


 
 
 
 

発行にあたり 

 
 

 造園連では、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、３つの事業 

「技を生かす庭づくり塾」、「第２回全国造園技能競技大会」、「教育機関の指導者を対象

にした造園実習指導力向上研修会」を各地で実施いたします。 

 いずれも、熟練技能の継承を通して人材育成等をはかり、ものづくり産業を支える  

技能者が元気にいきいきと活躍できる業界づくりを目指して取り組む事業でございます。 

 本書は、「技を生かす庭づくり塾」のテキストとして、研修の２日間で製作する庭の

造園技法について、作業手順などをまとめるとともに、一般市民の庭や技能に関する 

意識を探るためアンケートを行い、調査結果を掲載いたしました。伝統技法を現代の庭

づくりに生かす具体的な方法や、庭づくりを施主に提案するヒントが盛り込まれており

ます。研修終了後は、造園連のホームページにてテキスト等を公開しますので、できる

だけ多くの関係者の皆様が本書を活用され、お役立ていただくことを心より願っており

ます。 

 
                     

                    平成 24 年９月１日  

 
社団法人日本造園組合連合会 

理事長 白井 昇 
 



  庭 園 の コ ン セ プ ト

楽しく  遊ぶ  庭 

多彩な庭の技法と現代庭園への応用と提案手法を学ぶ 

 
課題の庭園は、多彩な庭園技法が学べるように設計しました。 

石積み（２種類）、石組み、竹垣、つくばい、敷石、園路、植栽、花の植栽、アクセサリーとなる     

竹篭・竹で作る明かり、など伝統の技法を生かしつつ、現代庭園での応用に活かせる工夫なども  

学べるようにしました。 
課題の敷地は６×４メートル。24 ㎡です。この庭園はアプローチガーデンとしての機能と中庭と

しての機能も持っています。周囲からの景観と、歩くことにより変化する景観の両面を考え、特に 

１本１本の植栽にも十分留意して施工しましょう。 
 
落葉樹、下草のカラーリーフ、草花、宿根草の植栽により、季節の移り変わりが楽し

める庭。立春、春分、立夏、大暑、立秋、秋分、白露、立冬と日本の四季の変化、特に

光や風の変化を感じることができます。 

 

 来客、仲間同士のパーティなどのときに庭空間をおもてなしの心で花鉢に季節の盛り

花、季節のコケ玉などを飾れます。季節のお祭りやイベントにあわせ例えば、母の日に

は花鉢にカーネーションを飾っては。 

 
石のレリーフに子供の好きなキャラクターや子供の足形などを刻み、園路の中に据え付

ける。子供のころ遊んだビー玉・おはじきなどで模様をつけるのも楽しい遊びの提案です。

記念樹や記念の花や草を植えつける提案もお客様に庭に親しみを持ってもらえます。 
 

ホームセンターなどでも入手可能な材料に加工、技を加えることにより、上質な庭を 

提案できます。 
 
 

入り口の園路や小舞垣は和風モダンな雰囲気をかもし出すデザインです。 

 

 リ・ガーデンも多くなっていますので、先代からの仕立物の樹木の生かし方も提案します。 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

庭のある 

暮らしを 

楽しむ 

遊びごころ 

技（手）を加えて 

グレードアップ 

和モダンの 

雰囲気 

リ・ガーデン 

素材 

この庭を見てくださるお客様へ「お庭のコンセプト」 

春の芽吹き、彩を競う花々、萌える新緑、清冽な水、秋の燃える紅葉、冬の雪景色、この

には光と風が織り成す季節の移ろいがあります。 

日々の生活の営みの中で、ほっと安らげる小さな自然『庭』、季節のうつろいを感じる

然『庭』のある暮らしを始めませんか。 

日本庭園の伝統の技にモダンな感性を取り入れて、花や草やそしてそこに住む生き物たちに

触れ合う季節を感じる庭を作ってみました。 

 小さな庭ですが、楽しく庭遊びしましょう。 

 
 

四季の 

変化を 

楽しむ 

小さな庭

 

小さな自
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  第１章 施工要領とポイント 

 
 １－１ 石積み・石組み・つくばい 

石積み 

 入口から右手の石積みは野面積みとして、小舞垣の下は、小端積みとします。  
 右側の野面積みは、出口は門柱ともなりますので、角をきちんと積み、つくばいの正面で高さ 600 を

ピークとして、徐々に下げていきます。 
 つくばいのあたりから、石積みは草の雰囲気で仕上げましょう。 
 
（１）野面積み 

 ①石の選別 ・角石、天端石、根石、胴石の順に選ぶ。  

 ■野面積み 

  （小端積みも同様） 

 

 角石  三方又は四方 90°である事    天端石   天面と前面が 90°である事 
 根石  後方のひかえが長く、中心(石)が   胴石(築石) 上部の積石に安定できる石 

水平である事 

 ②施工 ■石積みの約束事 

 ・野面積みは１個の石を２点で支えることが基本。         

  石の中心線が水平になるように積むのが安定感  

  のある石積みとなる。  

 ・大中小の石の組み合わせが大切。 

 ・石の面を揃えること、天端の水平ラインを 
  きれいに出す。 

 ・角の根石→根石→胴石→天端石の順で 
  積み上げていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■良い例        ■悪い例 
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（２）小端積み ■見えない所の良い技 

 ①石の選別         

  野面積みと同様に角石，根石に

は安定感のある石を使います。 
 

 

  

 ②施工 
  水糸を張り、横目地は水平に、

立目地が通らないように、大中小

の石のバランスを良く考えて施工

します。 
 

石組み 

 根が切れないように、自然風に  
山天で据え付けます。 

■小端積み 

        

 

 

 

 

※角石は安定のよい大きい石を使用し、

安定感、重量感を出す。

 

つくばい 

 おりつくばい形式で据え付けます。排水は自然排水とし、有孔管を地中に埋めておきます。 
 
 
 
 １－２ 樹木植栽 

 落葉樹、下草のカラーリーフ、草花、宿根草の植栽により、季節の移り変わりが楽しめるのがこの  

庭園のコンセプトであり、樹木は四季に変化する落葉樹を中心に選んでいます。 
 植栽に当たっては、この庭園がアプローチガーデンと中庭としての機能も持っているため、四方から

の景観と歩くことにより景観が変化することの両面を考慮して施工しましょう。その際には、幹の姿が

重要になります。 
 また、古い庭のリ･ガーデンの依頼も多くなっています。マツなどの仕立て樹木は敬遠されがちです

が、この庭の中でその個性を発揮できるよう植栽します。 

■樹木植栽 

・厳しい自然界で育った素材は 

 味がある。 

 

・長い歴史に良さの有る庭は 

 見えない所に技(味)がある。  

 

■手入れ 

・枯枝､胴吹枝､ひこばえ､重なり枝等を 

 鋏または手で。樹形の線が見える方が 

 庭に深みが出る。 
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 １－３ 竹垣（小舞垣） 

 土壁の下地に竹を細かく割ったものを格子状にし、荒縄などで組み、その上に土壁を塗り、壁を仕上

げる土壁の骨材である。 
 同様に茶室の壁に下地窓という窓がある、その昔利休が

荒廃した家屋の壁が崩れ落ちているのを見て思いついたと

言われ、部屋の明り取りとして窓（下地窓）をあけた壁の

下地をそのまま見せた窓のデザイン的工法を考え出した。 
 その小舞の竹を山割竹又は晒の割竹を使って作られたも

のがこの小舞垣で、素材を変化させても面白い垣根を創作

できる。たとえば表は割り竹で 裏に清水か女竹を使って

同様に組みあげても良いと思う。このように表・裏の趣を変える方法もある。 
 両面使いでも片面使いでも使いこなせ、簡単で感じの良い垣根だ。 
 

（１）使用工具 

・柱加工チョウナ（手斧）柱ナグリ加工 ・下げ振り ・差し金 
・穴掘り道具 ・突き棒 ・水平器 ・敷き角（枕） 
・竹引き ・ノミ ・インパクトドライバー ・70－90mm ビス 
・玄翁 ・プライヤー ・番線カッター ・竹割 

 
■図面  

（２）小舞垣製作材下ごしらえ 

 ①柱  ２本 桧又は栗を使用 
  （末口径３－４寸くらい） 
   ※ほぞ彫り事前作業 

 ②無目板  上･下２枚 900×300×2000mm 

    ※中央巾20mm,深さ15－20mmの 

    ほぞ彫り事前作業 

 ③屋根材  ２枚 桧すのこ板 

  （片面削り仕上げもの使用） 

   116×16×4000mm １枚使用 

 

 ④屋根青材 ５－７本〆竹１本 ２分の１使用 

 ⑤主材  晒竹又は山割竹使用 ともに１間２束使用 

 ⑥結束材  銅線 20 番，18 番 

 ⑦その他  コーキングとコーキングガン１－２本 

   マスキングテープ１－２本 

■拡大図 
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（３）施工手順 

 ①栗丸太皮むき作業（竹割・片刃斧） 
  ◆注意点：丸太がまだ生の場合皮を剥いて、頂部を番線で 

      割れが入らぬようしっかり結束し、乾かす。 

 
 ②栗丸太ナグリ作業（手斧） 
  ◆注意点：このときに六角又は八角かを決定し墨だし。 

      八角の方が素材の柱付きが良いが、決まりはない。 

■無目板の取り付け 

 
 ③栗丸太墨だし（墨坪・差し金等） 
  製作する垣根により異なる。 
 
 ④丸太ホゾ彫り作業 
  （ドリル・溝彫りカッター・ノミ・玄翁） 
 
 ⑤丸太生け込み作業（穴掘り・水糸・水平・下げ振り） 
 
 ⑥栗貫板合わせ。ホゾ彫り部の確認。 
  上・下仮着け。 
  ホゾ彫り部の墨だし部の確認。 
  墨だし・ホゾ彫り・取付け 
 
 ⑦下げ振りを下げ立て子の位置出し（下げ振り） 
  ◆注意点：立て子を平均に割り振る。 

 
 ⑧立て子取付け 
  ２枚抱き合わせにし、銅線結束したものを取付ける。 
  40mm の隙間は貫か割竹のミミを使用する。ボンド又はコーキングで接着。 

  
 ⑨押し縁の取り付け 
  １枚ずつ取り付ける。 
  40mm の隙間は貫か割竹のミミを使用する。裏面も同様にして取付け。 
 

 ⑩銅線結束 （番手 18 番銅線 プライヤー） 

 ⑪屋根材・青竹取付け 

 ⑫マスキング・コーキング作業 

 ⑬全体の拭き掃除（雑巾） 
 

■立て子の取り付け 

■マスキング 
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 １－４ 石張り・園路 

 庭園の園路は庭園内に設けられた通路であり、利用者の動線に従って作られる。日本庭園の敷石や 

飛石を先人はどのように歩かせるか、苦心してきた。 
 庭園の園路として、 
 

石敷き 石張り 延段 飛石 洗い出し たたき 土砂敷き，砂利敷き 土系舗装 
 

レンガ インターロッキング舗装 透水性コンクリート舗装 チップ舗装 枕木 
 
 この中で、日本庭園では、飛石、敷石、延べ段、洗い出しなどが主として使われてきたが、バリア   

フリー、雨水の浸透、洋風のデザインなどの影響もあり、新工法も生まれてきている。 
 
（１）敷石・延べ段 

  石を敷き詰めた園路、特に細長く作るものを延べ段と呼んでいる。桃山時代から茶庭に取り入れら

れるようになった。 
 
 ①延べ段の施工 
 ・施工の場所によって真・行・草を使い分ける。今回の場合は草。 
 ・現場の根きり 割栗石 
 ・石材選び 使用石材の中から角石と側面石を選択する。 
    角石は面に直角を持ち、その側面２面が直角に下りている厚い石。 
    側面石は面が平らで、直角に下りている厚い石を選択する。 
 ・目地幅は１センチ程度し、なるべく深目に仕上げたほうが立体感が出てよい。目地の四つ目、通し

目地、八つ巻きなどは禁忌とされている。 
 
 ②楽遊庭の施工 
 ・園路をすべて敷き詰めるには、時間と施工費がかかるので、周囲に石を配し、残りの隙間をエコ  

ソイルなどの土系舗装剤を使用する。 
 ・舗装の中に、石のレリーフ（１－５参照）を埋め込む。おはじきや家族で拾った木の実や貝殻など

を埋め込んだりすると、庭に親近感が生まれる。 
 ・今回の庭園では、強度を考えて、周囲に石材を並べる。模様はランダムとして、方向性を考えて   

施工する。石の大きさは大中小のバランスを考えて配置する。 
 ・通行に問題ないところにポケットを作り、花などを植えると良い。 
 ・土系舗装は近年雑草を防ぐ、雨水が浸透するなど環境にやさしい素材のため、施工されることが  

多くなってきた。商品名：エコクリーンソイル、ガンコマサ、透魂ソイル、エコグローブ、ハナ   

マサなどさまざまな名称で商品化されている。基本的に施工方法は同じだが、積雪寒冷地では寒冷

地仕様のものを選択する。 
 
 ③御影石の石敷き 
  入口は御影石と黒御影石を一部コブだし加工を行い、敷き詰める。水平であること、石と石の合端

を加工し、歩きやすく仕上げる。今回は和モダンなデザインとしたため、黒御影石を細く間に敷き詰

める。 
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（２）エコクリーンソイルの施工方法 

 ①施工場所の整正、転圧、枠組みを準備 
  施工場所のスキ取りを行い、草木の除去、不陸整正をする。下地の

転圧を充分に行う。 
  ◆ポイント：砕石、砂を補充してから転圧をすると、美しく仕上がります。 

    枠組みは、設計通りの厚みを確保するようにしてください。 

 
 
 ②エコクリーンソイルの配袋、敷設 
  製品を必要な量だけ施工場所に配置します。用意した製品を施工場

所に撒きます。厚さ確保のため、複数の個所で実際の厚さを測定して

ください。 
  ◆ポイント：目の細かいほうき等で敷き均した表面を同一方向に軽く掃くと、 

    粗い石が浮き上がり、完成後より自然に近い景観に仕上がります。 

 
 
 ③散水 
  ジョウロや散水機で均一に水を撒く。 ロスが少ない現場でも、 
 15 リットル／㎡以上、多い現場では 20 リットル／㎡以上散水する。 
  ◆ポイント：散水時に表面に水が溜まり過ぎると白色汚れになる場合があります

    ので注意して下さい。 

    散水不足は下層が充分硬化しなくなるので注意してください。 

    ホース、バケツ等による大量散水は材料の洗掘、固化剤の流出   

    原因となります。 

    色ムラの原因になるので、散水後は施工面にふれないでください。 

 
 
 ④養生・完成 
  固まるまでしばらく放置します。低温時の凍結防止にはシート等で

保温養生を行う（養生マット・レンタン養生・その他） 
 
 

注意事項 

・下地処理は、十分注意して行って下さい。又、冬季の凍結防止や下地土面

の転圧・整正困難の時は、砂利や砂を入れてから転圧を実施して下さい。

・厚さ不足ができると、極端に強度が低下しますので充分注意して下さい。

・散水量が不足すると、強度が得られずにクラックや未硬化となります。 

 必要水量は必ずお守り下さい。 

・施工可能な温度は、５度以上です。低温化での作業は、水の凍結がない

環境下でお願いします。 
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 １－５ 石のレリーフ加工 

（１）フラックスチッパの特徴 

 ・フラックスチッパに石材用丸ノミを取付けて、平板石（鉄平石など）に線彫又は線残しをして、    

文字や絵を彫る。 
 ・フラックスチッパは空気圧力（コンプレッサー使用）によってノミが出入りして連続振動を伴う。 
 ・石面をノミで彫るので小さな石じん、石粉が飛び散る。 
 
（２）服装、保護具 

 ・服装は作業に適したものを着用すること。 
 ・保護具は防振手袋、防じんマスク、防じん眼鏡(ゴーグル)、 
  耳栓を着用すること。 
 
（３）作業姿勢 

 ・地面に腰を下ろし、20cm くらいの台の上にスポンジを敷き、 
  その上に平板石を乗せて彫る。 
 
（４）作業手順 

 ・石面に彫りたい文字又は絵を描いた紙をのり貼りする。 
 のりが乾いたら彫り始める。 
 ・線を彫る場合と線を残す場合の 2 通りがある。 
 
 ①線を彫る場合 
 線上の輪郭側をノミの点が繋がるように彫る。次に線上を万遍無く彫る。 
  
 ②線を残す場合 
  線の輪郭の外側をノミの点が繋がるように彫る。次に外に向かって万遍無く彫るが、全体を見て、

だんだんノミの点(彫)を荒くする。外に向かってぼかす―レリーフ(浮き彫り)となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■作品例 
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 １－６ 花、下草の植栽 

（１）庭に彩りを添える ～色が入るとどう見えるか、色によってどう感じるか～ 

 ①草花は花や葉の形態で与える印象が変わってくる。 
 ・垂直に伸びるものは狭い場所を立体に見せる。 
 ・横へ広がっているものは安定感を与える。 
 ・大きい花は豪華で派手な印象。 
        小輪多花の草花はふんわりとしたやわらかさを感じる。 

 
 ②草花の色の取り合わせ 
 ・明るさ（明度）の度合い。 
 ・白みが多いか少ないかで明度の高さが決まる、白に近いほど明度が高い。 
 ・茶色や暗赤色など明度の低い配色は落ち着いた印象。 
 ・明度の差を大きくした組み合わせはメリハリの効いた印象。 
 ・明度の低い色は収縮して見える。 
 ・垂直に伸びるものは狭い場所を立体に見せる。  
 
 ③鮮やかさ（彩度）の度合い 
 ・彩度の高いものは派手な印象。 
 ・彩度の高い色は赤、青、黄色など原色といわれる色で一般的に園芸種に多い。 
 ・彩度の低い花色は野生種に多く自然な庭にあう。 
        同系色の組み合わせは穏やかでまとまりがいい。 

        赤と緑、黄と紫のような反対色の組み合わせは、 

        強烈な印象を与えるが、お互いを引き立たせる効果もある。 
 
  進出色……明度の高い白、黄色や薄いピンク、彩度の高いオレンジや赤 
  後退色……明度の低い紫や濃い青や赤、茶 
 
 

（２）和風庭園の中で花を使うには 

 ・やわらかな中間色の草花はやさしくあたたかい印象。 
 ・同系色の組み合わせはおだやかな印象。 
 ・白色はまとめ役でつなぎ役。 
 ・彩度の低い花色は自然な庭にあう。 
 ・彩度の高い色、派手な色もポイントに使うと効果的。 
 ・カラーリーフもいろいろな色があり日蔭を明るく演出する。 
 ・数株の集団を不整形なバランスで配置する。 
 ・常緑の多年草や宿根草を主に使い一年草を少し入れると管理しやすい。 
 ・下草などに花を添えるとなじんでくる。 
            色で奥行感を出す。 
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（３）和風庭園の中で花を使うには 

 ・石積や竹垣、園路や高中木の植栽などを考慮して下草や草花を配置する。 
  強さ、大きさ、向き、空間、明暗など 
 ・数株の集団を不整形なバランスとボリュームで配置する。 
 ・草花を下草と組み合わせることで、自然味ややわらかさが出る。 
 ・樹木や景石などに添えるとやわらかな景色になる。 
 ・花は庭の彩りであるが、出すぎないように。 
 ・色でポイントをおさえることも必要。 
 ・色あいで雰囲気が変わる。 
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 １－７ 庭園に利用したい花リスト 

・東京を基準とした気候のもと住宅庭園で使える植物をまとめたものです。 

・冬～春花壇は概ね 12 月～5 月に鑑賞出来る植物を、初夏～秋花壇は 6 月～11 月に鑑賞できる植物を

挙げています。 

・本来は宿根草だが寒さや蒸し暑さに弱い等の理由で東京では越年しにくいものは一・二年草のリスト

に入れています。 

・草丈 低約５～30 センチ  中約 30～80 センチ 高 80 センチ以上 

  

（１）冬～春花壇 一・二年草（扱い） 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アークトチス キク 中 4～6 白・黄・橙・桃 蒸れに注意

アイスランドポピー ケシ 中 3～5 黄・橙・白・桃・赤 直根性

イベリス アブラナ 低・中 5～6 白・桃 水はけ良く

エスコルチア ケシ 低・中 4～6 橙・黄 ハナビシソウ　直根性

オーブリエチア アブラナ 低 3～5 青・桃・白 高温多湿に弱い

カレンデュラ キク 低・中 12～5 黄・橙 キンセンカ

キンギョソウ ゴマノハグサ 低・中・高 4～6,10～11 黄・橙・白・桃・赤・紅紫 寒さに少し弱い　蒸れに注意

コムギセンノウ ナデシコ 中 5～6 桃・白・薄紫 ビスカリア

スィートアリッサム アブラナ 低 12～5 白・赤・桃・ｻｰﾓﾝ・ﾚﾓﾝ 水はけ良く

ストック アブラナ 低・中 12～4 白・桃・赤・赤紫 北風の当たらない日向で

ダールベルグデージー キク 低 4～6,9～11 黄 ディソイディア 寒さや蒸れに弱い

ダイアンサス ナデシコ 低・中 3～11 桃・白・赤 カワラナデシコ・セキチク等

ディモルフォセカ キク 低 3～5 黄・橙 寒さ・蒸れに弱い

デージー キク 低 12～5 白・桃・赤 ヒナギク

ネモフィラ ハゼリソウ 低 3～5 青・白 多肥にしない

ノースポール キク 低 12～5 白 こぼれ種で次年出てくることも

ハナカンザシ キク 低・中 3～6 白・桃 蒸れに注意

ハボタン アブラナ 低・中 12～3 白・赤・桃 ミニハボタン・踊りハボタン等色々な形や大きさで楽しめる

パンジー スミレ 低 11～5 紫・白・青・黄・橙・朱 花殻をこまめに摘む

ビオラ スミレ 低 11～5 紫・白・青・黄・橙・朱 花殻をこまめに摘む

ブラキカム キク 低 4～6,9～11 桃・青・薄紫・白 ブラキコメ　高温多湿に弱い　

プリムラ ポリアンサ サクラソウ 低 12～4 黄・白・桃・赤・紫 花殻をこまめに摘む

プリムラ マラコイデス サクラソウ 低 12～5 白・桃・赤・紅紫 北風の当たらないところで

ベルフラワー キキョウ 低 4～5 青 カンパニュラの一種　オトメギキョウ

ミムラス ゴマノハグサ 低 4～6 黄・白・桃・赤・橙 湿り気を好むが高温多湿には弱い

ムルチコーレ キク 低 2～5 黄・薄黄 寒さに少し弱い

ヤグルマギク キク 中・高 4～6 白・桃・青・紫・赤 セントーレア　多肥にしない

リナリア ゴマノハグサ 低・中・高 3～6 白・黄・桃・薄紫・紫・赤 ヒメキンギョソウ　多肥にしない

ルピナス マメ 低・中・高 3～6 黄・青・桃・白 ノボリフジ　蒸し暑さに弱い

ワスレナグサ ムラサキ 低 4～5 青・白・桃  
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（２）冬～春花壇 宿根草 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アマドコロ ユリ 中 4～5 白 半日陰

アルケミラ　モリス バラ 低 5～6 黄 蒸し暑さに少々弱い

イカリソウ メギ 低 4～5 桃・白・黄 半日陰

エビネ ラン 中 4～5 白茶・黄 半日陰

エリゲロン  カルビンスキアナス キク 低 4～7,10～11 白 ? 桃ゲンペイコギク

オステオスペルマム キク 中 4～6 桃・白・赤紫・薄黄 寒さに少し弱い　水はけ良く

オダマキ キンポウゲ 中 4～6 青・白・桃・黄・赤 夏場は半日陰に

ケマンソウ ケシ 中 4～6 白・桃 夏場は半日陰に　暑さに少し弱い　タイツリソウ

ジギタリス ゴマノハグサ 中・高 5～7 桃・白・橙・薄黄 2? 3年で消えること多い

シバザクラ ハナシノブ 低 4～5 桃・白・薄紫 斜面など水はけの良いところで

ジャーマンアイリス アヤメ 中 4～5 青・桃・黄・紫 水はけ良く

シャガ アヤメ 中 4 薄紫 半日陰

シャクヤク ボタン 中・高 5 桃・紅・白・黄・赤紫 高温多湿に少し弱い　植え替えは10月

宿根ネメシア ゴマノハグサ 低 11～6 白・桃・薄紫 花が終わったら刈り込むとまた咲く

シラユキゲシ ケシ 中 4～6 白 半日陰

シラン ラン 中 4～5 赤紫・白 夏場は半日陰で

ヒマラヤユキノシタ ユキノシタ 低 2～4 桃・赤紫・白 夏場は半日陰で

ブルーデージー キク 低・中 3～6,10～11 青・白 夏は切り戻し風通し良く、冬は暖かいところで

フレンチラベンダー シソ 中 3～6,10～11 青紫 蒸れに注意

ヘレボラス キンポウゲ 中 2～4 白・赤 クリスマスローズ他　半日陰

マーガレット キク 中・高 4～6,10～11 白・桃 暑さ寒さに少し弱い　2～3年程で形が乱れる

ミヤコワスレ キク 低・中 4～5 紫・白・桃・薄紫 夏場は半日陰で

ムラサキセンダイハギ マメ 高 5～6 青紫 バプティシア

モモイロヒルザキツキミソウ アカバナ 低 5～7 桃 こぼれ種で増える

ユリオプスデージー キク 高 10～5 黄 アブラムシに注意

ローズマリー シソ 低・中・高 11～6 青・白・桃 形状は這性・半立性・立性がある  

（３）冬～春花壇 球根植物 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アネモネ キンポウゲ 低・中 3～4 紫・赤・白・桃 球根植付時平坦部を上に

アリウム ユリ 低・中・高 5～6 青・桃・白・黄 葉は枯れるまで残す

オーニソガラム ユリ 低・中 3～5 白 庭では白花の耐寒性のある品種を

オキザリス カタバミ 低 桃・黄・白 種類多く年中何かしらの種類が咲く

ガーデンシクラメン サクラソウ 低 12～4 赤・桃・白 原種系シクラメン　冬の寒風、夏の暑さに弱い

クロッカス アヤメ 低 2～4 黄・紫・白 葉は枯れるまで残す

スイセン ヒガンバナ 低・中 12～4 黄・白 葉は枯れるまで残す

スノードロップ ヒガンバナ 低 2～3 白 葉は枯れるまで残す

スノーフレーク ヒガンバナ 中 3～4 白 葉は枯れるまで残す

チオノドクサ ユリ 低 3 青・白・桃 葉は枯れるまで残す

チューリップ ユリ 低・中 4 赤・黄・白・橙・桃・紫 原種系は数年植えっぱなしでも楽しめる

ドイツスズラン ユリ 低 4～5 白・桃 夏場は半日陰になるところで

バイモ ユリ 中 3～4 薄緑 夏場は半日陰になるところで

ハナニラ ユリ 低 3～4 白・青 こぼれ種でも増える

ヒヤシンス ユリ 低 3～4 青・白・桃・赤・黄 葉は枯れるまで残す

ヒヤシンソデス ヒスパニカ ユリ 低 4～5 青・桃・白 シラー カンパニュラータ　葉は枯れるまで残す

ムスカリ ユリ 低 3～4 青・白 葉は枯れるまで残す  
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（４）初夏～秋花壇  一・二年草（扱い） 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アゲラタム キク 低・中 6～11 青・白・桃 窒素肥料は控えめにする

イソトマ キキョウ 低 6～7 青・白・桃 ラウレンティア　切戻しして夏越し出来れば秋も開花

インパチエンス ツリフネソウ 低・中 6～11 赤・白・橙・桃・赤紫 アフリカホウセンカ　半日陰で

エボルブルス ヒルガオ 低 6～10 青 アメリカンブルー

カリブラコア ナス 低 6～11 赤紫・橙・黄・桃・紫 伸びすぎたら適宜切り戻す

キバナコスモス キク 中・高 6～10 黄・橙 花殻はこまめに切る

キンレンカ ノウゼンハレン 低・中 6～7,9～10 黄・橙 トロパエオラム（ナスタチウム）　夏の暑さに弱い

クレオメ フウチョウソウ 中・高 7～10 桃・白・赤紫 こぼれ種で次年咲くことも

ケイトウ ヒユ 低・中・高 7～11 赤・桃・橙・桃 水はけの良いところで

コスモス キク 中・高 7～11 桃・白・赤 窒素肥料は控えめにする

サルビア コクシネア シソ 中 6～11 赤・白・桃 こぼれ種で次年咲くことも

サルビア スプレンデンス シソ 低・中 6～11 赤・白・紫・桃 終わった花を切り戻す

サルビア ファリナセア シソ 低・中 6～11 青・白 一通り咲いたら切り戻しを

ジニア キク 低・中 6～11 黄・橙・桃 ヒャクニチソウ　花殻はこまめに切る

センニチコウ ヒユ 低・中 6～11 橙・赤紫・桃・白 ドライフラワーにもなる

タチアオイ アオイ 高 6～8 桃・赤・黄・紫 多年草の種類も

トウガラシ ナス 中 7～11 赤・橙・白・黄・紫 花は白色

トレニア ナス 低 6～11 青・白・桃・紫・黄 這性の品種も

ニチニチソウ キョウチクトウ 中 6～10 桃・白・赤紫・薄紫 梅雨の蒸れには弱い

ハナタバコ ナス 中・高 6～10 桃・白・赤・赤紫・黄緑 ニコチアナ

ビデンス キク 低・中・高 9? 12 黄・薄黄 ウィンターコスモス　種類によっては宿根する

ヒマワリ キク 低・中・高 7? 10 黄・橙 ヘリアンサス　宿根の種類も

ベゴニアセンパフローレンス シュウカイドウ 低・中 6～11 赤・桃・白・橙 緑葉と銅葉の種類がある

ペチュニア ナス 低 5～10 赤・白・紫・桃・黄 雨に弱い

ペンタス アカネ 中 6～11 赤紫・赤・桃・白・薄紫 花殻はこまめに切る

ポーチュラカ スベリヒユ 低 6～10 赤紫・黄・橙・白・桃 ハナスベリヒユ　陽の良く当たる乾燥気味なところで

マツバボタン スベリヒユ 低 6～9 赤紫・黄・橙・白・桃 陽の良く当たる乾燥気味なところで

マリーゴールド キク 低・中・高 6～11 黄・橙 真夏は一時花が少なくなるが切り戻すと秋に又咲く

メランポディウム キク 中 6～11 黄 こぼれ種で次年咲くことも

ランタナ クマツヅラ 低・中・高 6～11 黄・橙・桃・紫・白 コバノランタナは耐寒性強く越冬する  

（５）初夏～秋花壇 宿根草 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アガパンサス ユリ 中・高 6～7 青・白 落葉種と常緑種がある

アカンサス モリス キツネノマゴ 高 6～7 白 夏場日差しが強いところだと葉が枯れる

アスチルベ ユキノシタ 中・高 6～7 桃・赤・白 夏は半日陰で

イトバハルシャギク キク 中 7～10 黄・桃 終わった花を切戻すと秋にまた花が見られる

オイランソウ ハナシノブ 高 6～9 赤・桃・白・赤紫 ｸｻｷｮｳﾁｸﾄｳ　宿根フロックス

オオベンケイソウ ベイケイソウ 中 9～11 桃・白 メイガ幼虫の食害に注意

ガウラ アカバナ 中・高 6～10 白・桃 ハクチョウソウ　こぼれ種で増える

カクトラノオ シソ 中・高 8～9 桃・白 ハナトラノオ　地下茎で増える

ガザニア キク 低 5～10 黄・橙・桃 夏の蒸れ・冬の寒さに注意

キキョウ キキョウ 低・中 6～8 青・白・桃

キク キク 低・中 9～11 黄・橙・白・桃 スプレーギク・ポットマム等　春に切り戻しをする

キョウガノコ バラ 中・高 6～7 桃・白 半日陰で

コンボルブルス ヒルガオ 低 5～9 青・白 一年草の種類もある  
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植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

サルビア グラニチカ シソ 高 6～11 青 地下茎で増える

サルビア レウカンサ シソ 高 10～12 紫 ﾒｷｼｶﾝﾌﾞｯｼｭｾｰｼﾞ　冬の寒風の当たらないところで

シュウカイドウ シュウカイドウ 中 8～10 桃・白 こぼれ種で増える

シュウメイギク キンポウゲ 中・高 9～10 桃・白 キブネギク

宿根バーベナ クマツヅラ 低・中・高 6～10 赤紫・薄紫・桃・白 ﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾃﾈﾗ　ﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾘｷﾞﾀﾞ　ﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾎﾞﾅﾘｴﾝｼｽ

スイセンノウ ナデシコ 中・高 5～7 赤紫・桃・白 フランネルソウ

ストケシア キク 中・高 6～7 紫・桃・白 ルリギク

フユサンゴ ナス 中 7～12 橙 花は白色　寒さに少し弱い

プルネラ シソ 低 5～8 桃・薄紫・白 タイリンウツボグサ　夏場半日陰で

ベニバナサワギキョウ キキョウ 高 7～9 赤 湿地を好む

ヘメロカリス ユリ 中・高 6～7 黄・橙・桃 デイリリー

ミソハギ ミソハギ 高 7～8 赤紫 湿地を好む　少し大型のエゾミソハギは桃花もある

モミジアオイ アオイ 高 7～9 赤 高さ２ｍにもなる

ユウゼンギク キク 低・中・高 8～11 青紫・赤紫・桃・白 初夏に一度切り戻しを

リアトリス キク 中・高 6～8 赤紫・白

リンドウ リンドウ 低・中・高 8～10 青紫・白・桃

ルドベキア‘タカオ’ キク 高 7～10 黄 こぼれ種で増える  

（６）初夏～秋花壇 球根植物 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

カラー サトイモ 中・高 6～７ 白・黄・桃 湿地を好むｵﾗﾝﾀﾞｶｲｳは比較的寒さに強い

カンナ カンナ 低・中・高 7～10 赤・黄・橙・桃・白 種から育てる矮性種もある

グラジオラス アヤメ 中・高 7～9 赤・黄・橙・桃・白・紫 球根を植える時期をずらすと長い間楽しめる

クロコスミア アヤメ 高 7 黄・橙 モントブレチア

コルチカム ユリ 低 10 桃・薄紫 イヌサフラン　　春になると幅広の葉が出る

サフラン ユリ 低 11 青紫 葉は枯れるまで取らない

ステルンベルギア ヒガンバナ 低 9～10 黄 キバナタマスダレ

ゼフィランサス ヒガンバナ 低 6～10 白・桃・黄 レインリリー・タマスダレ・サフランモドキ

ダリア キク 低・中・高 6～10 黄・橙・赤・桃・赤紫 高温多湿に弱い

ユリ ユリ 中・高 6～8 白・桃・黄・赤 種類により適地が違う

リコリス ヒガンバナ 中 8～10 赤・白・黄・橙・桃 ヒガンバナ・ナツズイセン・キツネノカミソリ他
 

（７）カラーリーフ（グランドカバー） 

植物名 科名 草丈 鑑賞期 色 備考

アジュガ シソ 低 周年 緑・紫・茶 春に紫花

ギボウシ ユリ 低・中・高 4～11 緑・黄緑・黄斑・白斑 ホスタ　夏に薄紫・白などの花

コリウス シソ 低・中・高 5～11 緑・黄緑・赤・斑入 耐寒性無い 長く楽しむには花を刈り込む

シロタエギク キク 中（低） 周年 灰 まめに刈り込み低く保つ

セラスチューム ナデシコ 低 12～6 灰 春に白花　蒸れに弱いので夏越しは難しい

ツルニチニチソウ キョウチクトウ 低 周年 白斑・黄斑・緑 ビンカ　春に紫や白い花

ツワブキ キク 中・高 周年 緑・白斑・黄斑 秋に黄花

ハゲイトウ ヒユ 中・高 7～10 赤・橙・黄・赤茶 アマランサス　耐寒性無い

ヒューケラ ユキノシタ 低 周年 緑・紫・黄・橙・白斑 ツボサンゴ　春から夏に赤や白などの花

ブルンネラ ムラサキ 低 周年 緑・銀 春に青花　半日陰で

ミセバヤ ベンケイソウ 低 周年 灰緑 秋に桃花、紅葉　岩場などに

メキシコマンネングサ ベンケイソウ 低 周年 緑 春に黄花

ユキノシタ ユキノシタ 低 周年 白斑・五色・黄 初夏に白花　半日陰で

ラミアストラム シソ 低 周年 白斑・銀斑 ラミウム　春に黄花

リシマキア ヌンムラリア サクラソウ 低 3～12 緑・黄緑 春に黄花　夏場は半日陰で
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  第２章 基本材料表（工種別） 

 

数　量 単位

野面積み用石材 4.8㎡ 2.5 トン

小舞垣下の石積み用石材 1.8㎡ 1.2 トン

３寸角 4000 2 本

貫板（マツ又はヒノキ） 45×90×4000 3 枚

晒竹又は山割り竹 5 束

コーキング材　クリア 7 本

銅線　♯18番 1 束

コーススレッドビス 90 若干

マスキングテープ 4 本

御影石 100×100×900 50 本

御影石(黒） 90×30×300 20 本

景石 5 個

園路用石材 50 個

飛石 4 個

マサ土系舗装材 5 袋

砕石 0.3 立米

常緑樹（単木） H：3000～3500 1 本

常緑樹 H：3000　W：1500 1 本

常緑樹 H：2500　W：1500 1 本

常緑樹 H：2000　W：1000 1 本

株立ち H：3500 1 本

株立ち H：3500 1 本

株立ち H：2500～3000 1 本

株立ち H：2000 1 本

落葉樹（株立ち） H：3500 1 本

針葉樹 H：3000　 1 本

カシ H：2500　W：1000 1 本

花木 H：1500～2000 1 本

マツ(仕立物） H：1000 1 本

低木 20 本

石の水鉢 径450 1 個

台石（石の水鉢用） 1 個

花鉢 径300 1 個

竹の花籠材料

ビリ砂利 ５㎡ 20 袋

花 0.7㎡ ポット

下草 2.35㎡ 120 ポット

コケ ４．１㎡ 4.5 ㎡

枠木 20 ｍ

小舞垣

園　路

その他

植　栽

石積み

材　　料　　名

50

寸法又は規格
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  第３章 市民アンケート結果 

（Ｑ１）お住まいの庭は、どのような庭ですか。 

実数 %
563 100.0

1 自然風の庭 201 35.7
2 駐車場と兼用 98 17.4
3 家庭菜園 64 11.4
4 和風庭園 56 9.9
5 洋風庭園 46 8.2
6 庭はない 82 14.6
7 その他 16 2.8

全体

家庭菜
園

11.4%

和風庭
園

9.9%

庭はな
い

14.6%

その他
2.8%

洋風庭
園

8.2%

駐車場
と兼用
17.4%

自然風
の庭
35.7%

 

（Ｑ２）庭で、どのように楽しんでいますか。３つ以内でお選びください。 

実数 %
481 100.0

1 草花を育てる 303 63.0
2 果樹や野菜を育てる 183 38.0
3 眺めて楽しむ 151 31.4
4 庭木の手入れ 147 30.6
5 庭に出てのんびり過ごす 51 10.6
6 ペットと遊ぶ 38 7.9
7 友人や家族との交流 26 5.4
8 野鳥や昆虫とふれあう 21 4.4
9 ゴルフの練習 5 1.0

全体

10 その他 30 6.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

 

（Ｑ３）将来、庭の改造（リ･ガーデン）を考えていますか。 

481 100.0
1 今のところまったく考えていない 266 55.3
2 時期は未定だが将来的に行いたい 153 31.8
3 検討中 38 7.9
4 既に改造済み 13 2.7

全体

5 現在実施中 11 2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 

（Ｑ４）どのような庭に変えたいですか（変えましたか）。３つ以内でお選びください。 

実数 %
215 100.0

1 自分で手入れができる庭 103 47.9
2 維持管理の手間が少ない庭 102 47.4
3 果実・野菜など収穫ができる庭 74 34.4
4 花の庭 53 24.7
5 ウッドデッキをつくる 40 18.6
6 ペットと遊べる庭 19 8.8
7 洋風庭園 18 8.4
8 遊び場がある庭 16 7.4
9 ライトアップの庭 15 7.0
10 駐車場をつくる 14 6.5
11 和風庭園 12 5.6
12 池と流れのある庭 12 5.6
13 バリアフリーの庭 10 4.7
14 その他 9 4.2

全体 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
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実数 %
563 100.0

1 知っている 133 23.6
2 知らない 430 76.4

全体

知ら
ない
76.4%

知っ
てい
る

23.6%

（Ｑ５）庭をつくるなら、予算はどれくらいですか。 

実数 %
215 100.0

1 30万円以下 143 66.5
2 31万～50万円 40 18.6
3 51万～100万円 27 12.6
4 101万～200万円 3 1.4
5 201万円以上 2 0.9

全体 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

 

（Ｑ６）庭の業者を探す手段は、何ですか。３つ以内でお選びください。 

実数 %
215 100.0

1 インターネット 107 49.8
2 園芸店やホームセンター 95 44.2
3 友人、知人の紹介 90 41.9
4 ハウスメーカーや工務店の紹介 42 19.5
5 広告チラシ 32 14.9
6 テレビや雑誌 22 10.2
7 ガーデンショー等の展示会 15 7.0
8 電話帳 14 6.5
9 役所で聞いて 5 2.3
10 看板 2 0.9
11 その他 7 3.3

全体 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 

（Ｑ７）庭の業者を選ぶ基準は何ですか。３つ以内でお選びください。 

実数 %
215 100.0

1 価格が手頃 146 67.9
2 確かな技術 102 47.4
3 良い提案をしてくれる 95 44.2
4 実績が豊富 57 26.5
5 感じの良さ 39 18.1
6 見積りが分かりやすい 35 16.3
7 説明が分かりやすい 26 12.1
8 友人・知人の紹介 24 11.2
9 造園技能士資格を持っている 15 7.0
10 家の近所 11 5.1
11 雑誌等で有名 1 0.5
12 規模が大きい 0 0.0
13 その他 2 0.9

全体 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

 

 

（Ｑ８）国家資格「造園技能士」をご存知ですか。 
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（Ｑ９）造園業者に対する要望は何ですか。3つ以内でお選びください。 

481 100.0
1 気軽に相談したい 179 37.2
2 手入れ方法を教えてほしい 156 32.4
3 分かりやすい見積りを提示してほしい 154 32.0
4 イメージしやすいプランを提示してほしい 129 26.8
5 維持管理まで相談したい 82 17.0
6 作業や内容を説明してほしい 63 13.1
7 もっとアドバイスがほしい 44 9.1
8 近所に配慮してほしい 34 7.1
9 作業態度に気を付けてほしい 33 6.9
10 センスを磨いてほしい 31 6.4
11 花の知識を増やしてほしい 30 6.2
12 その他 52 10.8

全体 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

 

実数 %
全体 563 100.0

1 男性 319 56.7
2 女性 244 43.3

男性,
56.7%

女性,
43.3%

実数 %
全体 563 100.0

1 40～49歳 179 31.8
2 30～39歳 139 24.7
3 50～59歳 136 24.2
4 60～69歳 81 14.4
5 70歳以上 28 5.0

70歳以
上, 5.0%

60～69
歳,

14.4%

50～59
歳,

24.2%

40～49
歳,

31.8%

30～39
歳,

24.7%

 

１．あなたの年齢をお選びください。 

 
２．あなたの性別をお選びください。 

 

 

 

３．おすまいの地域をお選びください。 

実数 %
563 100.0

1 関東（東京除く） 128 22.7
2 東京 74 13.1
3 中部 74 13.1
4 近畿 73 13.0
5 九州・沖縄 58 10.3
6 東北 43 7.6
7 北海道 36 6.4
8 中国 32 5.7
9 四国 25 4.4
10 北陸 20 3.6

全体 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

 

４．お住まいの敷地面積をお選びください。 

実数 %
全体 563 100.0

1 51平方メートル～75平方メートル 122 21.7
2 201平方メートル以上 105 18.7
3 50平方メートル以下 101 17.9
4 101平方メートル～150平方メートル 90 16.0
5 76平方メートル～100平方メートル 85 15.1
6 151平方メートル～200平方メートル 60 10.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
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