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改良後のマルチングの手法を取り入れ治療を行ってきた。
㈱、㈱ダイショーフォレスト、㈱タカショー、㈱高橋植木、東武緑地㈱、日日石材㈱、フォレストガーデン、㈱富士植木、㈱ブリッジ、北
掘取り根巻き：外周部を大きくバックホウで掘り、その後は
ため調整が困難であった。
部緑地㈱・草星舎、㈱丸山製作所、NPO 根に傷をつけないよう人力で少しずつ探りながら根鉢を作
緑の大地会、㈱柳島寿々喜園、㈱山梅、㈱ライフ計画事務所、㈱ランド（賛助会員随時募集中）
り、根巻きを行った。台風の影響により掘取り日程が早まっ
粘り強い協議の結果、公
たため、根鉢の乾燥対策として水分を含んだ水苔を巻付けた。
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第 12 回「一造会大賞」作品募集
一造会大賞の趣旨
一造会大賞は、一造会会員をはじめとする造園施工管理技術者の技術や努力を表彰・認定するものです。多様な
造園の設計、工事、管理、開発など、分野は問いません。また、対象（現場、物件）の大小も問いません。
対象で与えられた条件の中で、どのような工夫・努力をしたか、造園技術者の取り組みとその成果を顕彰するこ
とが大きな目的です。あなたの取り組みをまとめ・検証することが明日の技術に繋がります。ぜひご応募ください。

応募から発表までの流れ

造園ＣＰＤ取得のチャンスは３回！
(1) 応募することでポイント獲得！

5 月 1 日～ 7 月１日

応募申請受付

応募で、造園 CPD
5.0 ポイント！

「一造会大賞」は造園 CPD 制度の認定プログラムです。
認定プログラムへ応募した者には１応募作品につき造園 CPD5.0 単位
（※ 290）
取得できます。ただし連名で応募される場合は応募責任者（提
出資料作成に従事した者）のみに単位が付与されます。

～ 7 月 31 日

応募作品提出

(2) 受賞によってポイント獲得！

追加の資料提出を
お願いする場合も
あります

「一造会大賞」での受賞は造園 CPD 制度の認める成果とみなされます。
よって大賞及び優秀賞の受賞者および受賞チームには造園 CPD が付
与されます。取得単位数は各賞によってことなります。
大賞受賞者には 40.0 単位（※ 505）
、優秀賞受賞者には 20.0 単位（※
505）、特別賞受賞者には 10.0 単位（※ 505）が付与されます。また、

8 月末（予定）

選考委員会

最優秀賞の受賞者には
副賞が贈られます。
さらに、造園ＣＰＤ
40.0 ～ 10.0 ポイント！

複数名によるチーム応募の場合は責任者に各賞の受賞単位、その他担
当者、連名者には各人に 10.0 単位（※ 506）が付与されます。
(3) 授賞式で発表してポイント獲得！
「一造会大賞」の各賞受賞者には授賞者発表会で発表して頂きます。
この受賞発表会も造園 CPD 制度の認定プログラムです。

10 月 26 日（木）

受賞・発表会

受賞者は
パワーポイントで発表。
発表会で、造園ＣＰＤ
20.0 ～ 10.0 ポイント！

応募要領
■ 審査
一造会大賞審査委員会
審査委員長 藤井 英二郎 千葉大学名誉教授
審査委員 一造会フェロー、各部会長ほか
■ 選考方法について
選考は設計、工事、管理、開発等において、応募書類に基づき、
次に示す視点から選考委員会で行います。
① 造園技術の伝承・開発
② 地域社会への貢献
③ 現場条件の活用及び対処
④ 環境・景観への配慮
⑤ 時間軸を意識した空間の提供
■ 応募資格
応募の資格者は、下記の方になります。
① 一造会会員
② 一造会会員と共同での応募
③ 一造会会員から推薦を受けた方

認定プログラムで論文等を発表した者には造園 CPD 単位が取得でき
ます。
複数名によるチーム応募の場合は発表者に 0.4 単位 / 分（※ 205）
、
連名者には 0.2 単位 / 分（※ 206）が付与されます。
※造園ＣＰＤ制度

教育形態表（2015.2.26）の番号

■ 募集期間
応募申請受付：平成 29 年 5 月 1 日～平成 29 年 7 月 1 日
作品提出期限 ：平成 29 年 7 月 31 日
■ 応募方法
一造会ホームページの応募フォームからお申込みいただくか、下
記必要事項をご記入の上、E-mail、FAX にてエントリーください。
① 氏名 ②所属（部署役職まで） ③ E-mail ④ 連絡先 TEL
⑤ 応募内容のジャンル（次の 5 種から選択）
a 設計 b 造園工事 c 土木工事 d 管理業務 e その他
⑥ 応募のテーマまたは簡単な内容
■ 受賞発表
一造会大賞審査委員会による厳正な審査の結果を 9 月中旬（予定）
に WEB 上で発表いたします。
また表彰式・受賞作品発表会は 10 月 26 日（木）に開催の予定です。
■ 応募＆問合せ先

一造会事務局 E-mail : info@icz.jp
TEL:03-6455-0426 FAX:03-6455-0427

応募申請受付「エントリー」はホームページで受付中

