
令和4年度（８月時点）

派　遣　日

1 4月13日

7月2日

2 7月19日

3 7月30日

4 8月4日

5 8月10日

派　遣　日

1 4月2日

2 7月8日

3 7月20日

4 8月6日

5 10月11日

6 12月21日

派　遣　日

1 5月12日

2 6月12日

3 9月17日

4 9月29日

5 11月21日

6 11月28日

7 12月16日

8 12月24日

9 2月12日

10 2月15日

11 2月6日

12 2月9日

13 3月18日

派　遣　依　頼　者 ア　ド　バ　イ　ザー名 内容

清武地域まちづくり協議会 宮田　義規 清武地区交流センター内にある銀杏回復のアドバイス

北郷町商工会 熊野　稔 日南市北郷町の町づくりに関する意見交換会

令和3年度

派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名 内　　　容

宮崎大学 宮田　義規 樹木（桜）回復のアドバイス

中部港湾事務所 伊藤　慎一朗 青島漁港海岸・植栽再配置に関するアドバイス(現地視察)

中部港湾事務所 伊藤　慎一朗 青島漁港海岸・植栽再配置に関するアドバイス(会議)

井上　康志 ”前目ん山”展望台設置事業に対するアドバイス

中部港湾事務所

美郷町教育委員会 北川　義男 旧田代小学校グラウンド緑化公園整備事業

高岡土木事務所 宮田　義規 道路改良に伴う樹木の移植等に関するアドバイス

矢野産業株式会社 熊野　稔 廃校の活用に関するアドバイス

宮田　義規 樹木（庭木）の育て方に関するアドバイス等

中部港湾事務所

東木場　昭裕 日向市景観セミナー「風景をキリトル！親子でカメラ入門講座」の講師

五ヶ瀬町

清武地域まちづくり協議会 宮田　義規 桜の育成に関するアドバイス

日向市 東木場　昭裕 第9回日向市景観賞に対するアドバイス

加納地域まちづくり協議会 宮田　義規 樹勢回復に関するアドバイス

NPO法人　安井息軒顕彰会 宮田　義規 景観改善のための剪定講習会の講師

関西　剛康 緑地連絡橋に関するアドバイス

日向市 伊藤　慎一朗 金ヶ浜園地のハード整備計画に対するアドバイザー協議

前目温故知新の会

令和2年度

派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名 内　　　容

西都市 松竹　昭彦 記紀の道に隣接するゴミ集積所の修景検討

宮崎県福祉総合センター

日向市

星野　裕司 土々呂漁港海岸東浜地区の護岸整備に関わる景観まちづくりワークショップ北部港湾事務所

工藤　登紀子 五ヶ瀬町景観計画策定に関するアドバイス

倉本　梨代 サイドスロープの色彩に関するアドバイス

景観アドバイザー　派遣実績

加納地区まちづくり協議会 宮田　義規 枝垂れ桜樹勢回復作業に関するアドバイス

宮崎土木事務所 服部　雅樹 高千穂通りの植栽に関するアドバイス

綾町役場 大西　律子　(臨時) 自然を体感できる市街地づくりに関するアドバイス

前目温故知新の会 関西　剛康 里山のテラス前目ん山公園整備事業のアドバイス



派　遣　日

1 平成31年4月20日

2 平成31年4月25日

3 平成31年4月26日

4 令和1年5月29日

5 令和1年6月11日

6 令和1年7月25日

7 令和1年8月2日

8 令和1年8月4日

9 令和1年8月8日～9日

10 令和1年8月17日

11 令和1年8月21日

12 令和1年8月27日

13 令和1年9月12日

14 令和1年10月2日

15 令和1年10月8日

16 令和1年10月24日

17 令和1年10月26日

18 令和1年11月1日

19 令和1年11月3日

20 令和1年11月3日

21 令和1年11月16日

22 令和2年1月16日

23 令和2年1月23日

24 令和2年1月26日

25 令和2年2月6日

26 令和2年2月8日

日向市

黒田　博司 多年草の植栽に関するアドバイス等

松竹　昭彦
天岩戸地区まちづくりワークショップ・交流センター及びポケットパーク
建設に伴うアドバイス

日向市景観講演会

高岡土木事務所

延岡土木事務所

東浜地区の景観に配慮した護岸整備に関するアドバイス

宮崎県北部港湾事務所 星野　裕司 東浜地区の景観に配慮した護岸整備に関する事前協議

宮崎県北部港湾事務所 星野　裕司

倉本　梨代 本庄橋、宮王丸橋（案）の高欄・親柱等のデザイン設計

宮田　義規

草木の相談会

こどものくに８０周年記念ワークショップ

日向市 宮田　義規

沿道修景指定樹木の診断及び保全計画の助言

綾町

日向土木事務所

まなび野自治会 宮田　義規 桜並木と花のまちづくり研究会

延岡土木事務所 伊藤　慎一朗 県道　延岡インター線　花植デザインの助言

まんま倶楽部 大井手　健二

宮崎県建築士会延岡支部女
性委員会

油津赤レンガ館の庭の整備、設計についてのアドバイス

日向市

日向市

宮崎県福祉総合センター

山口　ひろ子

空間デザイン、インテリアパースを学ぶ

カラーブランディングデザイナーによる良好な景観形成のアドバイス

大﨑　幸

三股町

第1回　樹木医による藤花剪定・管理入門講座

親子でインテリア入門講座

宮田　義規

宮田　義規

大﨑　幸

延岡土木事務所 黒田　博司 国道２１８号干支大橋塗装塗替に関する相談

まなび野自治会 宮田　義規 桜の病気診断および植え替え等についてのアドバイス

清武地域まちづくり協議会 宮田　義規 桜の育成に関するアドバイス及び土壌改良・樹木の回復

令和元年度

派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名 内　　　容

荒平山再生ボランティアの会 宮田　義規 荒平山再生ボランティアの会への植栽全般についてのアドバイス

川村　宣元

高千穂町

環境美化活動事業加納地域まちづくり協議会 宮田　義規

大﨑　幸

オリンピック聖火リレーにおける沿道修景に関する協議

田野地区生涯学習推進協議
会

日向市 伊藤　慎一朗

樹木（庭木）の育て方に関するアドバイス

宮田　義規

日向土木事務所管内景観研修

第4回日向市景観セミナー「全市緑花・花づくり相談会」

日向市

第２回　樹木医による藤花剪定・管理入門講座

伊藤　慎一朗

こどものくに 宮川　央輝



派　遣　日

1 平成30年4月10日

2 平成30年4月13日

3 平成30年4月15日

4 平成30年4月29日

5 平成30年5月12日

6 平成30年6月8日

7 平成30年6月13日

8 平成30年7月3日

9 平成30年7月24日

10 平成30年7月28日

11 平成30年8月2日

12 平成30年8月8日

13 平成31年2月18日

14 平成31年3月21日

15 平成31年3月21日

派　遣　日

1 平成29年12月19日

2 平成29年12月26日

3 平成30年1月24日

4 平成30年3月25日

平成２８年度

1 平成28年7月21日

2 平成28年12月17日

3 平成29年1月21日

4 平成29年1月22日

5 平成29年2月14日

こどもの国80周年記念バラ園ワークショップのコーディネート

金ヶ浜園地の整備計画や植栽計画の立案に対するアドバイス

三股町 松竹　昭彦 観光資源の発掘や環境づくりのアドバイス

酒谷むらおこし株式会社 宮田　義規 道の駅酒谷周辺の景観形成に対するアドバイス

串間市景観セミナー（講師）

こどものくにガーデンときどき花クラブ

平成30年度

清武地域まちづくり協議会 宮田　義規 桜の育成に関するアドバイス及び土壌改良・樹木の回復

西都市 山口　ひろ子 記紀の道　入口サイン色彩検討

内　　　容

酒谷むらおこし株式会社 宮田　義規

高岡土木事務所 北川　義男

宮崎県建設技術協会串間支
部

河野　秀親

平成２９年度

派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名

まなび野　花みどりの会 松竹　昭彦、伊藤　慎一郎

宮崎県建設技術協会串間支部研修会（講師）

県都市計画課 関西　剛康、河野　秀親 日向市景観講演会（講師）

宮崎景観まちづくり研究会 東木場　昭裕

綾まちづくりフォーラム（パネルディスカッション　コーディネーター）

日向市 関西　剛康、河野　秀親 日向市景観まちづくりに関するアドバイス（現地視察）

細島まちあるき

内　　　容

道の駅酒谷周辺の景観形成に対するアドバイス

田野地区花のまちづくり推進協議会宮田　義規 草木の相談会

まなび野緑地公園の整備に関するアドバイス

宮崎県建設技術協会高鍋支部

宮川　央輝

山口　ひろ子 景観についての基礎的知識研究

宮崎県農業連携推進課

日向市 伊藤　慎一朗

松下　美紀

倉本　梨代

派　遣　日 派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名

串間市 野口　修一（臨時アドバイザー）

お花見マルシェ

樹木、（庭木）の剪定作業入門講座

大井手　健二 亜熱帯作物支場内の有用植物園の景観向上に関するアドバイス

日南土木事務所 山口　ひろ子 国道222号　春日工区における歩道の色彩に関するアドバイス

ア ド バ イ ザ ー 名 内　　　容

日向市 山口　ひろ子 日向市景観セミナー

こどものくにガーデンときどき花クラブ東木場　昭裕 プロ写真家に学ぶPhotoワークショップ

まちづくりワークショップ・側道橋の高欄、橋面の色彩に関するアドバ
イス

日向市庁舎ライトアップのアドバイス

田野まちづくり協議会 宮田　義規

宮崎県福祉総合センター
（指定管理者　（株）文化コー
ポレーション）

宮田　義規

宮崎をひかりで変える委員会

高千穂町

派　遣　依　頼　者



平成２７年度

1 平成27年7月6日

2 平成27年7月7日

3 平成27年8月8日

4 平成27年9月29日

5 平成27年11月20日

6 平成27年11月24日

平成２６年度

1 平成26年6月2日

2 平成26年6月13日

3 平成26年6月28日

4 平成26年8月6日

5 平成26年10月20日

6 平成26年10月25日

7 平成26年11月20日

8 平成26年11月21日

9 平成26年11月22日

10 平成26年12月19日

11 平成26年12月20日

12 平成27年2月13日

13 平成27年2月19日

14 平成27年2月20日 延岡土木事務所 山口　ひろ子 川水流橋の橋梁桁等の色彩等検討

宮崎土木事務所 伊藤　慎一朗 県道宮崎空港線　ブーゲンビリアの配置学習（講師）

県道路建設課 山口　ひろ子 こぶところ橋の橋梁桁等の色彩等検討

県道路建設課 山口　ひろ子 こぶところ橋の橋梁桁等の色彩等検討

県都市計画課 山口　ひろ子 青島亜熱帯植物園　大温室・管理棟　色彩検討

延岡土木事務所 山口　ひろ子 川水流橋の橋梁桁等の色彩等検討

県都市計画課 山口　ひろ子 青島亜熱帯植物園　大温室・管理棟　色彩検討

延岡河川国道事務所 平岡　直樹 畳堤プロジェクト（第3回）

延岡土木事務所 山口　ひろ子 景観まちづくり研修会（講師）

延岡河川国道事務所 平岡　直樹 畳堤プロジェクト（第1回）

県都市計画課 関西　剛康 沿道修景に関するアドバイス

宮崎景観まちづくり研究会 伊藤　慎一朗 宮崎景観まちづくり教室（講師）

内　　　容

県都市計画課 関西　剛康 沿道修景に関するアドバイス

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名

県都市計画課 山口　ひろ子 青島亜熱帯植物園　大温室・管理棟　色彩検討

派　遣　日 派　遣　依　頼　者 ア ド バ イ ザ ー 名 内　　　容

県都市計画課 山口　ひろ子 青島亜熱帯植物園　大温室・管理棟周辺ウッドデッキ等　色彩検討

第１回みやざき女性技術者交流会（講師）

県都市計画課 山口　ひろ子 H27公共事業における色彩研修会（講師）

宮崎景観まちづくり研究会 関西　剛康 宮崎景観まちづくり教室（講師）

都城市 瀬川　洋一郎 都城市よりよい景観づくりシンポジウム（講演）

延岡河川国道事務所 平岡　直樹 畳堤プロジェクト（第4回）

NPO法人みやざき技術士の
会

山口　ひろ子



平成２５年度

1 平成25年5月14日

2 平成25年5月28日

3 平成25年7月18日

4 平成25年10月3日

5 平成25年11月11日

6 平成25年11月15日 倉本　梨代

7 平成25年11月16日 倉本　梨代

8 平成25年11月16日 関西　剛康 H25景観まちづくりシンポジウムin都城　コーディネーター

9 平成25年12月15日

10 平成26年1月14日

11 平成26年1月28日

12 平成26年2月16日 日向市 横山　浩二

平成２４年度

1 平成24年4月19日

2 平成24年5月23日

3 平成24年6月7日

4 平成24年6月28日

5 平成24年7月9日

6 平成24年9月8日

7 平成24年10月28日

8 平成24年10月30日

9 平成25年1月11日

10 平成25年2月12日

11 平成25年3月22日

12 平成25年3月23日 県都市計画課 北川　義男 平成24年度　みやざき景観まちづくりシンポジウム in綾（講演）

宮崎土木事務所 倉本　梨代 弥生橋（青島停車場青島線）の色彩検討等アドバイス

延岡市都市計画課 倉本　梨代 のぼり旗　製作・設置に関する色彩・デザイン等アドバイス

都城市都市計画課 関西　剛康 市民まちづくり（都市計画）討議会

油津港湾事務所 伊藤　慎一朗 景観に配慮した施設設計検討に関する協議

綾町建設課 北川義男、関西剛康、横山浩二綾町『まちづくりフォーラム』（講演）

都城市都市計画課 関西　剛康 市民まちづくり（都市計画）討議会

都市計画課 瀬川　洋一郎 景観まちづくりとｺﾐｭﾆﾃｨに関する講演、アドバイス

宮崎土木事務所 倉本　梨代 弥生橋（青島停車場青島線）の色彩県等アドバイス

都市計画課 河野　秀親 平成24年度庁内景観連絡会　第１回ＷＧ会議（講師）

日向市まちづくり政策課 松竹　昭彦 歴史的建造物の保全及び利用におけるアドバイス

内　　　容

宮崎市景観課 伊藤　慎一朗 花のまちづくりに関する講演会（講師）

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名

県都市計画課 関西　剛康 沿道修景に関するアドバイス

景観講演会（講師）

勝手にまちなみ色彩提案（講師）

県都市計画課 関西　剛康 沿道修景に関するアドバイス

県都市計画課

(社)宮崎県建築士会 倉本　梨代

(社)宮崎県建築士会 勝手にまちなみ色彩提案（講師）

宮崎景観まちづくり研究会 宮崎景観まちづくり教室（講師）

宮崎土木事務所 伊藤　慎一朗 沿道の花木検討

県都市計画課 中村　裕文 土地区画整理事業担当者会議（講師）

日南土木事務所 倉本　梨代 高欄のデザイン検討

県都市計画課 倉本　梨代 市町村景観担当者会議（講師）

内　　　容

油津港湾事務所 伊藤　慎一朗 景観に配慮した施設設計検討に関する協議

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名



平成２３年度

1 平成23年7月11日

2 平成23年9月9日

3 平成23年9月16日

4 平成23年9月26日

5 平成23年10月28日

6 平成23年10月28日

7 平成23年11月12日

8 平成23年11月25日

平成２２年度

1 平成22年5月15日

2 平成22年6月7日

3 平成22年6月22日

4 平成22年7月31日

5 平成22年9月18日

6 平成22年11月27日

7 平成22年12月6日

8 平成22年12月18日

9 平成23年1月21日

10 平成23年1月22日

11 平成23年2月7日

12 平成23年2月18日

13 平成23年2月23日

宮崎市景観課 出口　近士 第4回宮崎駅東通線周辺地域の景観まちづくり市民検討会

都城市都市計画課 北川義男　、　松竹昭彦 「景観のつどい」座談会　～住む人の心が彩るまちづくり～

宮崎市景観課 松竹　昭彦 第3回高岡天ヶ城麓地区歴史街なみづくりワークショップ

都市計画課 倉本　梨代 ラッピングバス検討会

宮崎市景観課 松竹　昭彦 第2回高岡天ヶ城麓地区歴史街なみづくりワークショップ

宮崎市景観課 出口　近士 第3回宮崎駅東通線周辺地域の景観まちづくり市民検討会

宮崎市景観課 松竹　昭彦 第1回高岡天ヶ城麓地区歴史街なみづくりワークショップ

宮崎土木事務所 倉本　梨代 事務所色彩講習及び新相生橋他色彩検討

日之影町地域振興課 松竹　昭彦 第2回日之影町景観計画策定懇談会（アドバイス）

日之影町地域振興課 松竹　昭彦 第4回日之影町景観計画策定懇談会（アドバイス）

宮崎市景観課 出口　近士 四季通り景観モデル地区デザインづくり事業（アドバイス）

延岡土木事務所 倉本　梨代 祝子橋高欄等の色彩検討会

内　　　容

日之影町地域振興課 松竹　昭彦 第1回日之影町景観計画策定懇談会（アドバイス）

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名

高鍋町建設管理課 瀬川　洋一郎 高鍋町景観計画策定等に関する協議（アドバイス）

宮崎市景観課 倉本　梨代 宮崎市高岡総合支所外壁補修に伴う色彩計画（アドバイス）

都市計画課 松竹　昭彦 ２０１１　景観まちづくりの集い（パネラー）

都市計画課 宮川　央輝 平成２３年度出先機関景観施策に係る説明会 （講師）

宮崎市塗装業協会 倉本　梨代 宮崎市塗装業協会　技能・青年教育向上委員会（講師）

高鍋町建設管理課 瀬川　洋一郎 高鍋町景観計画策定及び景観啓発（アドバイス）

都市計画課 出口　近士 景観まちづくり講演会（コーディネーター）

内　　　容

宮崎市景観課 松竹　昭彦 高岡町麓地区まちづくり協定策定（アドバイス）

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名



平成２１年度

1 平成21年4月22日

2 平成21年5月31日

3 平成21年7月11日

4 平成21年12月16日

5 平成21年12月22日

6 平成22年1月7日

7 平成22年2月17日

8 平成22年3月6日

平成２０年度

1 平成20年9月12日

2 平成20年11月6日

3 平成21年1月16日

4 平成21年3月12日

平成１９年度

1 平成20年1月30日

2 平成20年2月29日

3 平成20年3月17日

派遣依頼者

派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名

日之影町地域振興課 松竹　昭彦

9

北川　義男

平成22年3月15日 都城市都市計画課

派遣日

全建宮崎西都支部 伊藤　慎一朗

日向市まちづくり政策課 出口　近士

宮崎県都市公園総合事務所 伊藤　慎一朗

宮崎県都市計画課 宮川　央輝

関西　剛康

延岡市都市計画課 倉本　梨代

椎葉村川の口地区営農組合 北川　義男

宮崎市景観課 倉本　梨代

日之影町地域振興課 松竹　昭彦

県都市計画課 松竹　昭彦

宮崎市景観課 北川　義男

宮崎市景観課 伊藤　慎一朗 宮崎市花のまちづくり推進員講習会（講師）

内　　　容派遣日 派遣依頼者 アドバイザー名

雨水ポンプ場の色彩計画に関するアドバイス

日向市細島地区　景観ワークショップ
景観づくりの必要性と効果についての講演会

景観に関する講話

景観海外派遣研修の成果発表会の講評及び講話

景観まちづくりのつどい（講演）

川の口集落におけるまちづくり活動への助言及び意見交換

内　　　容

景観まちづくりセミナー

景観創造と地域づくりをテーマとした勉強会（講師）

景観計画の策定に関するアドバイス

ストリートファニチャーの色彩に関するアドバイス
（幸町商店街のアーケード）

景観計画の策定に関するアドバイス

宮崎県建設技術協会本庁支部講習会

内　　　容

景観まちづくり研修

宮崎県建設技術協会都城支部講習会

アドバイザー名

中村　裕文

平岡　直樹

平岡　直樹

都市計画課

宮崎県建設技術協会
都城支部
宮崎県建設技術協会
本庁支部


