
 

 

 

  

 

 

 一般社団法人京都造園建設業協会は、永年
にわたる造園修景に関する経験と伝統的な京
都の造園技術を駆使して公園緑地・道路植栽
等の整備や育成管理を担ってきました。 
 
当協会では、『緑の文化首都・京都』の緑

の創造・管理・育成に重点を置き、組織体制
の整備・充実に努めているところです。 

 
また、街路樹剪定士・植栽基盤診断士及び

全国に先駆けて立ち上げた公園樹管理士等の
緑に関する専門資格の普及拡大に力を入れて
おり、周辺環境にふさわしい植栽景観の創
出、樹木の健康保全と育成という大きな使命
を掲げ、緑の専門技術者の育成に取り組んで
おります。 

 
さらに、多くの文化遺産を有する世界があ

こがれる観光都市・京都の景観にふさわしい
都市緑化のあり方を日々追い求めながら、近
年の都市型災害や気候変動を和らげる特性を
持つ緑の活用促進への期待についても認識し
ており、これらの実現に向け、伝統的な造園
技術を継承するだけでなく、これまでにない
工夫や新技術の開発を目指し、日々研鑽して
参ります。 

 
国内外から京都にお越しになる約 5,000 万

人の方々を『京の緑』でおもてなし出来るよ
う協会員一丸となって取り組んで参ります。 

アクセス 
 
住所  
〒604-0934  
京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町 231 
二条麩屋町ビューハイツ 2-4 

 

電話 075-256-1956 
 

ＦＡＸ 075-251-0216 
 
URL http://kyotofuzoen.or.jp/ 

 

Ｅmail zoen@mint.ocn.ne.jp 
 

交通 
地下鉄・東西線／京都市役所前駅 9 番出入口  
徒歩 3 分 

基本方針  
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一般社団法人 京都造園建設業協会は、1972
年（昭和４７年）の創立より、都市緑化の推進
や緑化技術の向上にかかわる活動を幅広く行っ
てきました。 
 私たちは、「生きている」植物を相手に技術
と時間をかけて、植物を元気に美しく育て、よ
り良い風景・景観をつくり守っています。 
 今日では、個人住宅で庭を持つことは年々困
難となっていますが、緑や自然が愛されている
ことには変わりありません。 
そこで、まち（公共）の緑が今まで以上に重

要な存在となっています。 
京都のまちの緑の「量」は、公園整備や街路

樹植栽等により少しづつ増加しています。 
しかし、緑の「質」については、なお一層の

改善が必要と考えています。例えば、雑草の繁
茂や落下枝などは、まちの緑として相応しいも
のではありません。 
 当協会では、まち（公共）の緑の質の向上を
目指し、街路樹剪定士や公園樹管理士等の専門
の資格者による取組を進めています。特に公園
樹管理士については、当協会が全国に先駆けて
定めた造園資格ですが、全国的な広がりを見せ
ています。 
 これからも、みどりあふれる京都の風景・景
観を美しく健全に守り育てる努力を続けて参り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  
  
  一般社団法人 京都造園建設業協会  

会 長   加 藤 大 貴 
 

 

ごあいさつ 

協会の組織図 

 

 

沿 革 
 
創   立 1972 年 10 月 5 日 

    京都造園建設業協会 
 
法人改組 1988 年 3 月 24 日 

    社団法人 京都府造園建設業協会 
 
組織改編 2013 年４月 1 日 

    一般社団法人 京都府造園建設業協会 
 
名称変更 2014 年 2 月 20 日 

    一般社団法人 京都造園建設業協会 

 

造園建設業とは 

つくる 
 都市にみどりの癒し空間や良好な景観を創造

します。（公園、街路樹、庭園・・・） 

まもる 
 公園、街路樹、庭園等のみどりを安全・健康

で美しい空間として守り続けます。 

（除草、剪定・伐採、植替え・・・） 

そだてる 
 みどりの多様な特性を活かし、将来の姿を見

据えた育成管理を進めます。 

 （景観、環境、安らぎ・・・） 

 

総  会 

理事会 監 事 

事務局 

執行理事（副会長） 

代表理事（会長） 

常任理事 

 

 

なりたち 

理 事 

総務財務 
委 員 会 

事    業 
委 員 会 

情報・資格 
委 員 会 

 



 

 

 

内部教育 
 

 造園の専門技術者を育成することで、更な
る緑化技術の向上や次代の担い手育成に努め
ています。 
 また、公共工事の安全施工や品質向上を目
指し、講習会等に取組んでいます。 
 ・街路樹剪定士 
 ・公園樹管理士 
 ・植栽基盤診断士 
 ・安全講習会 
 ・公共工事等勉強会 

 

 

緑化啓発 
 

 緑化イベントや関係プロジェクトにおい
て、緑化の意義や魅力等を発信しています。 
 ・梅小路公園グリーンフェア 
 ・日本庭園を世界に発信プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害協定 
 

 災害時には、行政機関と連携して対応でき
るよう連絡体制・役割分担等に関する協定を
結び不測の事態に備えています。 
 ・防災協定（環境省） 
 ・防災協定（京都市） 
 

技術協力（提供） 
 

 造園技術の周知を図る一環として、樹木剪定
の奉仕活動や日本庭園の魅力発信に向けた海外
作庭事業への協力を進めています。 
 ・京都府庁内中庭の樹木剪定（京都府） 
 ・宝が池公園内の樹木剪定（京都市） 
 ・ロンドンの日本庭園（イギリス） 
 ・青島の日本庭園（中国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策提案・協働施行 
 

都市緑化（道路・公園等における緑化）に関
する政策的な提案や技術協力により、緑豊かな
まちなみ景観の創生、健全な樹木の育成、身近
な庭園景観の実現、都市型水害・ヒートアイラ
ンド現象の緩和等に貢献しています。 
・街路樹の二段階剪定（透かし剪定） 
・街路樹の新規植栽・更新（植栽技術） 
・雨庭(グリーンインフラ）の技術協力 
・“桜の京(はなのみやこ)”(桜新名所づくりを提言) 

協会の活動 

 

 

 

 

  

伝統的な技術『透かし剪定』 
 

 透かし剪定とは、「込み合っている枝を適
度に間引く剪定方法」と規定されます。 
夏暑く冬寒い京都の気候風土の上に培われ

てきた伝統技法であり、造園職人が、代々築
き上げた樹木剪定技術の総称で全国的にも普
及しています。 
《特徴》 
・風通しがよく、病害虫の発生を予防 
・美しい樹形が爽やかな並木景観を実現 
・落ち葉負担の軽減 
 

革新的な取組『雨庭』 
３ 

 当協会では、防災型庭園植栽『雨庭』に取
組んでいます。 
 これは、降った雨を一時的に貯留し、１日
～２日間かけて地中に浸透させる庭園型の植
栽です。 
 庭園文化を身近に体感できる「文化の緑」
であるうえ、近年頻発する都市型水害を低減
する「防災の緑」でもあり、単なる植栽では
なく、京都の都市基盤を構成する「京都型グ
リーンインフラ」といえる取組です。 
 雨庭は、レインガーデンとして欧米から発
信されましたが、京都の寺社においては古く
から取り入れられており、京都こそ「雨庭」
を発信すべき都市であると考えています。 

伝統と革新 

  

  



 

 

 

 

                    50 音順‐1 

会 社 名 
所 在 地 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 
電子メールアドレス 

(株) 青木農園 
右京区太秦 075-463-7182 075-462-5122 
e-aoki@xpost.plala.or.jp 

(株) 青山造園 
左京区静市 075-754-8407 075-754-8408 
aoyamazouen@corp.odn.ne.jp 

(有) 嵐山造園 
右京区嵯峨 075-882-7354 075-871-3855 
arz-brains@kvp.biglobe.ne.jp 

(株) 石武造園 
北区小山 075-491-0141 075-491-9051 
ishitake-zouen@nike.eonet.ne.jp 

石豊造園土木(株) 
久御山町 075-631-6959 075-632-1212 
greenbank@ishitoyo.co.jp 

(株)茨木春草園 
中京区二条通 075-211-3418 075-501-8400 
em-ibaraki@iba-shun.co.jp 

(株) 植藤造園 
右京区山越 075-871-4202 075-861-7280 
info@uetoh.co.jp 

(株) 植治造園 
西京区大枝 075-331-0137 075-331-3769 
ueharuzouen@plum.ocn.ne.jp 

植彌加藤造園(株) 
左京区鹿ケ谷 075-771-3052 075-752-0154 
kyoto-office@ueyakato.co.jp 

(株) 植芳造園 
右京区太秦 075-861-2880 075-861-6947 
info@ueyoshi-kyotogarden.com 

(株)右京野造園 
西京区大原野 075-331-4137 075-332-1508 
ukyono@clover.nifty.jp 

(株) 大平造園 
右京区常盤 075-871-2308 075-871-4234 
ohira@mwa.biglobe.ne.jp 

(株) 岡田造園 
南区唐橋 075-691-8340 075-671-5067 

okadazen@basil.ocn.ne.jp 

(株) 加藤造園 
右京区花園 075-463-7110 075-464-4034 
office@katozoen.jp 

(株) 川勝造園 
北区鷹峯 075-491-2828 075-491-2992 
zouen@cb.wakwak.com 

(株)かわなみ緑花園 
伏見区桃山 0774-22-8582 0774-24-8048 

info@e-kawanami.com 

(株) 河原造園 
西京区松尾 075-381-3036 075-393-0032 
k.kzouen@alpha.ocn.ne.jp 

(有) 河原造園 
右京区嵯峨 075-861-1468 075-882-2535 
Kawahara.3512m@alto.ocn.ne.jp 

(株)河原勝庭園 
西京区松尾 075-381-7327 075-381-7108 
kawaharakatu@aol.com 

(株) コザクラ 
南丹市園部町 0771-63-0222 0771-63-1137 
taku139@hotmail.com 

(株)小島庭園工務所 
西京区松尾 075-381-3101 075-391-1628 
info@kojimateien.co.jp 

(株) 小林造園 
北区紫竹 075-491-4256 075-491-9432 
info@kobayashizoen.com 

(株) 斉藤造園 
西京区大原野 075-331-9081 075-332-6483 
nigel@mti.biglobe.ne.jp 

三和地建 (株) 
山科区小山 075-594-5503 075-594-5507 
sanwa@tg8.so-net.ne.jp 075-594-5507 

(株) 鈴木庭園 
右京区嵯峨 075-861-2903 075-861-8030 

suzukiteien@cronos.ocn.ne.jp 

 

 

会員一覧(あ～さ行)
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                                  50 音順-2 

会 社 名 
所 在 地 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ 

電子メールアドレス 

ス ミ イ 造 園 
山科区小山 075-592-2680 075-581-5452 
sumii036@maia.eonet.ne.jp 

(株) 曽根造園 
北区原谷 075-462-6058 075-463-5526 
hogan@mbox.kyoto-inet.or.jp 

(株) 大幸造園 
左京区田中 075-701-5631 075-723-5717 
dali2ko5zoen@vesta.ocn.ne.jp 

(株)髙石造園土木 
左京区聖護院 075-751-1717 075-751-1720 
takaishi@k9.dion.ne.jp 

(株) 玉井造園 
伏見区向島 075-611-6715 075-621-0096 
h-tamai@aurora.ocn.ne.jp 

(株)ちきりやガーデン 
山科区勧修寺 075-571-1500 075-573-7787 
web@chikiriya-garden.co.jp 

(株) 豊田造園 
西京区樫原 075-381-3182 075-392-1128 
e-toyoda@silk.ocn.ne.jp 

永井造園 (株) 
右京区嵯峨 075-861-2386 075-861-8065 
nagai-zoen@kyoto.zaq.ne.jp 

(株) 中山造園 
右京区太秦 075-872-9077 075-872-9077 

z-nakayama@ares.eonet.ne.jp 

(株) 野間造園 
山科区大塚 075-594-0184 075-501-4828 
nomazoen@beige.plala.or.jp 

(株)野村造園土木 
右京区嵯峨 075-861-0662 075-872-7122 
nomura-ge@deluxe.ocn.ne.jp 

花豊造園 （株） 
下京区大宮五条 075-341-2246 075-361-0961 
soumu@hanatoyo.co.jp 

(株)林造園建設工業 
西京区大原野 075-331-0354 075-332-4366 

green@hayashizouen.co.jp 

樋口造園 (株) 
上京区七本松通 075-462-1385 075-464-6120 
kyoto-zouen@higuti.co.jp 

藤 廣 造 園 
山科区北花山 075-591-8550 075-593-5677 
ｇreenman.514.pl@leto.eonet.ne.jp 

(株)水田造園緑地 
山科区音羽 075-591-3128 075-593-0231 

kyouto@mizuta-zouen.co.jp 

都造園土木(株) 
京田辺市 0774-62-2475 0774-62-2695 
office@miyakozouen.jp 

村岸造園 (株) 
伏見区深草 075-641-1018 075-641-6934 
muragishijp@ceres.dti.ne.jp 

矢田造園建設(株) 
南区吉祥院 075-672-2312 075-661-2125 
uetoku@axel.ocn.ne.jp 

(株) 山口造園 
西京区山田 075-381-3533 075-392-6682 
yamaguch@muj.biglobe.ne.jp 

(株) 山田造園 
伏見区深草 075-641-9149 075-644-5070 
kyoto@yamada-zoen.com 

（株）吉田造園 
北区衣笠 075‐464-5226 075-468-3363 
info@yoshidazoen.com 

𠮷村造園 (株) 
左京区北白川 075-721-8866 075-722-4545 
ｙoshimurazouen-1969@movie.ocn.ne.jp 

(株) 吉村造園 
伏見区久我 075-921-9687 075-921-2021 

yosi3m@apricot.ocn.ne.jp 

(株) 洛北造園 
北区大宮 075-491-2553 075-491-3121 
rakuhoku@swan.ocn.ne.jp 

 

 
 
 
 
                     所在地別 

所在地 会   社   名 

北 区 
(株)石武造園、(株)川勝造園、(株)小林造園、 

(株)曽根造園、吉田造園、(株)洛北造園 

上京区 樋口造園(株) 

左京区 
(株)青山造園、植彌加藤造園(株)、 

(株)大幸造園、(株)髙石造園土木、𠮷村造園(株) 

中京区 (株)茨木春草園（二条通河原町東入） 

東山区 ― 

山科区 
三和地建(株)、スミイ造園、(株)ちきりやガーデン、

(株)野間造園、藤廣造園、(株)水田造園緑地 

下京区 花豊造園（株） 

南 区 (株)岡田造園、矢田造園建設(株) 

右京区 

(株)青木農園、(有)嵐山造園、(株)植藤造園、 

(株)植芳造園、(株)大平造園、(株)加藤造園、 

(有)河原造園、(株)鈴木庭園、永井造園(株)、 

(株)中山造園、(株)野村造園土木 

西京区 

(株)植治造園、(株)右京野造園、(株)河原造園、 

(株)河原勝庭園、(株)小島庭園工務所、 

(株)斉藤造園、(株)豊田造園、 

(株)林造園建設工業、(株)山口造園 

伏見区 
(株)かわなみ緑花園、(株)玉井造園、 

村岸造園(株)、(株)山田造園、(株)吉村造園 

久御山町 石豊造園土木(株) 

南丹市 (株)コザクラ（園部町） 

京田辺市 都造園土木(株) 

会 員 数 合計 50 社 

《詳細は各社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を参照してください》 
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