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ＮＰＯジャパンハーブソサエティー
は、ハーブの普及啓蒙活動を目的とし
て１９８４年に活動を始めた国内で一
番歴史のあるハーブの組織です。全国
に の支部があり、１２００名を超え
るハーブ愛好者や研究者、関連事業者
が参加しています。
私達はハーブが暮らしを豊かにする
ことの素晴らしさを地域に広めたいと
の思いから、
千葉支部を設立しました。

ん、全国高等学校造園教育

長野県須坂園芸高等学校が

研究協議会長賞に、室田茉

を受賞した。
作品では、入選 点、佳

セーフティネット貸付制度

造園工事業も指定業種に追加

保証の指定業種に２月

日、造園工事業が追加され

た。

果、新たに造園工事業が認

活金融公庫、商工組合中央

中小企業金融公庫、国民生

セーフティネットでは、 金庫、沖縄振興開発金融公

められたものである。

セーフティネットでは昨 「貸付制度」と「保証制度」 庫。保証制度については、

が用意されており、貸付や

で問い合わせの受付を行っ

㈳全国信用保証協会連合会

化していることを踏まえ、 年の 月に 業種、 月に

ている。

改正建築基準法の施行及

保証においての優遇措置は

作 点、奨学賞 点が選ば

別表の通りとなっている。

業種が指定され、会員へ

のアンケート調査を踏ま

関連中小企業者への金融の
円滑化を図るために実施さ

なお、
貸付制度の詳細は、

び原油価格の高騰等に伴
い、全国的に関連業種に属

え、強力に要望を進めた結

れ、このうち入選から、国
土交通大臣賞を平井茜さん

れているセーフティネット

づくりの考え方を映像をも

日本の造園の現状やもの

迎えした。

する中小企業者の業況が悪

)

術委員長、和田事業副委員

(

３月３日午前、天津市か

の管理などに関する質問に

緑化に関する制度や街路樹

長 国際交流担当 らがお

とに解説した後、緑化樹木

の生産や供給状況、屋上緑

化や都市における緑化、公

園緑地の管理制度など最新

の情報を提供した。

ら日本を視察に訪れた、杜

も適切な回答をし、
「暖か

園林局からの日本の都市

建華和平区市政園林局長以

い対応と専門的な情報提供

昨年の４月に南房総市で第 回全国

ターで助けてくれたのですが、ガレキ

て、花や緑が身近にある豊かな生活を

」 園建設業再生戦略」と題し

て、①造園建設業を取り巻

く潮流、②イノベーション

日、日造協本部、 の必要性、③経営改善と経

関東・甲信総支部共催の
「経

業の経営革新の考え方につ

営革新の違い、④造園建設

して、具体的事例を紹介し

良くするテクニック」と題

いて、後半は「資金繰りを

会員企業の経営、企画に

師は建設経営コンサルタン

天本武氏で、
「勝ち残る造

抱えている厳しい経営環境

ハウについて講演された。

建経営指導センター代表・ を如何に生き抜くかのノウ

トとして活躍されている全

て、現在、造園建設業者が

携わる者 名が受講し、講

会議室で開催された。

営研修会」が、日造協本部

年２月

ラムの一つとして、平成

に基づくアクションプログ

「 日造協のビジョン

造園建設業の経営革新など学ぶ

経営研修会を開催

に視察。会議室で記念撮影

写真・中国・天津から本部

贈呈が行われた。

からお礼の言葉と記念品の

継続を望みたい」と杜局長

に感謝する。今後も交流の

下６名を佐藤会長、高橋技

沼の埋立により出来た公園の中で、 のはボッグセージ、パセリ、ミント類

ハーブサッミットが開催された折に

を応援してくれています。

だけでした。２年目になると、沼風が

は、ローズマリー公園での展示・メイ

私達が選んだのは、むかし蒸気機関車

の横の田んぼだったところに捨て、近

幸いしたのか、ラベンダー、ローズマ

もしれません。

ち寄られると、素敵な緑と出会えるか

高の季節を迎えます。何かの折に、立

芽、ハーブ類の緑など、様々な緑で最

ウィーク明けから、芝の緑、木立の新

ローズマリー公園はゴールデン

もっていただき好評でした。

ることに思った以上の方々に関心を

ハーブティーを飲んでリラックスす

所の山の土を持ってきているのです。 が走っていた頃には、石炭ガラを捨て

エリアでした。花壇にするための掘り

エキナセア、コリアンダーなど見慣

ン会場でのハーブティーの提供を支部

しばらくすると、そこにもハウスが立
ちます。
私も手賀沼公園のささやかなスペー

蒲田 知子

花や緑が身近にある豊かな生活を
ＮＰＯジャパンハーブソサエティー

スで２年ほど前から仲間達とハーブ 起こしは市役所の方々が小型トラク れない花たちが咲き始めたせいか、写
ガーデンを作り始めています。きっか

が多く、
場所によっては機械が動かず、 泥を利用して作ったレンガで、作られ

より多くの方々にハーブをとおし
だき、様々なハーブの楽しみ方を身近

けは、市民と共に花壇を作ろう、との

感じていただければと願いつつ、ささ

真を撮りに来る人や、レンガ（沼の汚
に見聞きすることができます。

た時によって色あいが異なり、なかな

やかな活動を続けていきたいと思いま

人力で汗だくになりながらの作業でし
本業が農家で空いているハウスの脇

か素敵です）を並べて作った椅子でお

弁当を食べている人もいます。
行政も、 す。

た。
いただけますので、私達はデザインと

以前はそんな湿地だったところでの
道の駅で販売しているメンバーがいま

我孫子ではちょっと変わったガーデン

でバジルやルッコラを無農薬で育て、 資材は希望したものを、市に用意して

29

が受賞したのをはじめ、㈳
日本造園学会長賞に小林司
さん、㈳日本造園建設業協
会長賞に小松広樹さん、㈳
ランドスケープコンサルタ
ンツ協会長賞に韋宇欣さ

李奈さん、西川愛さんの６
人が特別賞を受賞した。
なお、
特別賞を含む入選・

ページで見ることができま
す。

12

３年連続で文部科学大臣賞

㈳日本造園建設業協会は
２月８日、平成 年度第
回全国造園デザインコンク

今回のコンクールには過去
最高の４６４点の応募があ
り、優れた教育指導として

24

中国・天津から来日
リーが頑張って生長してくれ、ハーブ

の思いのとおり、１年目に元気だった

セーフティネット保証制度（民間金融機関から融資を受ける際の信用保証制度）
保証限度額の別枠化 一般保証限度額
別枠保証限度額
普通保証
2 億円
＋
2 億円
無担保保証
8,000 万円
＋
8,000 万円
無担保無保証人保証
1,250 万円
＋
1,250 万円
概ね 1.0％以内で信用保証協会、制度ごとに定められ、一般
保証料
保証と比べ、割安な保証料（平均 1.35％→ 0.8％程度に軽減）

ていた場所だったそうで、その後にコ

夏場の草取りです。

一般貸付とあわせ 普通貸付と合わ
4.8 億円
て 4.8 億円
せて 4800 万円
融資利率
基準利率
基準利率
基準利率
融資期間
7 年以内
7 年以内
7 年以内
元金返済据置期間
2 年以内
2 年以内
2 年以内
一定の要件を満たす
一定の要件を満たす
場合には、担保の免
場合には、担保の免
その他
除が受けられる制度
除が受けられる制度
有（金利上乗せ）
有（金利上乗せ）

としてさせていただきました。

えのたびに土を入れ替えているからと

融資限度額

ガーデンらしくなってきました。

のことです。使い終わった土はハウス

中小企業金融公庫 国民生活金融公庫 商工組合中央金庫

ンクリート片などで埋められて出来た

セーフティネット貸付制度の融資条件など
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25

のホテル磯山館で行った。 佳作作品は日造協のホーム

ール表彰式を東京・文京区

10

市役所からの働きかけでした。花材や

いろいろなメンバーに参加していた

34

11

和平区園林管理局
視察団と国際交流

16

日造協が主催し今年で第 34 回
過去最高の応募数 NHK も後援

造園デザインコンクール
受賞作決定 表彰式開催
19
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受賞者・審査委員の方々で記念撮影

管理をしています。一番大変なのは、 ハーブガーデン作りは難しいかな、と

21

20

23

す。無農薬で育てられるのは、植え替

21

28

２面 第 34 回 全国造園デザインコンクール
３面 文部大臣賞 ３年連続で須坂園芸高校に
入選 18、佳作 10、奨学賞 25 作品決定
審査委員長、審査委員講評
４面【支部だより】
埼玉県支部／神奈川県支部
【事務局の動き】

国土交通大臣賞 平井 茜 兵庫県立淡路景観園芸学校
（大学生の部・街区公園部門）

㈳日本造園学会長賞 小林 司 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）

千葉大学

ません。

■島田正文委員（㈳日本造

㈳日本造園学会では、前

園学会副会長）

回より「全作品の中で、新

たな技術開発に資する最も

独創性や先進性を有する作

品」に対し、学会長賞を授

与している。今回の受賞作

品としては、四季の変化や

人間の五感を意識した住宅

庭園としての基本的なデザ

イン技術に加え、
「自然の

力を生かした庭」のテーマ

のもと雨水を利用した水力

自家発電システムを庭の一

部に取り入れるとともに、

その水の循環利用システム

においては、修景施設や子

供の遊び空間としての機能

も付加させるなど、地球環

境保全が重要課題の時代に

懇談会では、各審査委員からの講評をはじめ、文部科学大臣賞を受賞した長野県須坂園芸高等学校の西澤和平校長、

応募がある一方、応募要領

多数の素晴らしい作品の

省初等中等教育局参事官付教科調査官、舟引敏明国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室長が祝辞。 門」への応募が増加したこ
人の審査委員を代表して藤井英二郎千葉大学園芸学部教授が審査報告。その後、
各賞の授与式と記念撮影が行われ、 とはうれしいことです。

際に形にする「実習作品部

計画したものを施工し、実

に、ご指導されている先生

ことを頼もしく思うととも

う人材が着実に育っている

ました。次代の造園界を担

しい作品に仕上がっており

力によって、どれも素晴ら

ンやユニークなアイデアが

ンプルながら大胆なデザイ

正確に把握したうえで、シ

区公園に求められる機能を

た平井茜さんの作品は、街

国土交通大臣賞を受賞され

潤いのある社会づくりに貢

に研鑽を積まれ、緑豊かな

を学ぶ多くの皆さんがさら

係る要請が高まる中、造園

化対策等都市環境の改善に

く評価しました。地球温暖

のもと、良質なランドスケ

た。今後とも、豊かな発想

の小林司さんの作品とし

た長野県須坂園芸高等学校

園デザインの中で考案され

ネルギーの活用方法等を庭

あって、積極的に自然のエ

西澤国之教諭をはじめ、国土交通大臣賞、学会、日造協、コンサル協会長賞の受賞者が、コンテストや応募作につい

第 回全国造園デザイン

大学教授）

■藤井英二郎委員長（千葉

がっている証で、主催され

コンクールとして大きく広

ンクールが名実ともに全国

く増えたことです。このコ

入れた中身の濃いデザイン

化社会などの問題も視野に

流に加えて環境保全や高齢

て、家族の団らんや地域交

よく現れていました。加え

と思います。造園デザイン

配慮したものになっている

工・管理についても環境に

造 園 の 計 画・ 設 計・ 施

上げられています。

ついて以前にも増して取り

ず、前回に比べて応募点数

生方の熱意に深く敬意を表

のご努力と全国の高校の先

等学校造園教育研究協議会

ことによるもので、全国高

の応募が着実に増えている

の ％を占める高校生から

になりました。これは全体

インには住宅庭園や街区公

た。入選された方々のデザ

重かつ熱心に行われまし

月 日の朝から夕方まで慎

生の周到な準備のもとに１

、
究協議会の鎌田、土
金両先

や全国高等学校造園教育研

さて、審査は小板橋先生

省初等中等教育局参事官付

■添野龍雄委員（文部科学

せていただきます。

を期待して、審査報告とさ

募者全員のなお一層の研鑽

選された方々も含めて、応

れました。今回めでたく入

わない図面もいくつかみら

その一方、応募規定に合

応募数は大幅に増加しまし

べ学校数は減ったものの、

高校生の部は昨年度に比

した。

皆さんの熱意が感じられま

品の一つ一つに応募された

させていただきました。作

んのすばらしい作品を拝見

います。今回も多くの皆さ

した視線が必要であると思

26

を 点上回り、コンクール

今回の応募作品は、昨年

地課緑地環境推進室長）

省都市・地域整備局公園緑

■舟引敏明委員（国土交通

いたします。

を応募されることをお願い

多くの生徒の皆さんが作品

だくとともに、今後もより

は、このことにご配慮いた

ご指導いただく先生方に

残念なことです。

とっていない作品もあり、

ープの保全・再生・創出に

㈳ランドスケープコンサルタンツ協会長賞 韋 宇欣
（大学生の部・住宅庭園部門）

献されることを願ってやみ

コンクールの審査結果の概

ている㈳日本造園建設業協

が多かったように思いま

についても、それらを見越
す。

します。

園、屋上緑化、実習作品の

教科調査官）

が造園の教育機関等に着実
に浸透していると思われま
す。また、入賞や佳作に選
ばれた作品は、自由な発想
と、基礎的な技術の積上げ
に裏打ちされた優れた表現

全国高等学校造園教育研究協議会長賞 西川 愛 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・公共的空間部門）

ての取り組み方などについて懇談した。

要をご報告いたします。ま

会のご努力に敬意を表しま

す。

が 点も増加し、４６４点

もう一つ特筆したい点

いずれでも「このような空

た。特に高校生の部での、

は、大学生の部の応募大学

最近は、各方面で環境に
間にしたい」という想いが

全国高等学校造園教育研究協議会長賞 室田 茉李奈 群馬県立勢多農林高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）

方に敬意を表します。
特に、 的確に表現されたことを高

㈳日本造園建設業協会長賞 小松 広樹 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・街区公園部門）

を 熟 読 せ ず、 要 領 に の っ

第 回全国造園デザインコンクール表彰式は、佐藤四郎日造協会長が主催者あいさつ。次いで、添野龍雄文部科学
34
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や一般の部の応募者が大き
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文部大臣賞 ３年連続で須坂園芸高校

入選 18、佳作 10、奨学賞 25 作品決定

今年度は応募作品が

じたのは、プランの独創性

評価の高かった作品に感

より日本造園学会長賞を創

ております。また、昨年度

割を担うことが出来ますよ

方々の挑戦の場としての役

の取りまとめも、計画方法

して４つの視点からの計画

今年度より、主催者のご
ず、同様の顔ぶれとなり残

校は昨年と変わりばえせ

り応募者が少なかったのは

条件整理等厳しい課題があ

でした。
「公共的空間」は、

のが多く素晴らしいもの

着想、デザインに優れたも

願っております。

入り活躍して欲しいものと

理解し興味を持ち、業界に

この応募を通じ、造園を

す。

時代の要請など、多様な計

対応、まちなみ、都市環境、 れていることの表われでも

公園も、幅広い利用者への

環境にまで思いをはせてデ

会から大変な期待を寄せら

ザインしていたことです。 これは、当コンクールが社

日々生長しておりますが、

おめでとうございます。

園芸高等学校の小松広樹君

長賞を受賞した長野県須坂

門」で日本造園建設業協会

高校生の部「街区公園部

たかなあと思います。今回

少し彩度を下げても良かっ

ますが良しとしましょう。

ングが少しゴテゴテしてい

せています。製図カラーリ

が望まれます。

論も理解されていることに

品を、昨年に続き今年も楽

感心しました。指導教官の

しく審査させていただきま

う、鋭意努力してまいりた

街区公園部門で、各 点の

設し、さらに今年度は、Ｎ

応募増となりました。各学

ＨＫのご後援も頂くなど、 いと存じます。

者共に、応募要項を良く読

や表現技術はもちろんです

んで頂き、記載すべき事項

が、庭園でいえば、自分の

努力で、ＮＨＫが後援団体
選にもれた作品の中に

念に思います。

残念でした。

高校生の部ですが、
「住

向けて、計画から管理運営
４６４点と過去最高となり

努力が見えてきます。製図

に至る各種の技術的提案を
ました。これは各学校で熱

テクニックも少々持ち合わ

した。

■髙橋一輔委員（㈳日本造

校の先生方のご協力に深く

園建設業協会技術委員長）

感謝いたします。

関係各位のご協力を受けな

が漏れていたり、表記間違

が ら、 こ の コ ン ク ー ル も

いが無いようお願いいたし

庭から出発して、家族や近

ともなった多数の応募が期

隣、通りやまち、あるいは

待される。
の賜物と深く敬意を表しま

宅庭園 」
「 街 区 公 園 」 は、 心に指導されている先生方

ます。

になって頂けました。全国
も、表現力など素晴らしい

ただ、残念なことに入賞

■鎌田幸生委員（全国高等

規模でのコンクールに発展
物が多く見受けられるの

学校造園教育研究協議会理
第 回を迎えた今回のコ
いたしますように今回に引

事長）
ンクールでは、高校生の部
き続き、応募作品、応募校
ともに、デザイン的に優れ

大学生の部ですが３部門

スケープコンサルタンツ協会未

■石渡榮一委員（㈳ ランド

です。

画条件に配慮していたこと

一般の部ですが、まだま

ん効果的な役割を果たして

て、技術を磨く上でたいへ

今年も多くの優秀な作品

今後も皆様のご協力を頂

いめぐらしたであろうこと

計画」でいろんなことを思

北海道環境サミットの年

園建設業協会事業委員長 ）

■樋口敬記委員（㈳日本造

に、応募総数が昨年より

が想像出来ます。設計主旨

もコンパクトに表現されて

点も増え過去最多となった

きながら内容のより一層の

特に昨年度に比べると、 充実等を図り、このコンク

いてすばらしいと思う。そ
点以上も、応募数が増え

ー ル が、 次 代 を 担 う 若 い

の応募がございました。

これも、ひとえに、共催、

あると感じております。

出品がされました。先生方

では、前回よりも 点多く
で、入賞作品や時代の流れ

の入賞を機に「みどり環境

などを参考にして、新しい

空間」に対し、広汎な事象

数が増えることを期待して

少し論評したいと思いま

おります。

す。計画構想で長野県で生

の熱心なご指導のもと、生

ご後援いただいております

徒達が意欲的に取り組んだ

に問題意識を持って、人生

来委員会技術開発部会長）

まれ育って、
「海」の見え

た作品は多々ありました

団体の皆様の、ご尽力あっ

アイデアを盛り込んで再挑

■枝吉茂種委員（㈳ランド

いるとの思いを強くしまし

次回も、多くの作品の応

、
金徳治委員（全国高等
結果と、
感謝申し上げます。 ■土

ない所に住まわれていて、 経験を豊かにして「ものづ

スケープコンサルタンツ協

だ応募者が少なく、主催者

くり」に励んで下さい。

てのことでございます。こ

優れた作品、熱のこもっ

の場をお借りして、御礼申 「海」の近くの「街区公園

た作品が多く本コンクール

募を期待しています。

が、高校生と比べ着想に優

今回は過去最多の応募数

である建設業協会の会員の

ます。

となり、数多くの力作が応
会未来委員長）

理事長）

ルが高く審査に多くの時間
募されました。高校生の部

住宅庭園、実習作品のレベ

れたものが少なく感じまし

■佐藤四郎委員（㈳日本造

し上げます。

戦していただければと思い

園建設業協会会長）

高校生の作品全体では、 学校造園教育研究協議会副

が、造園を学ぶ人達にとっ

を要しました。街区公園で
でも 校、３４６点の作品

た。

は、街区公園のあるべき姿

た。

60

南は九州、北は北海道か

を確認すべき作品が多く見

方々も多数参加されること

33

審査講評

第 34 回 全国造園
デザインコンクール

30

が応募され、
特に住宅庭園、 ら寄せられました多数の作

ことに感謝しております。

園への夢と希望を与えるコ

特に、各部門とも既成の観

ンクールになるよう、本年

ます。

きたいと思ってい

たすよう努めてい

通して、これを満

協では各県支部を

れています。日造

れることが求めら

ら広範囲に応募さ

は、全都道府県か

継続されるために

公共放送のＮＨＫ後援が

よう期待しておりますが、

Ｖニュース等で報道される

ました。今後受賞作品がＴ

度はＮＨＫの後援が実現し

関心を持つ若い人々に、造

また、緑化・環境問題に

的にしていると思います。

ることが、若い感性を意欲

の緑化に関心が高まってい

品が多く、地球温暖化防止

念にとらわれない優れた作

和寿 滋賀県立八日市南高等学校
（実習作品部門）

（実習作品部門）

入選 角 由香梨 島根県立松江農林高等学校

60

谷

入選

40

34

られました。指導者、参加

秋山 未来 群馬県立勢多農林高等学校
（高校生の部・街区公園部門）

入選

坂田 昂亮 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・街区公園部門）

入選

小松 みずき 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選
西川 愛 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選

町田 桜子 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選
佐藤 博子 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選

入選 川西 祐史 筑波大学
（大学生の部・住公共的空間部門）
髙橋 文音 群馬県立勢多農林高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選

入選 森本 静一 森本造園
（一般の部・住宅庭園部門）
入選 内田 奈穂子 室蘭工業大学
（大学生の部・住宅庭園部門）

第４０８号

協
造
日
広 報
平成２０年３月１０日
（３）

全国ジャパンフラワー
こうした中から主な展示作
ア、カエデなどの花や樹木

展 示 で、 洋 蘭 や ペ チ ュ ニ

て実施しました。今回は、 埼玉県」を表現したメイン

アンギョウカンザクラなど

したブースでした。満開の

かせ、多くの来場者を魅了

４種類 本の桜を展示しま

品を紹介します。
を使った約４００㎡の美し

上で花芽に開花のスイッチ

寒桜は本来、気温５度以

した。

も行われお客様の目と耳を

日本庭園は「奥の細道」 ステージでは、音楽の演奏

が入り３月に開花します。

い庭園です。庭園内のミニ

をテーマに、江戸時代の俳
楽しませました。

日 本 庭 園

人・松尾芭蕉が旅した風景

を持つスペシャリストであ

関する専門知識と剪定技術

木の生理・生態や街路樹に

との答弁があり、平成 年

定め、試行的に導入したい

種類に応じてモデル区間を

街路樹剪定を通して、①発

街路樹剪定士の人材養成と

政の理解・参加を得ながら、

この要望を踏まえて、平

望を行っております。

どり議員連盟や県に毎年要

用について神奈川県議会み

る街路樹剪定士の積極的活

を踏まえて今後の街路樹剪

します。県では検証の結果

今年３月に試行期間が満了

度から県内４カ所に樹形が

しい街路樹を創出する剪定

する発注制度の確立、③美

デル地区が設定・試行され、 計画的な剪定管理を可能と

整う期間３年間を目途にモ

管理に応じた費用の確保な

評価できる人材の養成、②

注側における街路樹剪定の

「街路樹剪定士 」の
取り組みについて

は学科・実技を聴講してい

成 年神奈川県議会９月定

入れ、独自の「開花調整技

るとともに人材を養成する

樹剪定士創設の意義を広め

神奈川県支部では、街路

す。１月に「街路樹剪定士

士の資格を取得しておりま

横浜市は４名が街路樹剪定

路樹剪定士の技術・技能を

議会議会みどり議員から街

例本会議において神奈川県

奈川県議会みどり議員連盟

ることとしています。

定のあり方について検討す

めるため、日頃何気なく見

また、街路樹の意義を広

どについて、行政に対し要

神奈川県支部
ただき、神奈川県は６名、

術」で見事６月１日のオー

どのように評価し、活用し

議員と道路管理課長、厚木

普及啓発と人材育成

ヤマボウシやハンカチノ
プンに満開にし、研究技術

認定試験」を実施しました

ていくか。

４ｍの成木を大型冷蔵庫に

キ、ヒメシャラ、カルミア

ために、平成 年度を初年

が、横浜市から６名が受験

ウエルカムストリート

最上川に接し、象潟のネム
の高さを披露しました。

度に毎年県内各地で「街路

と、厚木市・平塚市境にお

土木事務所長ほか、県当局

折々の姿を写すことにより、

過ごしがちな街路樹の四季

しています。

また、モデル地区を設定

て、開催されました。

望活動を続けていくことと

ノキを憾み、越後で佐渡・ 等二十三種類の花木の並木

ジャパンフラワーフェス

し、早急に試行していくこ

寺で蝉の声を聞き、新庄で

支部、埼玉県造園建設業協

道が来場者をお迎えしまし

しております。

日本造園組合連合会埼玉県

同組合が共同展示し、
「ド
天の川を望む芭蕉の旅日記

樹剪定士認定研修会」を実

これに先立ち昨年 月神

このフラワーフェスティ
リームガーデン」には日本

施し、現在５１６名の資格

リーナをメイン会場とし

バルは、平成２年に大阪府

万千人が来場し全国に埼

た。
奥行き ｍの並木道に、 ティバルには、３日間で約

良好な景観を形成するとと

高さ３～６ｍの花木を配し

もに大気中の二酸化炭素を

催が 回目となります。

深川から大垣へ至る俳句の

ける国道１２９号線街路樹

吸収し、ヒートアイランド

県花き園芸組合連合会など

剪定モデル地区外の現地視

現象の防止など環境保全に

の博覧会」を継承・発展さ

とについて質問がされ、知

察を行ったところ、極端な

剪定士の活用について

事から街路樹剪定士の技術

相違（写真１～３）が見ら

者が誕生しております。

についてさらに理解を深

玉の花と緑をアピールしま

街路樹剪定士の養成と受

め、技術の活用効果の検証

た広々とした空間で、造園

注体制の整備を図る一方、

心象風景を想いながら庭を

研修会の実施に当たって

平成 年から街路樹の剪定

が花植木材料の提供に協力

は、行政の理解と支援を得

せた大会で、埼玉県での開

るために、行政の方に会員

した。会員企業は、車両や
作業時間など会場の制約が

技術の高さが「まるで、外

ある中、夜を徹して作品の

歩きました。
の並木道を歩いているよ

するなど、多くの協力を得

う」とお客様を驚かせ、人

大きな役割を果たす街路樹

ドリーム

の大切さと必要性を認識し

ガーデン

れ、街路樹剪定技術の高い

ていただくため、第１回か

埼玉は花の産出額が全国

が重要であるので、樹木の

評価を得たところであり、

ながわ街路樹フォトコンテ

事業発表会
㈫・総務委員会（全国）
・造園学会国際部会
㈫・ぐんま緑化フェアー
コンテスト審査会
・九州総支部技術研修
会
・造園ものづくり意見
交換会
㈭・理事会
・造園団体連携特別委
員会
㈯・第 回全国都市緑化
ぐんまフェアー開会
～６／８まで
㈰・台北国際花卉博覧会
綱要計画アドバイス
（台北市）～４／４

（事務局長・松井徹）

ります。

支部としても街路樹剪定士

今後の活用としては、行

今後の動向と活用推進

としています。

の積極的活用について引き

７位、植木類は全国４位と

とともに受講受験、あるい ・維持管理については、樹

16

科会
・造園基幹技能者制度
会議
㈫・造園基幹技能者認定 ５㈬・㈶日本造園修景協会
推進分科会
研修会
㈫・造園ものづくり意
理事会
（東京）～ 日
見交換会
・
「建築教育の需給構
㈬・九州総支部意見交換
㈮・運営会議
造と建築職能の将来
会
・植樹保険制度の意見
像」特別研究委員会
㈮・日本造園建設業厚生 ６㈭・運営会議
交換会
年金基金理事会
㈪・兵庫県立淡路景観園
７㈮・国際都市交流推進協
芸専門職大学院設置
議会
【３月】
説明会
㈬・造園基幹技能者運営
㈫・都市公園コンクール １㈯・技能五輪全国大会
委員会
（千葉県・木場公園）
協賛団体報告会
・建設業労働災害防止
～２日
㈬・造園ＣＰＤ推進委員
協会「危険性・有害
３㈪・公共用緑化樹木等品
会
性等のマニュアル委
質寸法規格基準改定
㈭・経営研修会
員会」ワーキンググ
委員会
㈮・国際交流推進専門部
ループ委員会
４㈫・総務委員会企画部会
会
㈭・総務委員会財務部会
・
「広報日造協」編集
㈪・入札契約制度対応分
㈪・造園技能承継モデル

写真２（モデル地区内↔モデル地区外）

気のコーナーとなりました。 設 営 や 撤 去 に あ た り ま し
た。

･

（事務局長 伊藤正博）

【２月】

スト作品募集を実施してお

開 催

６月に満開の桜
６月なのに満開の桜を咲

られるよう展開を図ってい

続いて働きかけていくこと

県の重要な産業となってい

11

テーマ「花

11

る事もあり、埼玉の花植木
と緑の田

」
（建築
CASBEE

写真１（モデル地区外）

12
る。

25

園都市―

計 測 や、
「

感覚での設計が可能です。 物総合環境性能評価システ

18

25

や緑化産業を全国にアピー

に作成できる機能の搭載

に 造 園・ エ ク ス テ リ ア・ 石積・飛石・延段等が簡単

ランドスケープ設計専用

12

17 13

27

29

30

写真３（モデル地区内）

27

ルする場として開催されま

るため、カタログから選ぶ

34

23

い た ま 新 都 心 の ス パ ー ア 「日本庭園」ではこのほか、 住で行く春を惜しみ、立石

17

を表現しました。来場者は

は、
多数の会員企業が参加。 を庭にしました。庭園は千

日造協埼玉県支部から

した。

埼玉県支部

フェスティバルに参加

「全国ジャパンフラワー
フェスティバル」が平成

10

植木協会埼玉県支部、埼玉

年６月１日から３日までさ

19

で開催された「国際花と緑

16

26

27

29

各総支部・支部からの記事を紹介します

日本庭園で説明を聞かれる高円宮妃殿下
ウエルカムストリート
ドリームガーデン
６月に満開の桜
１㈮・沖縄国際洋蘭博覧会
～３日
「広報日造協」編集
そして、新バージョンより ム）
に準拠した緑被率計算、 ５㈫・
ＣＯ２吸収量を提示できるＣＡＤソフト誕生
会議
環境に対する意識の高まり ビオトープ計測機能など、
７㈭・運営会議
造園用オールインワンＣＡＤがバージョンアップ
に対応した設計を可能にす これまでにない機能を盛り
・
北
海道総支部経営者
日造協の賛助会員の㈱リ オ ー ル イ ン ワ ン Ｃ Ａ Ｄ シ で、従来以上に趣のある和 る「環境評価システム」を 込んだ。なお、３月 日ま
研修会
また、 標準搭載。住まいや公共ス で全国６会場で新製品発表 ８㈮・第 回全国造園デザ
ック（☎０３・５４１１・７ ス テ ム の 最 新 バ ー ジ ョ ン 風庭園の表現を強化。
インコンクール表彰
８９１） http://www.rikc「 RIKCAD21 Ver.4
」を発売 各エクステリアメーカーの ペースでの植栽の種類、数 会を開催するなど、積極的
式
） は、 年 ４ 月 する。豊富な植栽や築山・ 商品が豊富に登録されてい 量に応じたＣＯ２吸収量の な活用で緑化がさらに進め
ad.co.jp
・街路樹剪定士指導員
レベルアップ研修会
（北海道総支部）
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（４）
平成２０年３月１０日
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