹木及び下草・草花）について

参加チーム全体について
◆全体的に植栽 ･ 剪定への気配りが足りない感じがする。
◆枝がしおれていたり、枯れていたりしているところに注意を払い、最終的に樹形のよさを

活かすように修正する、時間的にそういうところに目を向ける余裕がなかったのだろう。
配点ポイントを変えると選手の意識も変わるかもしれない。

◆長い目で樹木を育てるという視点で剪定をしなくてはいけない。また、その場その場で、
ちょっと枝先を切るのではなく、その場に馴染んだ庭にしていくための剪定が大事だ。

◆剪定でありがちだが、若い木でも老木でも同じような剪定をしていてはいけない。また、
勢いのある木と弱っている木でも同様である。

◆サツキなどを雑木みたいに透かして植栽するのも面白い。

⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真３−１）
◆樹木を意図的に傾けているが、幹が外に向いてしまっているため、全体のバランスから見

ると無理に傾けている印象を受けてしまう。樹木を回してみて、より自然な傾きを見つけ
たほうがよい。

◆幹を活かす植栽と剪定を工夫すればよくなる。

②〔山口〕美香子 ‘ ｓ「いつも故郷に山口郷」
◆木の使い方がよい。

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」（写真３−２）
◆手前のモミジの傾きが残念。剪定して樹形を整えるとよい。

①〔山梨〕風林火山「龍のいる島」（写真３−３）
◆左右の植栽の間に空間をつくったことが功を奏している。上手く植栽が分かれているのが

よい。
◆花植栽は工夫が必要。
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⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真３−４）
◆庭に力強さがあり、それに合わせて花は一極集中に植えられている。

⑪〔広島〕西風紅葉「しまなみのそよ風」（写真３−５）
◆花の扱いが上手い。場を活かした植え方をしている。

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」
◆下草を木の動きに合わせて植えている配慮がよい。左側の垣根の辺りは外側にふわっと広

がるように（写真３−６）、モミジの辺りは流れるように植えている（写真３−７）。

⑤〔長野〕竹上興業「もうひとつの天竜川」
◆高中木を使ってないため何とも言いづらい。造園としては問題提起する作品。
◆高中木を植えなかったことで全体としては成功している。
◆黄色い花で、竜が泳いでいるのときの水しぶきを表現していて面白い（写真３−８）。

⑫〔京都〕京都府造園協同組合  青年部「連山の眺め」
◆花を使用していないが、少しでもいいので苔のなかにビオラの紫があれば面白くなる。

⑨〔長野〕信州すわっこ４１「御神渡り伝説」
◆木を植える前はとてもよかった。ところが手前に高木を２本植えたことにより、遠近感を

潰してしまっている。手前に樹木を植える手法はあるが、この庭の場合、もっと枝を透か
したほうがよい（写真３−９）。

◆石で男の神様（写真３− 10）、女の神様に花を使用している（写真３− 11）のがグッド。

③〔山口〕チーム  下関「風と水」（写真３− 12）
◆青と白の花を少々使用しているが、この庭のデザインには適量なのかなと思う

⑩〔東京〕チーム  ヒゲ「小さなプライベートガーデン」
◆樹木の配植が上手い。花の植え方は散漫な傾向にある。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」
◆花の植え方が均一すぎる。

４．作業への取り組み姿勢等について

◆競技者たちの作業は的確で、動きに無駄がない。仲間どうしの阿吽の呼吸にも目を見張る
ものがあった。日頃の鍛錬の賜物であろう。

◆お客さんのほうに木が倒れたりしないように注意を払うことが必要である。
◆お客さんに不快感を与えるような作業はしてはいけない。
◆集合時間に余裕を持って集まるとか、そういうところに取り組み姿勢がでる。

５．コンセプトシートについて

◆アピールしたい部分を強調した方がよい。文字を大きくするとか。色をつけるとか、ライ
ンをつけるなど。

◆庭園のテーマを立てることや名前をつけることなどを日ごろから行っていくとよい。
◆全体にコンセプトシートとしては稚拙な部分があるので、庭園アドバイザー研修で提案力

を向上してもらいたい。

６．競技大会の運営について

◆造園業界は全体的に花の使い方が弱い傾向にある。色を選ぶにしても中間色を選びがちに
なってしまう。そのため近年、技能五輪などでも強めの色を取り入れて、選手の発想を求
める傾向にある。

◆次回は、庭のテーマを設定するのも検討してみたい。家族構成や暮らしぶりなどを決める
のも面白い。

◆次回のテーマに花を入れて勉強してもらうのもいいかもしれない。会場に合わせたテーマ
を設けるのもよい。

◆材料の量はこれがギリギリで、大きさは現状でちょうどよいと思われる。制約があるほう
がアイディア勝負になる。

◆一般の人の審査もあるといい。完成した庭をしばらく展示しておいて審査してもらい、後
日、新聞で発表するなどのやり方があると思う。

◆ご意見をいただいた熟練技能者
　岡部敏雄　造園連理事　　　　　　　　　高橋幸雄　造園連常務理事
　寺下　弘　造園連理事　　　　　　　　　野村　脩　造園連理事
　橋本正男　技術技能委員会専門委員　　　佐藤　博　技術技能委員会専門委員
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若造京都府造園協同組合 青年部西風紅葉 ( セイフウモミジ )

Green-orchestra TOYAMA２８４kun ＋ G竹上興業

チーム ヒゲ信州すわっこ 41伊達な粋  ～みちのくからの刺客～
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⑧〔宮城〕伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜「希望の大地」（写真３−４）
◆庭に力強さがあり、それに合わせて花は一極集中に植えられている。

⑪〔広島〕西風紅葉「しまなみのそよ風」（写真３−５）
◆花の扱いが上手い。場を活かした植え方をしている。

⑥〔香川〕284kun+G「縁 ( 夫婦臥竜垣 )」
◆下草を木の動きに合わせて植えている配慮がよい。左側の垣根の辺りは外側にふわっと広

がるように（写真３−６）、モミジの辺りは流れるように植えている（写真３−７）。

⑤〔長野〕竹上興業「もうひとつの天竜川」
◆高中木を使ってないため何とも言いづらい。造園としては問題提起する作品。
◆高中木を植えなかったことで全体としては成功している。
◆黄色い花で、竜が泳いでいるのときの水しぶきを表現していて面白い（写真３−８）。

⑫〔京都〕京都府造園協同組合  青年部「連山の眺め」
◆花を使用していないが、少しでもいいので苔のなかにビオラの紫があれば面白くなる。

⑨〔長野〕信州すわっこ４１「御神渡り伝説」
◆木を植える前はとてもよかった。ところが手前に高木を２本植えたことにより、遠近感を

潰してしまっている。手前に樹木を植える手法はあるが、この庭の場合、もっと枝を透か
したほうがよい（写真３−９）。

◆石で男の神様（写真３− 10）、女の神様に花を使用している（写真３− 11）のがグッド。

③〔山口〕チーム  下関「風と水」（写真３− 12）
◆青と白の花を少々使用しているが、この庭のデザインには適量なのかなと思う

⑩〔東京〕チーム  ヒゲ「小さなプライベートガーデン」
◆樹木の配植が上手い。花の植え方は散漫な傾向にある。

⑬〔東京〕若造「八ヶ岳への道」
◆花の植え方が均一すぎる。

４．作業への取り組み姿勢等について

◆競技者たちの作業は的確で、動きに無駄がない。仲間どうしの阿吽の呼吸にも目を見張る
ものがあった。日頃の鍛錬の賜物であろう。

◆お客さんのほうに木が倒れたりしないように注意を払うことが必要である。
◆お客さんに不快感を与えるような作業はしてはいけない。
◆集合時間に余裕を持って集まるとか、そういうところに取り組み姿勢がでる。

５．コンセプトシートについて

◆アピールしたい部分を強調した方がよい。文字を大きくするとか。色をつけるとか、ライ
ンをつけるなど。

◆庭園のテーマを立てることや名前をつけることなどを日ごろから行っていくとよい。
◆全体にコンセプトシートとしては稚拙な部分があるので、庭園アドバイザー研修で提案力

を向上してもらいたい。

６．競技大会の運営について

◆造園業界は全体的に花の使い方が弱い傾向にある。色を選ぶにしても中間色を選びがちに
なってしまう。そのため近年、技能五輪などでも強めの色を取り入れて、選手の発想を求
める傾向にある。

◆次回は、庭のテーマを設定するのも検討してみたい。家族構成や暮らしぶりなどを決める
のも面白い。

◆次回のテーマに花を入れて勉強してもらうのもいいかもしれない。会場に合わせたテーマ
を設けるのもよい。

◆材料の量はこれがギリギリで、大きさは現状でちょうどよいと思われる。制約があるほう
がアイディア勝負になる。

◆一般の人の審査もあるといい。完成した庭をしばらく展示しておいて審査してもらい、後
日、新聞で発表するなどのやり方があると思う。

◆ご意見をいただいた熟練技能者
　岡部敏雄　造園連理事　　　　　　　　　高橋幸雄　造園連常務理事
　寺下　弘　造園連理事　　　　　　　　　野村　脩　造園連理事
　橋本正男　技術技能委員会専門委員　　　佐藤　博　技術技能委員会専門委員
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　この全国造園技能大会に山梨県から出場しないかと
話があった時、全国の素晴らしい技術をもった人々が
集まる技能大会に参加することは、技術の向上に繋が
り、他ではなかなか味わえない経験ができ、全国の同
じ造園という仕事をしている人達と交流ができると思い、山梨県支部の皆様のご理
解とご協力の下、出場することができました。
　私たちのチーム「風林火山」は、㈱明桃園専務・角野勝（35 歳）と私、さわやか
造園代表の守屋智康（37 歳）です。
　角野さんは、とても明るい性格で若い職人さんたちをグイグイ引っ張っていくタ
イプで、今回の大会でもリーダー的役割で私を引っ張っていってくれました。普段
一緒に仕事をする機会もありますが、それぞれの違う作風があり、あらかじめ決め
られた材料と数量という中で、テーマを決めて作庭するということは難しかったで
す。
　平成 24 年は辰年ということもあり、「龍」をテーマに入れさせてもらいました。
仕事以外ではなかなか集まって、打合せや練習もあまりできませんでしたが、個々
の得意分野を生かしてということになり角野さんは石組・小端種を、私は石張りや
植栽を担当していこうとなりました。
　開会式では私たち「風林火山」チームで選手宣誓をやらせていただき気合いが入
り、2 日目を迎えることができました。
　2 日目、競技開始では場所が本部の目の前ということもあり、とても緊張しながら
作業をしました。
　2 日目競技終了後、ホテルに帰り「石組をちょっと変えた方が良い」とか「竹の使
い方は、やはりこうした方が良い」とかいろいろな話し合いをしました。
　3 日目最終日、あまり時間がありませんでしたが、前日の話し合いを生かして終了
ギリギリまで作業をして、なんとか完成することができました。
　結局何の賞もとれませんでしたが、何にも代え難い経験ができ、いろいろな人達
と出会えたことが何よりも財産となりました。

　前回に引き続き今回も出場させていただけたこと
に、とても嬉しく思います。
　技能五輪と違い設計図がないことにより、“ 同じ材
料でも一つとして同じ作品がないこと ” は今大会の醍
醐味だと思います。技能五輪では、いかに正確に図面どおりに完成させるかを考え
て練習しましたが、今大会ではいかに工夫が出来るか、いかに人に喜んでもらえる
ことができるかを考えました。
　アイディアが浮かべば実際に造って形にし、試行錯誤して完成の庭を造り出しま
した。県外での大会と考えるとどうしても故郷の特性を組み込みたくなりましたが、
実際に他の作品を見てみると同じ考えを持っているようにも思えました。しかし、
この大会を通して考えさせられたことは、“ 作品が万人に共感してもらえるのか ” と
いうことです。自分たちが造りたいものを作品としましたが、実際に喜んでいただ
けるかが不安でした。
　しかし、技能五輪の会場に隣接していたことで、多くの人に見てもらうことがで
き、競技後は見学者の声を直接聞くこともできました。大会前は、技能大会である
ことから “ 技術 ” を持って評価されると考えていましたが、作業工程から完成された
全作品を見て、技術と設計と提案が三位一体となり、技能となるのだと感じました。
未熟な私たちは、これからどんどん成長していきたいと思います。
　また機会があれば是非みなさんとまた一緒に大会に参加したいと思います。大会
運営に携われたみなさんには、とても感謝しています。ありがとうございました。

　この度は、競技大会に参加させていただき、有難う
御座いました。
　一番印象に残ったことは、各チームの造園技能を生
かした、表現力の多様さでした。高い技術力はもちろ
んのこと、コンセプトをもとに、造園業種ならではの視点で作品に向き合い、技能・
技術を生かした、作品づくりに感動をしました。

　競技大会に参加して　　　　　　　　第２回全国造園技能競技大会出場者の感想

  山梨県「風林火山」   山口県「美香子 ’ ｓ」

  山口県「チーム  下関」

 福岡県「九州男児」

　いろいろな制限の中での競技は、事前の準備がなくては、成しえないものでした。
　同県の造園連の諸先輩方からアドバイスを頂き、自分達が見せたい技術を互いに
プレゼンして、どう表現していくかが課題でした。その後に、コンセプトづけし、
図面化させて、競技に臨みました。ですから、各チームの表現力に興味を持ちまし
たし、感動をおぼえました。
　是非とも、今後も技能競技大会を開催して頂き、多くの参加チームで造園力を競
える機会を作っていただきたいです。

　今回、私自身２度目の参加となりました。１回目も
感じたことですが、同じ材料を使って作庭しているな
かで２つと同じ作品がないことに感心させられるとと
もに、皆さんの発想のすごさに驚かされるばかりで
す。競技が終了して皆さんの作品を拝見させて頂き、とても勉強になりますし、自
分も負けないようにもっと技術・技能の向上のために努力していかなければと、と
ても刺激になりました。
　また、競技大会終了後の懇親会では、他県の方と交流ができてとても有意義な時
間を過ごすことができますし、全国にたくさんの知人ができて、とても嬉しく思っ
ています。これはお金で買えない私の最高の財産となっています。
　次に材料のことですが、樹木が風による痛みが激しいものがありましたので、運
搬にもう少し配慮していただければと思います。また、今回の支給材料の量であれ
ば、作庭面積をもう少し狭くした方がよいと思います。
　最後に、この競技大会が長く続くことを期待しております。

長野県「竹上興業」　竹村幸司・上野則秋

　競技大会に参加させていただき、まず感じたこと
は、全国よりシニア世代の職人が集まる大会に相応し
い、緊張感と期待感があったということです。
　Ｕ－２３の技能五輪との同時開催により、大勢の来
場者に見て頂くことができ、普段、お施主等が目にすることができない職人の「技能」
「気遣い」「繊細さ」を見て、感じて頂く絶好の機会になったと思います。
　開催県の材料を使うということで、諏訪鉄平の使用でしたが、扱いに苦労しまし

た。ただ折角の大会なので、石の使い方に工夫をしないと評価されないのではと思
い、試行錯誤しながら加工技術を磨き、竜の鱗に見立てる工夫をしました。結果と
して、それも評価の一つに繋がったのではと思いました。竹も同様で、垣根のまま
ではなくアレンジして波に見立て、表現する工夫をしました。
　しかし、やはり時間との戦いになり、焦りと緊張からか、練習の時と本番の時で
担当する作業が反対になってしまい、作業効率が悪くなってしまったことが反省点
です。また樹木や竹のサイズが練習時とギャップがあったのに戸惑いました。
　最後に今後に向けた提言をいくつかさせて頂きたいと思います。
①技術向上の目的に沿う素晴らしい大会だと感じましたので、是非、今後１人でも
多くの造園師にこの大会を体験して頂きたいと思います（２年に１度は確実にやっ
てほしい）。
②会場づくりに地元の会員にご足労頂きましたが、開催県の中でもっと有志を募り、
１人１人の負担を減らすような工夫が必要と思います。
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を表現できます。しかしこの大会は、同じ材料、同じ時間でという制限があるとこ
ろに面白さがあり、やはり２人のチームワークと個々の技術が大切になってくるの
だなと感じました。前回は出場せず、外から見ていていろいろと勉強になりました
が、今回、参加することによって同じ選手から学ぶこと、今後日常で生かせること、
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　この全国造園技能大会に山梨県から出場しないかと
話があった時、全国の素晴らしい技術をもった人々が
集まる技能大会に参加することは、技術の向上に繋が
り、他ではなかなか味わえない経験ができ、全国の同
じ造園という仕事をしている人達と交流ができると思い、山梨県支部の皆様のご理
解とご協力の下、出場することができました。
　私たちのチーム「風林火山」は、㈱明桃園専務・角野勝（35 歳）と私、さわやか
造園代表の守屋智康（37 歳）です。
　角野さんは、とても明るい性格で若い職人さんたちをグイグイ引っ張っていくタ
イプで、今回の大会でもリーダー的役割で私を引っ張っていってくれました。普段
一緒に仕事をする機会もありますが、それぞれの違う作風があり、あらかじめ決め
られた材料と数量という中で、テーマを決めて作庭するということは難しかったで
す。
　平成 24 年は辰年ということもあり、「龍」をテーマに入れさせてもらいました。
仕事以外ではなかなか集まって、打合せや練習もあまりできませんでしたが、個々
の得意分野を生かしてということになり角野さんは石組・小端種を、私は石張りや
植栽を担当していこうとなりました。
　開会式では私たち「風林火山」チームで選手宣誓をやらせていただき気合いが入
り、2 日目を迎えることができました。
　2 日目、競技開始では場所が本部の目の前ということもあり、とても緊張しながら
作業をしました。
　2 日目競技終了後、ホテルに帰り「石組をちょっと変えた方が良い」とか「竹の使
い方は、やはりこうした方が良い」とかいろいろな話し合いをしました。
　3 日目最終日、あまり時間がありませんでしたが、前日の話し合いを生かして終了
ギリギリまで作業をして、なんとか完成することができました。
　結局何の賞もとれませんでしたが、何にも代え難い経験ができ、いろいろな人達
と出会えたことが何よりも財産となりました。

　前回に引き続き今回も出場させていただけたこと
に、とても嬉しく思います。
　技能五輪と違い設計図がないことにより、“ 同じ材
料でも一つとして同じ作品がないこと ” は今大会の醍
醐味だと思います。技能五輪では、いかに正確に図面どおりに完成させるかを考え
て練習しましたが、今大会ではいかに工夫が出来るか、いかに人に喜んでもらえる
ことができるかを考えました。
　アイディアが浮かべば実際に造って形にし、試行錯誤して完成の庭を造り出しま
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　また機会があれば是非みなさんとまた一緒に大会に参加したいと思います。大会
運営に携われたみなさんには、とても感謝しています。ありがとうございました。

　この度は、競技大会に参加させていただき、有難う
御座いました。
　一番印象に残ったことは、各チームの造園技能を生
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　競技大会に参加して　　　　　　　　第２回全国造園技能競技大会出場者の感想
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  山口県「チーム  下関」
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感じたことですが、同じ材料を使って作庭しているな
かで２つと同じ作品がないことに感心させられるとと
もに、皆さんの発想のすごさに驚かされるばかりで
す。競技が終了して皆さんの作品を拝見させて頂き、とても勉強になりますし、自
分も負けないようにもっと技術・技能の向上のために努力していかなければと、と
ても刺激になりました。
　また、競技大会終了後の懇親会では、他県の方と交流ができてとても有意義な時
間を過ごすことができますし、全国にたくさんの知人ができて、とても嬉しく思っ
ています。これはお金で買えない私の最高の財産となっています。
　次に材料のことですが、樹木が風による痛みが激しいものがありましたので、運
搬にもう少し配慮していただければと思います。また、今回の支給材料の量であれ
ば、作庭面積をもう少し狭くした方がよいと思います。
　最後に、この競技大会が長く続くことを期待しております。
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を大切に努力してまいります。
　少し提案なんですが、図面審査があったと思いますが、3 分間程度、各チームで時
間を頂き、プレゼンの時間があってもいいのかなと思います。図面だけで納得させ
るのも技能ですが、お客様に選んでいただけるプレゼン能力も必要な技能かと思い
ます。
　テーマのところでは、伝えきれない技術的部分、表現方法とその意味みたいなと
ころを解説できたらいいなと思います。
　今回、参加できて、また全国にたくさんの仲間ができたことが一番の宝物になり
ました。
　最後に運営、サポートしていただいた皆さんありがとうございました。

　競技大会に参加した感想ですが、すべてにおいて甘
かったです…。
　部分的な技術は他のチームそれぞれ差はありません
でした。どこで差がついたかというと、私たちのチー
ムは時間的な経過を含めて、一つの作品をつくり上げる、その力がなかったと思い
ます。
　作品のテーマを念入りに考え、それに沿って人に伝わる図面を描き、心に届くプ
レゼンをする。繊細さと豪快さを忘れずに施工し、完成後は風や光を受けたときの
庭の表情を、眼で見てもらい心で感じてもらう…。
　こうした技能・技術は現場での施工力だけではないということを痛感させられま
した。　
　クタクタになり打ちのめされた３日間でしたが、色んなことに気付かされただけ
でもよかったです。

宮城県「伊達な粋」　

　今回、技能競技大会に参加させていただき、同じ造
園に携わる仲間と技を競い合えたことは、一生の宝物
だと感じております。
　コンセプトの打ち合わせや練習会等では地域の仲間
のサポートがとてもありがたく感じましたし、大会本番では遠方であるにも関わら

ず多数の同郷の仲間が応援に訪れ、どれだけ力になったことか、東北のテーマであ
る「絆」を本当に感じました。
　大会には顔見知りの仲間もおり、懇親を深めることができました。また十人十色
の技の違い、考え方の違い、地域性、発想力を、肌で感じることができて、とても
よかったと思います。
　特に外国から日本の造園の世界に魅力を感じ参加されていた、香川のジョン君に
は、お話を聞かせて頂き、私が造園を志した当時の思いを甦らせてくれるような気
持ちになり、よい出会いができたと感謝しております。
　大会の反省と言いますか、各ブースへの上級審査員さんの講評のような、良い点
悪い点をご指摘いただければ、今後の我々の励みになるのではと感じました。
　また、提案なのですが、各参加チームが、自分たち以外のチームのいずれかに投
票して決める、参加者が選んだ優秀賞的な賞があるのも面白いかと思います。
　いずれにしましても大会運営に関わりました事務局、及び長野県支部の方々には、
このように素晴らしい大会にしていただき本当にありがとうございました。
　御礼申し上げます。

信州すわっこ４１　　後町　和宏・濵　賢

　開催地チームとして出場するからには、諏訪地方の
何かを盛り込もうと、当初より考えていました。御柱
祭等、諏訪を冠する伝説は多々ありますが、全国的に
も有名になった「御神渡り」を選びました。
　「御神渡り」は諏訪湖が全面結氷し、轟音とともに氷が裂けて盛り上がる自然現象
です。諏訪大社上社に住んでいた夫婦神が、ある時喧嘩をして、女神が下社へと家
出してしまいます。極寒の夜、寂しくなった上社の男神が下社へと通った道筋が「御
神渡り」と呼ばれています。昔人のスケールの大きい考え方や、諏訪が誇る雄大な
自然を表現すべく頑張りました。
　おかげさまで、銅賞という栄誉を頂き、誠にありがとうございました。今後の励
みとし、精進したいと思います。
　今回は第 2 回大会でしたが、回を重ね、造園連会員の技術を研鑽する場として、
愛される大会となることを祈念いたします。

  長野県「信州すわっこ 41」

後町和宏　  　濱　　賢

チーム　ヒゲ

　第２回全国造園技能競技大会は、スペースが小さく
なり２人作業ということで、「どこまでの庭が作れる
か？」をまず考えました。他のチームがどのような作
品を出してくるかは別にして、私たちは現実的な庭を
大きなテーマにしてデザインを決めました。
　狭いながらも如何に広く見せられるか？　空間の構成を考えながら、同じ材料を
違う使い方で表現したいと思いプランを練りました。
　奥のパーゴラと手前の落葉高木で奥深さが出せると思い、細竹のしなりを利用し
て柔らかな曲線の竹垣をつくり、時間を必要とする石張りは、奥のパーゴラの下に
して目立たなくしました。レンガで門柱とアプローチをつくり、東京らしいオープ
ンエクステリアの庭がつくれたと思います。
　後の作業は現場の材料を見て、現場合わせにしようと思っていました。
　材料に関してなのですが、今回、木材 ( ２×４でも ) があれば、樹木の種類を減ら
して、生垣材などもあったらよかったように感じました。

広島県「西風紅葉」　藤井幸介・伊藤竜太

　今大会の課題において、一番苦慮したのはオースト
ラリアレンガの使い方でした。日頃から和風庭園を得
意としているため、洋風の庭で多く見られる材料をど
うするかで悩みました。
　出場決定までの間に「アーチ橋をつくる」というアイデアが浮かび、実際につく
ってみたところ予想以上に丈夫にできました。そのため、この構想をもっと洗練さ
せ、できれば指定材料すべてを使いつつ自分たちらしい庭を表現したいと考えるに
至りました。
　デザインが固まってからは、時間内に納得のいく仕上げまでやり切ることを目標
に練習を重ねました。特に木枠と接するコバ鉄平石を斜めに割るのが思いのほか大
変で、上手く割れるまでいろいろな割り方を試したので、その練習には結構時間を
費やしました。
　本番で力を出し切れて、思っていた以上に評価をいただけたことを大変嬉しく思
っています。また、大会に出場させていただきましたことを心より感謝申し上げま
す。本当にありがとうございました。

　この競技会に初めて参加して、まず率直に出場して
よかったと思いました。
　結果としては、目標を達するまでは至りませんでし
たが、計画段階でテーマとコンセプトを思案し、作庭
してはまた思案するを繰り返し、よりよい物を作庭するようにと、努められたこと
は、今後の仕事に必ず役立つものだと思っております。
　競技会について少し述べますと、支給材料に関しては種類は限定しても、数量に
関しては、それぞれ選手にゆだねるといったほうが圧倒的なパフォーマンスが出せ
るのではないかとも思いますし、またはテーマを課題として投げ、それに向けての
作庭というのも、技術や感性が発揮できるのではないかとも思います。
　この競技会はまだ２回目ですが、是非もっと大々的にしていただき、さらなる競
技会の意義や価値を高めていっていただければと思います。
　最後に、この競技会を支えていただきました各理事や運営スタッフの方々に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

　参加して感じたことは、とにかく全国のレベルは高
いということです。
　私は、厳選された材料で皆がやらないことをしよう
と、何回もつくり、八ヶ岳をイメージした、私なりの
連峰垣を考えました。
　地元材料の鉄平石は目地を狭く曲線のラインを出す。しかし、竹の加工は割る曲
げる、石の使い方は組む切るは、それぞれ当たり前で、庭をいかにつくり込むかに
加え、限られた材料でいかに表現できる全体感を出すかが、大事なんだと思いました。
　皆さんのデザインには驚き、２カ月前からの練習は辛く厳しかったけれど、私た
ちも参加したことで、新しい技術が身につき、よい経験になりました。
　本番の作業は楽しく、さらに仲間との交流もでき、気がつけば、あっという間に
終わってしまいました。また全国大会に出られるように頑張ります。
　今大会の、運営や支度準備をされた全国役員、長野県支部の皆様、お世話になり
ました。
　有難うございました。

  宮城県「伊達な粋  〜みちのくからの刺客〜」

菱沼　敦　  　相原雅敏
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秋山佳弘　  　野津手靖久
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を大切に努力してまいります。
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※ 会場は砕石舗装のため、区画の土厚約 20cm とし、それ以上は掘れない。
※ 電動工具は使用不可（充電式ドリルを除く）。
※ クレーン使用不可。

各参加チーム支給材料一覧
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植
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鉄平石  乱張り
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丸太（自然木）
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※現地調達
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第２回全国造園技能競技大会　関係者一覧
◎上級審査員
　審査員長　　　戸田芳樹
　審  査  員　　　川村善之　　寺下　弘　　井上剛宏　　小沼康子
◎専門審査員
　リーダー　　　橋本正男
　審  査  員　　　磯野進吾　　杉村文夫　　佐藤　博　　石丸春光
◎運営委員
　委  員  長　　　白井　昇
　副委員長　　　谷尾喜次
　運営委員　　　斎藤悦郎　　藤倉榮之　　高橋善和　　高尾宗克
◎競技委員
　委  員  長　　　岡部敏雄
　副委員長　　　沖島和夫（補佐委員長兼任）
　競技委員　　　沖津昭治　　北山安夫　　齋藤　弘
◎補 佐 委 員
　補佐委員長　　沖島和夫
　補 佐 委 員　　宮澤良弘　　瀬在忠彦　　荻原洋彦　　遠藤信幸
◎事務局・スタッフ
　本　　　部　　井上花子　　岩間　陽　　内田光一郎　　服部　淳　　齋藤豊子（記録）　　三澤泰生（カメラ）
　長野県支部　　田村賢爾

　　　　　　　　　第 1回全国造園技能競技大会の概要

◆会　場
　　山口県きらら浜（きらら庭園フェア会場内、道の駅「きららあじす」近隣地）
　　〒 754-1277　山口県山口市阿知須５０９

◆大会日程
　２０１１年３月３日（木）～５日（土）
　　　　　　３日（木）14：00 ～ 17：00　材料下見、開会式
　　　　　　４日（金）　8：00 ～ 17：00　競技
　　　　　　５日（土）　8：00 ～ 14：30　競技
　　　　　　　　　　　19：00 ～ 21：00　表彰式、交流会
◆内　容
　　同じ支給材料を使い、規定時間、規定区画の中で、自由な発想で作庭する。
　　１チーム３名。１区画のサイズは幅６ｍ、奥行き４ｍ。全国規模の造園競技大会としては、
　　造園業界初の試みとなった。全国より２０チーム６０名が出場。
主催：社団法人 日本造園組合連合会　　厚生労働省受託事業
後援：中央職業能力開発協会、　山口県、　造園・環境緑化産業振興会
協力：社団法人 日本造園組合連合会 山口県支部　　　　　　　
　
◆入賞者
　　金　賞：佐賀県「カササギチーム」
　　銀　賞：長野県「Green to the future」
　　銅　賞：山口県「長州マイスターズ」 
　　特別賞：山口県「美香子 ’ ｓ」　　愛媛県「チーム奥本」 
　　　　　　島根県「やっちゃらこい」　　福岡県「チームＲＯＵＧＡＮ」 

■運営体制
　◎上級審査員：審査員長  尼﨑博正、審査員  川村善之、荻原博行、高橋幸雄、寺下弘

　◎専門審査員：リーダー  野村脩、　審査員  齋藤弘、橋本正男、磯野進吾、廣瀬武、高尾宗克

　◎運営委員　：委員長  白井昇、副委員長  谷尾喜次、委員　小杉左岐、齋藤悦郎、髙橋善和、藤倉榮之

　◎競技委員　：委員長  宇田川辰彦、副委員長  岡部敏雄、委員　沖津昭治、佐藤博、沖島和夫

　◎補佐委員　 ：委員長  岡部敏雄、補佐委員  市山昭生、杉山彰、官野信治、坂本利男、中村義博、貞安敏充、

　　　　　　　　　　　  重村秀仁　

①
大分の
美男子

〔大分〕

③
シンワ

[ジャポネスク

　ヌーボー]

〔東京〕

④
長州

マイスターズ

〔山口〕

⑤
チーム
てんくろう

〔高知〕

⑥
チーム
青い森

〔青森〕

⑦
カササギ

チーム

〔佐賀〕

⑧
チーム
八王子

〔東京〕

⑨
さぬき
の風

〔香川〕

⑫

チーム
ボンド

〔石川〕

⑩
長州

いぶし銀

〔山口〕

⑬

美香子’ｓ

〔山口〕

⑭
ガガガの
ガーデナーズ

〔鳥取〕

⑮
サンフレッシュ

広島

〔広島〕

⑰
チーム
奥本

〔愛媛〕

⑳
長崎の
よか男

〔長崎〕

⑲
チーム
ＲＯＵＧＡＮ

〔福岡〕

⑱
常陸の国
次世代庭師衆
㈱大平造園土木

〔茨城〕

⑪
大阪

３Ｋ連合

〔大阪〕

②
Ｇｒｅｅｎ  ｔｏ

　ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ

〔長野〕

⑯

やっちゃら

こい

〔島根〕

大
会
会
場
図

大会本部

↓道の駅

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

【当日配布】第1回全国造園技能競技大会チラシ表.ai   2011/02/28   15:27:39
　第 1 回全国造園技能競技大会  概要第２回全国造園技能競技大会　支給材料、関係者一覧

競技開始前　支給材料が各区画に整然と配置されている様子

第２回全国造園技能競技大会.indd   44-45 13/03/25   13:20



     44      45
※ 会場は砕石舗装のため、区画の土厚約 20cm とし、それ以上は掘れない。
※ 電動工具は使用不可（充電式ドリルを除く）。
※ クレーン使用不可。

各参加チーム支給材料一覧
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第２回全国造園技能競技大会　関係者一覧
◎上級審査員
　審査員長　　　戸田芳樹
　審  査  員　　　川村善之　　寺下　弘　　井上剛宏　　小沼康子
◎専門審査員
　リーダー　　　橋本正男
　審  査  員　　　磯野進吾　　杉村文夫　　佐藤　博　　石丸春光
◎運営委員
　委  員  長　　　白井　昇
　副委員長　　　谷尾喜次
　運営委員　　　斎藤悦郎　　藤倉榮之　　高橋善和　　高尾宗克
◎競技委員
　委  員  長　　　岡部敏雄
　副委員長　　　沖島和夫（補佐委員長兼任）
　競技委員　　　沖津昭治　　北山安夫　　齋藤　弘
◎補 佐 委 員
　補佐委員長　　沖島和夫
　補 佐 委 員　　宮澤良弘　　瀬在忠彦　　荻原洋彦　　遠藤信幸
◎事務局・スタッフ
　本　　　部　　井上花子　　岩間　陽　　内田光一郎　　服部　淳　　齋藤豊子（記録）　　三澤泰生（カメラ）
　長野県支部　　田村賢爾

　　　　　　　　　第 1回全国造園技能競技大会の概要

◆会　場
　　山口県きらら浜（きらら庭園フェア会場内、道の駅「きららあじす」近隣地）
　　〒 754-1277　山口県山口市阿知須５０９

◆大会日程
　２０１１年３月３日（木）～５日（土）
　　　　　　３日（木）14：00 ～ 17：00　材料下見、開会式
　　　　　　４日（金）　8：00 ～ 17：00　競技
　　　　　　５日（土）　8：00 ～ 14：30　競技
　　　　　　　　　　　19：00 ～ 21：00　表彰式、交流会
◆内　容
　　同じ支給材料を使い、規定時間、規定区画の中で、自由な発想で作庭する。
　　１チーム３名。１区画のサイズは幅６ｍ、奥行き４ｍ。全国規模の造園競技大会としては、
　　造園業界初の試みとなった。全国より２０チーム６０名が出場。
主催：社団法人 日本造園組合連合会　　厚生労働省受託事業
後援：中央職業能力開発協会、　山口県、　造園・環境緑化産業振興会
協力：社団法人 日本造園組合連合会 山口県支部　　　　　　　
　
◆入賞者
　　金　賞：佐賀県「カササギチーム」
　　銀　賞：長野県「Green to the future」
　　銅　賞：山口県「長州マイスターズ」 
　　特別賞：山口県「美香子 ’ ｓ」　　愛媛県「チーム奥本」 
　　　　　　島根県「やっちゃらこい」　　福岡県「チームＲＯＵＧＡＮ」 

■運営体制
　◎上級審査員：審査員長  尼﨑博正、審査員  川村善之、荻原博行、高橋幸雄、寺下弘

　◎専門審査員：リーダー  野村脩、　審査員  齋藤弘、橋本正男、磯野進吾、廣瀬武、高尾宗克

　◎運営委員　：委員長  白井昇、副委員長  谷尾喜次、委員　小杉左岐、齋藤悦郎、髙橋善和、藤倉榮之

　◎競技委員　：委員長  宇田川辰彦、副委員長  岡部敏雄、委員　沖津昭治、佐藤博、沖島和夫

　◎補佐委員　 ：委員長  岡部敏雄、補佐委員  市山昭生、杉山彰、官野信治、坂本利男、中村義博、貞安敏充、

　　　　　　　　　　　  重村秀仁　
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  過去・現在・そして未来へ緑…
　長野県　Green to the future

２  お帰りなさいお父さん
　大分県　大分の美男子

１

  春の陽だまりの中で…   春一番
　東京都　シンワ［ジャポネスク  ヌーボー］ 　山口県　長州マイスターズ

市川　稔　 新和造園㈱
神田昇一　 新和造園㈱
玉城和則　 新和造園㈱

松田　智     ㈲松田庭園
砂山豊伸        砂山庭園
下原幸一郎    下原造園

３ ４

  過去・現在・そして未来へ緑…
小池　守         小池造園
小池健太郎    小池造園
原　健吾　    小池造園

松村和幸　 ㈲勝山造園
山根敏彦　 ㈲山根造園
繁　徹範　 ㈱繁農園

銀 賞

銅 賞

  融合の萌
きざ

し
　東京都　チーム 八王子

８  里山からのおくり物
　佐賀県　カササギチーム

７

  『ふるさとの風』遠き山辺に
　青森県　チーム 青い森

  棲　家
　高知県　チーム てんくろう

５
西原厚博　㈱庭園センター
濵氏広己　　㈲葉山庭園
横山信介　㈱佐々木造園

龍崎浩二　             庭作
佐藤武久           里美園
二宮靖知　    ㈲加藤園

駒井勝美　     駒井造園
工藤博英　 ㈲大王農園
芳賀順一　 ㈲大王農園

６

石丸春光 ㈱伊万里春光園
久保正伸 ㈱伊万里春光園
石丸直人 ㈱伊万里春光園

金 賞
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  春の予感
　山口県　長州いぶし銀

  讃岐の清涼の庭
　香川県　さぬきの風

  せせらぎ   瞳を閉じれば聴こえてくる故郷の音
　大阪府　大阪３Ｋ連合 　石川県　チームボンド

11 12
楠井民夫　㈱庭樹園
北田直輝　関西植木㈱
岸本貴志　㈱乾造園

金藤　晃           金藤造園
橋本昌義   植昌橋本造園
高田　明　        ㈲龍虎園

渡邉和昭　㈲利休造園
上利昭典　    ㈲大平園
沖田明久　㈲沖田庭園

 瞳を閉じれば聴こえてくる故郷の音
多島昭洋　    多島造園
竹林義浩　竹林造園㈱
山名和成　山名造園㈱

９ 10

  園路（みち）
　島根県　やっちゃらこい

16  安芸の宮島
　広島県　サンフレッシュ広島

15

  お庭の小鳥
　鳥取県　ガガガのガーデナーズ

  車庭を主庭に
　山口県　美香子 ʼs

1413
吹上笑美     ㈱多々良造園
名越久美子　㈲岡部造園
上利春香　㈱髙山造庭園

松浦隆介　松浦造園㈱
持田茂稔　㈲もちだ造園
平崎　弘　㈲井谷賀造園

岡本善博  ㈲岡本緑化
中谷陽介  ㈱谷尾樹楽園
河口卓司  ㈲岡本緑化

山岡裕幸   ㈱山岡晩翠園
松本洋一   ㈱山岡晩翠園
堀口　寿   ㈱山岡晩翠園

特別賞

特別賞
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  癒しへの架け橋  しまなみ百景
　愛媛県　チーム奥本

  古都の山河   「瀬戸内海」と「日本海」
　福岡県　チーム ROUGAN

19 20

17 18
　茨城県　常陸の国 次世代庭師衆

　長崎県　長崎のよか男
山本辰雄           小嶺造園
白石信和  ㈲若松緑地建設
舌間正義  舌間造園計画

大田珠生          奥本造園
小野　豊          奥本造園
矢野和樹　      奥本造園

大平裕貴  ㈱大平造園土木
遠藤富広  ㈱大平造園土木
坂場一彦  ㈱大平造園土木

西田卓生  ㈲西田緑清園
生野信一郎      ㈱浮羽園
大塚真一         ㈱琴花園

特別賞

特別賞

第２回全国造園技能競技大会・報告書
平成 25 年３月 15 日

発行　社団法人  日本造園組合連合会
　　　　　　　　  理事長　白井　昇
〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町３丁目３番２号
マツシタビル７Ｆ
URL：http://www.jfl c.or.jp

© 社団法人日本造園組合連合会
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