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協定書に署名、握手を交わす蓑茂壽太郎学会長と佐藤四郎会長

日造協は７月 日、福岡
市のアクロス福岡で、蓑茂
壽太郎㈳日本造園学会会長
と佐藤四郎日造協会長によ
る「造園・環境分野におけ

全国事務局長会議兼
雇用管理責任者会議

動への一層のご尽力をお願

局長をはじめ皆様の協会活

ることを願っている。事務

宣伝し、事業拡大につなが

格喪失等に関する要綱の取

証制度、
⑫その他として
「資

業、⑪セーフティネット保

⑩ワンストップサービス事

施概要、⑨広報日造協等、

公益法人移行、③技術情報

業計画及び収支予算、②新

の管理費 会
、 費の見直し 会
、

意見交換会では、総支部

れた。

ついて本部より説明が行わ

扱」
「団体保険制度」等に

いする」と述べた。

議事は、①平成 年度事

共有発表会、④全国造園フ

員の減少対策、公益法人制

会議では冒頭、佐藤会長

国の社会情勢は、アメリカ

「最近の我が
長兼雇用管理責任者会議」 があいさつ。

ェスティバル２００８、⑤

度改革、助成金制度の利用

平成 年度「全国事務局

のサブプライムの影響等を

雇用改善推進事業、⑥全国

る社会貢献や人財育成を行

受け大変厳しい状況にある

花育活動推進事業、⑦全国

うための包括協定」調印式

区・麹町の弘済会館で、総

が、緑を生業とする我われ

が７月 日、東京・千代田

協定（ 号既報）は、学

支部・県支部の事務局長ら

業界としては、この時代の

を行った。

会 の「 造 園 技 術 報 告 集 」
、

名が集まり開催され
た。
事務局長会議のもよう

る。
この機会に大いに広報・ ⑧平成 年度の資格制度実

【都市計画事業関係】

▼岡崎俊太郎（ ）㈱芝

玄代表取締役（宮城県）▼

団体５団体が表彰され当協

長（ 茨 城 県 ） ▼ 中 野 範 之

猪瀬清次（ ）㈱植正園社

）㈲中野造園代表取締

役社長（福井県）▼足尾春

国土交通省関係（７月 日付）

人事異動

活発な意見交換を行った。

造園デザインコンクール、 促進、広報関係等について

約

表会」等の連携・協力をは
じめとする協会本部との連
携にとどまらず、支部間で

主役であろうと思ってい

日造協の「技術情報共有発

の連携も含めたのが特徴。

国土交通省は、 年度の
建設事業関係功労者の国土

交通大臣表彰を７月 日、 業関係として６名、道路事 （

会会員からは、都市計画事

当協会関係 氏に栄誉

建設事業関係功労
国土交通大臣表彰
支部からの講師要請など、
地方の実態や内容に即した
対応が可能で、これまで以
上の産学連携が期待され
る。
なお、調印式後、別室で

同省大会議室で行った。今

生（ ）足尾造園土木㈱代

業関係として５名が表彰さ

回の表彰は個人２４７名、 れた。表彰者は次の通り。

▼都市・地域整備局長＝

加藤利男（内閣府政策統括

官（防災担当）
）▼道路局

次長＝西脇隆俊（大臣官房

付）

環境省（７月 日付）
や環境の改善を目的に市町の緑化計画

積約５ となっている。また、平成

行い、植樹本数で約 万本、芝生化面

と、２３０件、総額約８億円の事業を

代表取締役社長（奈良県） 環境局長）▼自然環境局長

勝英（ ）㈱郡山共同園芸

▼久保和男（ ）㈱葉隠緑

化建設代表取締役、㈳日本

議官）▼大臣官房審議官＝

【道路事業関係】

▼早坂有弘（ ）㈱国策

▼矢作達彦（ ）藤造園建

務所長＝阿部宗広（会計課

長）▼退職＝黒瀬英治（九

州地方環境事務所長）▼九

州地方環境事務所長＝浅野

充晴（ ）加勢造園㈱代表

設㈱顧問（埼玉県）▼加勢

境局調査官）▼那覇自然環

務所長＝塚本瑞天（自然環

所長）▼北海道地方環境事

園建設業協会理事
（北海道） 能昭（北海道地方環境事務

代表取締役社長、㈳日本造

務所長）▼関東地方環境事

年度は予算額約５億円で事業を予定し

要国首脳会議・Ｇ８北海道洞爺湖サ

ミットの最重要課題は地球温暖化の

原因である温室効果ガスの削減問題

であり、２０５０年まで半減化する

目標を各国と共有することが示され

たが、今後具現化について議論され
る。

しかしながら、具体的には国レベル

な緑づくりに取り組むことにより実現

するものであり、
兵庫県の「県民緑税」

は、この具体的な取り組みのひとつと

いえるものであると思っている。

県）

柏木順二（関東地方環境事

＝黒田大三郎（大臣官房審

▼退職＝櫻井康好（自然
に適合し、住民団体等により公有地や

表取締役（三重県）▼小柳

22

民有地において実施される樹木を中心

記者会見も行われた。

崩れ、風倒木等の甚大な被害により、 っている。課税期間は平成 年度から
年度までの５カ年間とし、税収規模
は５カ年間で約１０５億円、その約４

59

65

都市や森林の「緑」整備の重要性が改

58

造園建設業協会理事（佐賀

業を募集中である（ 月７日まで）
。

俊光

積の緑化が可能な土地所有者などに、

民団体・緑化グループやまとまった面

橘

ここでは、都市緑化への導入状況に

11

③防災に資する緑化・公園などの緑化・ だけでなく地域、地方、個人まで身近
県民緑税による都市緑化について 小学校の校庭緑化・屋上緑化・芝生化

ついて紹介する。

65

ており、現在広く県民の方々に実施事
具体的には、①都市計画区域の市街

本年、７月に我が国で開催された主

る。

の「緑」は、洪水・渇水防止機能、二 「緑」の保全・再生を社会全体で支え、 目的として導入されているが、都市緑

化区域等を対象とし、②自治会等の住

同様の税は他府県では森林の整備を主

県では、豊かな「緑」を次の世代に引 分の１が都市緑化に充てられている。 とした緑化活動に対して支援されてい

めて強く認識された。このため、兵庫

開
催

20
化にも充当されている点が他府県と異

兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課長

「県民緑税」による都市緑化の取り組みについて

酸化炭素の吸収による温暖化防止機 県民総参加で取り組む仕組みとして平
能、気候緩和や大気の浄化、火災の延
焼防止、安らぎの空間の創出など多様
な公益的機能を有しており、私たちの
生活に密接に係わっている。しかし、
社会経済環境の変化に伴い、森林では
これまでの関係が薄れて荒廃が進み、
災害に強い森づくりや都市緑化に取り

成 年度から「県民緑税」を導入し、 なる点である。
失してきた。その結果、
「緑」がもつ

組んでいる。

都市地域の緑は開発等により大きく損
多様な公益的機能の発揮に支障が生じ

課税方式は、県民税均等割の超過課

は、県の体制としてはまちづくり局都

駐車場などの事業に対して、④苗木の
市政策課が担当し、
「県民まちなみ緑 購入や緑地整備に補助している。
平成 ・ 年度２カ年の実績でみる

税として条例で定め、個人は一人年額

てきている。

20

62

京都）▼細田美樹（ ）王

設業協会東京都支部長（東

取締役社長、㈳日本造園建

関山和敏（中部地方環境事

球環境局調査官）▼退職＝

境事務所長＝奥田直久（地

子木材緑化㈱取締役（東京

務所長＝市原信男（地球環

務所長）▼中部地方環境事

藤造園常務（京都府）

境財団部長）

都）▼西本泰久（ ）㈱植

58

き継ぐため、県民共通の財産である

08

20

24

８百円、法人は標準税率の均等割額の

化事業」として、都市の防災性の向上

19

64

森林や里山、公園や街路の樹木など

20

10

兵庫県では、平成７年の阪神・淡路

％相当額（２千円から８万円）とな

61

70

411

大震災による都市型災害の経験や、平
成 年の一連の風水害による洪水、山

18

56

56

18

22

11

12

「造園・環境分野における
社会貢献や人材育成を行う
ための包括協定書」調印

22

10

ha

平成 20 年７月 10 日
㈳日本造園学会会長
蓑茂壽太郎
㈳日本造園建設業協会会長 佐藤 四郎

18

日本造園学会と日造協
（目的）
第１条 この協定は、
㈳日本造園学会（甲）と、
㈳日本造園建設業協会（乙）が包括的な連携
のもとに、造園・環境分野における社会貢献
や人材育成を行うため、相互に協力すること
を目的とする。
（協力事項）
第２条 両者は、次の事項について協力する。
（１）身近な生活環境から地球環境に至る様々
な空間を対象とした環境共生や景観創造のた
めの連携
（２）甲が発行する「造園技術報告集」等の
刊行物の普及と出版協力に関する連携
（３）乙が主催する「技術共有発表会」等へ
の講師派遣と運営に関する連携
（４）乙の構成団体が地方単位で実施する技
術力向上に関する講習会等に、甲が支部組織
を通じて協力する連携
（５）その他、両者が協議して必要と認める
連携
（有効期間）
第３条 この協定書の有効期間は、協定締結
の日から５年間とする。ただし、本協定書の
有効期間満了日の１カ月前までに、甲、乙の
いずれからも改廃の申し入れがないときは、
さらに１年間更新するものとし、その後も同
様とする。
（その他）
第４条 この協定書に定めるもののほか、連
携協力細目等の具体的な事項については、甲、
乙協議して別に定めるものとする。
なお、この協定の条項の解釈について疑義
が生じたとき、又はこの協定に定めのない事
項については、両者協議のうえ、定めるもの
とする。

10

58

造園・環境分野における社会貢献や
人材育成を行うための包括協定書

16

２、３面 第２回 技術情報共有発表会を開催
環境ニーズに応える造園技術多彩に
２面 「登録造園基幹技能者」制度 ７月スタート
３面 ランドスケープフォーラム in 九州 盛大に開催
４面 【緑滴】四国遍路旅 ／ 【事務局の動き】
【総・支部だより】沖縄総支部、千葉県支部
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第２回技術情報共有発表会のもよう（アクロス福岡）

東北総支部 小嶌 秀是（東北緑化環境保全㈱）

東北地方整備局土木
風雪）から良否を判断

作成に当たっては、

に関する情報や、地域

その地域の歴史や文化

た。そこで、道路管理
で好まれてきた道路景

していることがわかっ

究会の中に、造園技術
者、住民、通行者への
観を収集し、
「 好まし

技術研究委員会の８研

研究会があり、その中
調査も行い、
ともに
「好

緑の役割が重要になる
がある⑤背景と樹種の

③空間構成が多様④花

景観緑三法ができ、 が多い②樹木が大きい

点を調べると、①緑量

わたって行ったのが、 ましい」と感じる共通

路計画の構想段階での

ね合意形成を推進。道

要望など聞き取りを重

用意し、選んだ理由や

踏まえて数パターンを

い」と感じる共通点を

後、環境計画などの作品、 ４号の石山緑地は彫刻家と

品であるとともに、建物に

家のノウハウを発揮した作

校庭を芝生化するに

セプトに実施。

なことの理解。経費・

造園基幹技能者をはじ

年度までの５年間に限り

東京２会場、金沢、名古屋、

札幌・仙台・
基幹技能者資格は建設業法 【今年度の会場】

実施します。

ＰＴＡや校内で実施

施行規則の改正により、平

め、専門工事 職種が行う

めの芝種は、四季を通

し、外部発注経費を抑

大阪、広島、高松、福岡

ランニングコスト面で

頻度や現状などととも

じ て の 緑 の た め「 洋

成 年４月から登録講習制

コンセプト実現のた

に、発注者、先生や事

えようとする無理、不

は、グラウンドの使用

務担当者などの学校、 芝」
、コスト・工法か

度として位置付けられまし 【試験内容】５時間 分の

技術協力が必要だが、 合種」を選択。ランニ

れの理解や予算、
知識・ 耐久性、
回復性から
「混

について、正しい理解

な技術、コストカット

し、専門家だから可能

習実施機関」に登録し、平

連は、
「造園基幹技能者講

これに伴い日造協と造園

めにお知らせ下さい。

た場合は、日造協までお早

します。住所が変更になっ

資格者へは開催案内を郵送

ステムで管理③生徒・ を決定付けることであ

緑の芝生②自動灌水シ

きる学校で、①一年中

解と協力が特に期待で

園関連学科があり、理

クトにあたっては、造

あり、今回のプロジェ

画が効果的であること

生化の効用と、提案企

実現への戦略は、芝

削減することとした。

施肥、薬剤散布労力を

灌水と薬注システムで

ルトと比べ ℃減等）
、 技能者」は、平

ータの検証（アスファ 「 登 録 造 園 基 幹

生化で、さまざまなデ

で、無事完了。この芝

力を発揮する生徒の力

なれば、社会人並の労

門家の技と、やる気に

講習を修了した

新制度による

ました。

の講習を進めることになり

る「登録造園基幹技能者」

ればならないさまざま

防除には、配慮しなけ

度で、農薬散布による

農薬のポジティブ制

タの収集の５つをコン

生育・散水・気象デー

刈り・除草を学校で⑤

先生と一緒に施工④芝

が、他人事ではない。

害となった事例もある

止。１億３千万円の損

が使用を誤り、出荷停

１７９名の農家で１名

専門家の存在が不可欠

ことの証明。管理面で

やす貴重な施設となる

り、環境面で地球を冷

く、虫は他の場所から

いいというものではな

ともに大量に行えば

樹幹注入オルトラン

ＰＲしていきたい。

役に立つことをさらに

園業が提案したものが

収集が可能であり、造

制度による「登

ている者は、新

が打つ場所がポイント。 の資格を取得し

カプセルは全体に効く

録造園基幹技能

園基幹技能者」

年度以前に「造

す。

加点評価されま

経営事項審査で

なお、平成

年 度 か ら、

な事項があるが、発注

また、樹木消毒濃度

成

者も受注者も正確な知

「登録造園基幹技能者講習」

新規に資格を取得され

る方が対象です。

「登録造園基幹技

能者講習」を受講

し、試験に合格さ

れた方に修了証を

交付します。

【 受講 資格 】次の

①～③のすべてを

年以上あるこ

①実務経験年数

満たすこと

が

と

②１級造園技能

士資格を持ってい

ること

③職長経験が３

検出される。最新の法

単に行えるようになっ

残留農薬の検出も簡

者」の修了者と

アメリカシロヒトリ

律を守り、農薬防除す

ており、関心も高い。

申込みはホームページから

は千分の１単位だが、 もやってくるので、対

のために、ケヤキ、ツ

るか、物理防除するか

これまでに造園基幹技能

識を有しているかとい

ツジ、モッコクを消毒

の判断が必要だが、物

消毒には霧なしの方

書類をダウンロードして下

年以上あること

した場合、ツツジ、モ

が、よく掛かり、ドリ

者の資格を取得されている

ます。

「特例講習」

この特例講習会は平成 ～

条に基づく講習のことで、

ています。

どで実施されている講習も含まれ

している講習のほか、ゼネコンな

建災防や雇用能力開発機構で実施

法第

※職長教育とは、労働安全衛生

さい（９月上旬を予定）
。

と１時間の学科試験

【内容】２日間の学科講習

の３会場

東京、大阪、福岡

【今年度の開催】

ッコクは予防のためか

理防除は高コストだ。

フトもし難いなど、防

方が対象です。

なるために、
「特

と思われるが違反。収

そこで誘引剤・フェ

除に関するさまざまな

平成 年度以前に造園基

例講習」を受講

穫 日前を切った田ん

ロモントラップやコン

研究も進んでいる。こ

幹技能者の資格を取得した

策地域だけで解決する

ぼ近くでのスミチオン

フューザーの防除が考

うした技術を学ぶとと

方は「特例講習」を受講し、

問題ではない。

のドリフト（飛散）も

えられるが、毛虫には

もに、今回紹介した防

新制度の講習修了証の交付

ポジティブ制度は１億

違反となる。

効かないため、成虫を

除方法の導入など、安

を受ける必要があります。

分の１単位で、微量も

発注者がこれらを知

捕獲し、２、３年を掛

全で効果的な防除が求

する必要があり

らず、受注者がそのま

けての防除で、５百ｍ

えられるが大問題だ。 間隔位で取り付ける。

められる。

ま実施することも考

うと疑問も多い。

学科講習
（試験は行わない）

何よりも重要なのは、 ングコスト圧縮は、高

を得ることが重要だ。

成 年度より、新制度によ

た。

性能の芝刈り機で先

具体的な施工は、専

ら「播種」
、早期発芽、 利益な管理を明らかに

〝前向きな考え”を３

生・生徒が実施。自動

そして受注者のそれぞ

者がともに持つことで

20

で平成 年から 年に

中、道路景観について
組み合わせがよいとの

景観構成である。

は、同じような景観で

交省のガイドラインに

市民参加プロセスが国

設けられているが、こ

結果が出た。
このため、計画前に

の段階での街路樹の具

あるため、地域性を生

のための景観構成と、 ど の 立 場 か ら 見 て も

体的な検討は困難なた

かした道路景観づくり

を具体的に提案し、地

造園家のコラボレーション

植栽し、相対するものを両

10

その決定プロセスに必 「好ましい」道路空間
要な手法を検討した。

め、事業化段階での実

と考えた。これを実施

域住民の理解を得るこ

し、地域性を考慮した

まず、道路景観につ

道路景観づくりを円滑

施が適当、有効である

に進めるため、フォト

とで、後戻りできない

ましくない」を日造協

ともできる。選集の解説と

計画部門を追加し、最新の

による作品で、連携を決め

20

20

21

いて、
「好ましい」
「好

会員に調査すると、技

景観構成が演出される
ことを期待している。

モンタージュによる提
案手法を考えた。

開催。現場や産業界からのアプローチに加え、学術的な見地、科学的

作品選集は、造園家の実

ともに、選集を通じ、施工

９号では、エイジング作品

立させる発想は、将来につ

21

19

術的見地から、樹種選
定、
剪定、
道路機能（防

環境ニーズに応える造園技術多彩に

表会を開催、約２百名が参加した。冒頭、佐藤四郎会長のあいさつの

な考察が必要と、発表について日本造園学会からの講評を得るほか、

展させることにより、さまざまな環境ニーズに貢献すべく、昨年度初

後、日造協５総支部から発表が行われた。発表会は、全国１２００の

学会との包括協定（記事１面）に基づく初の学会発表も行われた。本

日造協は７月 日、福岡市のアクロス福岡で第２回技術情報共有発

造園専門工事業者を会員とし、環境ニーズに応える技術を有する日造

測し自信を持って取り組ま

号は、
環境ニーズに応える造園技術を示す技術発表の概要を紹介する。
も時代性、将来性が読み取

協が、これらの技術を互いに学び共有し、地域や事業特性に応じて発

日本造園学会の造園作品選集と造園界のこれから

れ、
第３号の梅小路公園は、 れた事業は、現在、素晴ら

績としての創作技術、実務

業界と学会、設計業界の連

も加え、竣工時が〝完成” た札幌市の英断など、連携

㈳日本造園学会造園作品選集刊行委員会委員 小木曽 裕

分野の成果（造園作品）を

携を踏まえた造園界のこれ

設計施工の連名で記され、 しい評価を得ており、専門

記録し、報告発表による創

ながるものである。
ではなく、育成管理も造園

の成果が受け取れる。
からについて考えたい。

そのほか、収録作品は、
運営手法やリサイクル等多

５号では、今回の会場・
アクロス福岡も掲載。竣工

彩で、今後の造園界に有効

技術の成果であることを明
確にし、造園の多様性を反

当初、建物が強過ぎると批

なヒントとなっている。

そもそも選集は、 年代

作活動の質向上への刺激と
するとともに、広く社会に

に再び環境が注目された折

映したものになっている。

判が相次いだが、将来を予

主張することを目的に発刊

しているが、
収録作品から、 り、造園職能への社会の期

さらに、個々の作品から

関東・甲信総支部 山口 雄資（群馬庚申園㈱）
中部総支部 國島 隆重（㈱立花園）

19

第２回技術情報共有発表会を開催

地域性を考慮した景観構成の事例及び提案
待に応えようと発刊。その

10

藤岡北高校の校庭芝生化事業について
フェロモントラップ／オルトラント樹幹注入について

17

24

旧「造園基幹技能者」は「特別講習」受講をお忘れなく！

60

19

日造協

時代の流れや将来を伺うこ

←

「登録造園基幹技能者」制度
今年７月から新たにスタート

20

90

21

10

（２）
平成２０年８月１０日

協
造
日
広 報

第４１３号

民間マンションの中庭
神戸西神斎場庭園

斎場の庭園

大学キャンパス
城西国際大学ランドスケープデザイン

と応用の重要性を感じた。
九州の高架下の植栽は、
土壌水分と光の問題だが、
路面の雨水利用は道路関係
者からも期待され、降り始
めのいろいろなゴミを含ん
だファーストフラッシュを
どうするかが課題。また、
高架下だけでなく、橋脚の
壁面緑化など、全国に広く
応用でき、今後のさらなる
研究に期待したい。

れ、パネラーの桑野和泉由布

ネルディスカッションが行わ

長のコーディネートによるパ

２００８ 九州は７月 日、 宏福岡市長が祝辞を述べた。

院観光協会会長、重松敏則九

富士電機システムズ㈱企画部

〝みどり”からはじまる都

ーマにしたフォーラムは、「ラ

担当部長、松本守フジテレビ

福岡市のアクロス福岡・国際

ンドスケープの新たな開発手

ＣＳＲ推進室長が意見を交わ

州大学大学院教授、増渕正裕

長、麻生渡福岡県知事、吉田

関西労災病院 ホスピタルパーク「いぶきの園」 病院外構
なんばパーク パークスガーデン植栽設計 複合施設外構

し、杉本正美九州芸術工科大

以前は、海岸地域の緑

り、植栽管理計画がな

にそのまま植栽した

合もあるが、建設残土

案が重要で、専門家の

と、施工時における提

計画段階での現地の

働きかけ、道路、港湾、 ンバイや、かろうじて

アドバイス、チェック

的な発表というより、

トを生かし、殺風景な

防止する緑化のメリッ

の浄化、地球温暖化を

けた灌水を導入した。

な配分のため枝管を設

る透水性Ｕ字溝と均等

道路上の雨水を利用す

スは多数の綺麗な花を

ツワブキ、アガパンサ

ランも順調に生育し、

のシャガ、フイリヤブ

ジ２倍弱で、地被植物

キは２倍、イロハモミ

に第２次試験植栽で、 モチで４倍弱、クスノ

用した高架下植栽が全

以上を確保できれば、 り、高架上の雨水を利

<��で��車は、リース�����です>

①

��� �� ��/月

①

�������/月

・リース料金は概算です(新車登録全てのメーカー車両取扱い)

②

�������/月

②

５������/月

・モデルチェンジ等諸条件による料金変更もあります

当社は、植木生産と造園建設に携わる企業様とともに歩んでいます 取扱い ��造園建設業�会・��植木�会・��造園����会

ＦＡＸ042－629－1376

島根県内の海岸地域

の緑化を検証すると、 化は未検証で、情報が

いままにボランティア

こうした不具合は、 管理になってしまって

具合がみられた。

未だ発注者と設計者、 共有されず、緑化の不
施工者との技術的連携

アンケートで得難く、 いるものなどもあり、

がとられていないこと
が原因と思われる不具

メンバーが現地で収集

改善が必要だ。

合がみられる。

残っているカイズカイ

体制の必要性を発注者

実情を把握した計画

ブキなどの事例を集め

に当たり、海水浴場で

漁港、都市公園、自然

たほか、せっかく防風

のほぼ全滅したシャリ

公園などの部門を所管

このため、県立緑化

する各部署の担当者と

柵を設けているのに、 に呼びかけている。

センターを窓口に県に

造園技術者、コンサル

最初から大きな樹木を

今回の事例は、技術
タント協会にも呼び掛

専門家として行政に働

きかけ、一定の成果を

年度から、 植栽したことによる生

育不全のマツ、強粘性

け、平成

土の客土による根腐れ

あり、今後も地域に貢

継続的な現地視察を伴

献する取り組みを進め

う研修を行い、海岸地

県作成の土壌改良法

ていきたい。

得たことがポイントで

があり、それ以外はな

などがみられた。

かなか受け入れ難い場

根元直径はクロガネ

域の緑化が適切に行わ

この取り組みを行う

結果が得られなかった。

モチで５倍弱、ネズミ

れるよう取り組みを進

高架下の緑化は、塵

このため、平成 年

場所にアメニティ豊か

この結果、冬季の道

めている。

埃・騒音の防止、空気

な空間を造成する意義

路凍結防止剤による塩

高架下の植栽例は全

がある。しかし、街路

国で散見されるが、樹

樹一般の塵埃・大気汚

の日陰による光不足、 があるが、塩流入防止

木を植栽した事例は少

つけた。

堰の効果もあり、目詰

の影響に留意する必要

まりも発生せず、均等

染ガスのほか、高架下

雨水の遮断による水不

に水分が供給できる。 ない。

足という問題がある。
このため、問題解決

国に普及し、緑化のメ

今回の試験結果によ

常緑樹や耐陰性のある

光環境が相対値で ％
整備局福岡国道事務所

地被植物は十分に生育

を図ろうと、九州地方

年に第１次試験植

と覚書を締結し、平成

�車両�ス�������です(リース料は��)

であり、これを担う業界で

台湾高雄高層集合住宅”美術館”中庭

法における「都市再生」への

リットを生かしたアメ

���５���/月

アイデア、可能性、意欲を

北京市都市防護緑帯（バックヤードとしての帯状緑地）
公共建築外構

試み」平賀達也㈱ランドスケ

栽（手撒灌水（週千ℓ） 可能であり、積極的に

②

地域の〝想い”まで形にし

北京市百旺公園

台湾宣蘭懸礁渓戸政衛生大楼中庭

に、活躍してもらいたい。

2005 年日本国際博覧会 愛・地球博記念公園日本庭園 広域公園

現場は多様で、技術の共有

2005 年日本国際博覧会 愛・地球博「水の広場」 広域公園

学名誉教授が講評、木上正貢

ニティ豊かな空間が創

�������/月

みても、多様な空間づくり

中部の防除技術の検討は
コンプライアンスが求めら
れる中での現場で即必要な
貴重な内容で、時代に適応

した技術が必要であること
を勉強させて貰った。
中国での発表は、海岸地
域の緑化は確立したものと
と思っていたため驚いたが

2005 年日本国際博覧会 愛・地球博ランドスケープデザイン 大規模自立型緑化壁面（博覧会）

ープ・プラス代表、
「阿蘇の

緑化することに技術的

や給水タンク（千百ℓ

②

さらに、多彩な技術・成

した結果であり、現場経験

2005 年日本国際博覧会 愛・地球博ランドスケープデザイン 博覧会会場

同実行委員会副会長の謝辞で

����金に�とり��生ま�ます

あることをこれからも誇り

日造協で提案するなどの展
ージメントに優れ、授業を

を生かした造園ならではの

会員制リゾートホテル
エクシブ京都八瀬離宮

草原」小野寺浩鹿児島大学学

たい。

���５���/月

得ることができる。

花卉産業振興施設
やまぐちフラワーランド
クレマチスの丘・ヴァンジ彫刻庭園美術館のランドスケープ 美術館のランドスケープ

発・ランドスケープの翼をテ
盛大に行われた。
フォーラムは、日造協九州
総支部、九州の各県支部をは
じめ、造園関連団体等で構成
する同フォーラム実行委員会
の木下文二会長のあいさつに
次いで、来賓から、舟引敏明

ことがわかった。

出されることを期待し
を実施したが、十分な

２基） 灌
+ 水チューブ） な面で何ら障害がない

①

た五木久領庵など、単なる

で、専門家はどちらかに傾
開も期待できる。マネージ

行う前に綿密な事前調査を

過大、複雑など適切でない

第 23 回全国都市緑化おおさかフェア・「西の丸地区」もてなしの花桟敷 全国都市緑化フェア政府指定都市出展花壇

グランドホテルで行われた。

���５���/月

に携わっていることがわか

生態観察園

長補佐の２つの基調講演と、 閉会。その後、交流会が西鉄

①

果だけでなく、９号の掲載

天王寺動物園「アフリカ・サバンナ肉食動物ゾーン」 都市公園、動物園

造園作品は、社会的遺産

民間施設外構
群馬県立「ぐんま昆虫の森」フィールドランドスケープ

素晴らしい提案だ。

公開空地（広場）
三田三丁目開発計画

蓑茂壽太郎熊本県立大学理事

<リース>のいいところ

り、
地域振興の拠点として、 作品紹介にとどまらない、

第 23 回全国都市緑化おおさかフェア会場「林のゾーン」全国都市緑化フェア会場

作品の種別（別表）だけを

と、評価もできない。限ら

グランパーク広場改修計画

時代に適応した多様な技術の発現に期待

ので、もっと早い段階での

集合住宅外構
三鷹台団地

６００名が参加、盛大に開催

ランドスケープフォーラム

ランドスケープ
フォーラム 九州

社会性が最も重要だ。
また、 標を定めることで、目標が
街路空間は都市計画そのも

安房キャンパス

㈳日本造園学会理事 小林 達明

斜しやすいが、両者のバラ
メントで一番大切なのは目

関東の校庭芝生化もマネ

ンスと住民の意識といった

ト＝デザインだけでもだめ

街路は機能だけでも、アー

東北の道路景観からは、

発表全体から、造園の世

大学

れた予算を見据え、詰め込

大学広場
城西国際大学

モンタージュなどによる住

幼保園
日本女子大学泉プロムナード

界が多様であることを改め

公共施設外構
ゆうゆうのもり幼保園

み過ぎない優先事項を明ら

甲佐町タウンセンター ランドスケープ

民の理解が求められる。こ

都市公園（総合公園）

て実感するとともに、マネ

目黒区総合庁舎本館屋上「目黒十五庭」 公共施設

かにした目標を設定するこ

都市基幹公園総合公園
かのやばら園

のテーマは、日本全体の基

広域公園（1 部）
リニューアルパーク靭公園・ローズガーデン

ージメントが重要になって

近隣公園
水元公園水産試験場跡地

とが第一と言える。

近隣公園
六甲道南公園

本的な街路空間の考え方を

第１号

←

造園作品選集の変遷
いることが伺われた。

民間施設外構
川口並木元町近隣公園

国土交通省都市・地域整備局

15

共同住宅
ランドスケープ
青山パークタワー

種別
タイトル

公園緑地・景観課緑地環境室

��様の���に、����ます !

①はファイナンスリース、②はメンテナンスリースです。リース期間は５年

�������期�で�ます(��と�て��)��

���ン�ー��ン�ン�
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株式会社

��リ��ー�ン

��リ��ー����

五木久領庵
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�月 30 �まで
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店舗庭園外構

in

15

15

ン

�

�

Ａ

�

12

凛として庭園

in

中国総支部 多々納 敏（㈱庭の川島）
九州総支部 中野 誠（㈱北川緑地建設）

造園作品集９号にみられる多様な作品種別
会議場に６００名が集まり、 市の再生と地方の再生～九州

フォーラムでのパネルディスカッションのもよう

植栽困難地域（海岸地域）における緑化について
高架下の植生試験について

平成４年（1992）刊行。90 年代環境が再びクロー
ズアップ。造園職能への期待に受けてたつ。設計事
務所の技術力向上・発注者のクオリティも高揚。正
当な評価できる眼力（41 作品）。
多様な分野の専門家が協力した学際的作業の成果の
第２号
増加。装丁を一新（29 作品）
第３号 環境計画などの作品の応募の追加（39 作品）
第４号（38 作品）
第５号（39 作品）
平成 13 年（2001）造園技術報告集 第１号刊行
第６号（33 作品）
第７号 計画部門の追加。 英文の掲載（35 作品）
第８号 学会賞（造園作品部門）を掲載（34 作品）
CPD 登録、ISSN 取得、エイジング作品追加等。（31
第９号
作品）
319 件 ( うち九州 22 作品）

講評

第４１３号

協
造
日
広 報
平成２０年８月１０日
（３）

公園遊具の安全利用へ
日常点検講習会を開催
千葉県支部

施設業協会との共催により

協が連携して、㈳日本公園

日造協千葉県支部と県造
この講習会は、近年、特

検講習会を開催しました。

６月 日、公園遊具日常点

に公園遊具による事故が多
公園の役割への期待、安全

市緑化推進室長から、都市
地訓練も行われました。

確認するなど日常点検の実
なお、この講習会には、

発し、大きく報道されるな
管理強化の必要性等につい
会員企業等の 名に加え、
都市公園を多く有する７市
から担当職員の参加があ

日造協賛助会員の紹介
大日本プラスチックス株式会社

り、生活資材や産業資材な

式会社は、１９５６年設立

大日本プラスチックス株

は更に両社が持てる特長を

まいりましたが、新体制で

て社会への貢献を果たして

ど多岐にわたる分野におい

され創立 年を迎えた本年
士取得後５年以上、②一級

チックメーカーのタキロン

度 ３ 月、 大 手 総 合 プ ラ ス

層向上させると共に、より

生かし、お客様の満足を一

（学科試験）開催決まる

植栽基盤診断士認定試験

ど社会的な関心が高まって
てのあいさつがありまし
講習会は、日本公園施設

た。

いること、また、管理を受
託する側として、公園遊具
施設の日常点検の知識が必

植物が良好に生育するた

業協会の担当講師により、 り、日常点検に関する知識

めの植栽基盤整備に必要な

要とのことで開催を計画し

豊かな社会づくりに貢献で

を得るとともに受講者には

株式会社の傘下に入り新た

修了証が交付されました。

として多くの造園関係者の

技術提案のできる技術者

土木産業資材営業部

………………

造園技能士取得後６年以

午前中は、公園遊具の事故
造園工事の発注が激減

第一段階の学科試験が、９

定」につながる「公共事業

善」や「設計労務単価の改

として登録が認められたの

基幹技能者講習実施機関」

議論。７月末現在、
「登録

員会

に関する特別研究委

と建築職能の将来像

基幹技能者制度推進協議

技能者」の日造協、日造連

スプリング遊具、⑤登る遊

認定審査委員会は７月 日

会長が出席し、
「基幹技能

見交換会は７月 日、佐藤

７㈪・
「広報日造協」編集

３㈭・運営会議

能者」制度の活用促進等を

の改正により、今年度から
に日造協で開催した。東京

者の現場常駐の義務付け」
、 スタートした「登録基幹技

連合会と国土交通省

㈫・㈳建設産業専門団体

との定例意見交換会

㈬・建設系ＣＰＤ協議会

システム部会

㈭・基幹技能者制度推進

協議会

【８月】

事務局会議

４㈪・登録基幹技能者制度

会議

５㈫・
「広報日造協」編集

芸博覧会建設状況調

～ 日

九州

・日本港湾協会「港と

文化を語る集い」セ

（造園工事業）

８㈮・基準普及策定委員会

ミナー

協会「危険性・有害

㈯・

㈪・建築教育の需給構造

教育認定機構 ）研修会

（日本技術者
JABEE

㈭・全国事務局長会議

㈬・正副会長会議

審査委員会

・植栽基盤診断士認定

長会議

㈫・技術委員会正副委員

グループ委員会

員会」ワーキング

性等のマニュアル委

㈭・建設業労働災害防止

ーラム

㈮・ランドスケープフォ

（福岡） ７㈭・運営会議

㈭・技術情報共有発表会

査

・ＡＩＰＨ西安国際園

会議

農業大学の近藤教授が委員

中、真っ黒に日焼けした顔で、汗を 部の事業の一環として第七十番札所

長となり、今年度の実施計 「技能労働者の労働条件改

四国遍路旅

の本山寺参道・石張工事を行いまし

また、遍路道の整備を数年前から

た。

☎０３・３６６２・９８６１

労務費調査の改善」などを

大日本プラスチックス㈱
タキロン・ペブルベース

高度な加工技術と開発によ

上、③ 年以上、のいずれ

事例を参考として点検のポ
し、相対的に公園等の管理

月７日㈰に全国９会場で開

画、植栽基盤診断士補研修

で案内している。

開催地や申込み方法につ

受験が期待される。
受験資格には植栽基盤診

催される。

調査

たものです。
イント等について詳細な解
業務のウエイトが高まる

きる「ものづくり」に徹し

折りしも、国土交通省に
説がなされ、午後は、市内
中、造園業としても受注機

なスタートを切ることにな

おいて地方公共団体向けの
の公園において日常点検の
会を得るためには、他の業

かの実務経験を有すること

公園遊具
実地講習が行われました。

界にはない技術力やノウハ

診断 改善処方提案
･
･

等の安全
実地講習は、５班に分か

のエキスパートである「植

対策ガイ
れて、遊具の種類ごとに日

断士補研修会の修了者で、 いては日造協ホームページ

てまいります。

ドライン

ウを保持することが重要な

かつ①一級造園施工管理技

りました。これまで両社は

の改訂が
常点検の解説がなされ、点

課題となっています。

が必要である。

あり、タ
検マニュアルに従って確認

栽基盤診断士」認定試験の

イムリー

造協の資格制度の普及・活

当支部では、今後とも日

作業が行われました。
今回の講習では①ブラン

な開催と
なりまし

は、

職種中、
「造園基幹

要望、意見交換を行った。

開会の

具を対象として、受講者が

コ、②滑り台、③鉄棒、④

あいさつ

それぞれチェックシートに

ほか３職種であることが報

に続き千

点検結果を記入し、正しい

告された。

葉県公園

点検が行われたかどうかを

会（会長＝向井敏雄㈳日本

緑地課都

化していかなければならな

拭きながら歩く姿もみうけられま
事務所が、第七八番札所 郷照寺 す。
四国各地で、ボランティアで無料

29

30

た。

51

機械土工協会副会長）は７

支部は、業界事業規模の拡

りません。

会修了試験の合否判定を行
用をはじめ、県造協との連
なった。
携のもとに各種講習会等を
㈳建設産業専門団体連合
計画していきたいと考えて 【主な動き（ゴシック体）より】
植栽基盤診断士に係わる 会と国土交通省との定例意

大と社会的位置付けの更な

こうした中で、国の進め

（宇多津町）から第七九番札所 高

道筋に適当な場所があれば、休憩

出来るような四阿、その周辺の造園

技術の生かせる整備等々です。しか

讃岐は今、うどん遍路でにぎわっ

11

います。

04

月 日、建設業法施行規則 【７月】

る向上を目指し、これまで

る景観法に基づく景観行政

などの接待をされている方も大勢お

昔の遍路道は、山の中の自然とふ

ようですが、いまは手入れの行き届 のゆとりが持てる四国遍路も、体験

かない所が、多々みうけられるよう していただければ幸いです。

花井哲雄（㈱豊和開発）

08
in

事務局長・和泉澤英宏

事業規模の拡大目指す

以上に日造協に蓄積された

照寺に向かう道沿いにあるので、朝 の接待所をもうけたり、出会ったお 行政にも、要望事項としてお願いを

クシー等の利用ですが、全体の１割

し、結構民地が多く（民地を借り上
めに、
造園専門業界として、 会員の所在する地域行政団

げている）
、難しい問題もあります

当たり、支部長・副支部長

体への働きかけを支部・会

１５００キロ。日数にして、平均

が…。
県の行う施策に沿って景観

員一丸となって啓蒙推進し

まだその境地には達していないの

四国八十八箇所の霊場は、全長約 られます。

を含む幹事４名、監事２名

環境の向上に繋がる提案並
の総員８名の役員が５月

そのためにも、本部との

で、歩いたことはありませんが）
。

香川県支部では、昨年、四国総支

10

11

公園遊具日常点検講習会のもよう

年度通常総会開催

団体は、３行政団体に止ま

七時過ぎから、白衣に菅笠、金剛杖 遍路さんに、お茶やジュース、パン しています。

平成

データベースを有効に活用

っており、最も多い神奈川

姿のお遍路さんを見かけます。

我われはこれらの現状を

程度の人が歩き遍路をされているそ

大部分のお遍路さんは バス、タ
１千万人の観光誘客達成

真摯に受け止め、まずは、

ない現状です。

と、全島緑化事業推進のた

第 一 に、 県 知 事 の 掲 げ る

支 部 の 重 点 課 題 と し て、 県の 行政団体に遠く及ば

していきたいと思います。

して”沖縄県支部は、本年

沖縄総支部
“事業規模の拡大と社会
度 会員でスタート致しま
した。

31

日程度の道のりだそうです（私は、 れあえる道で、手入れもされていた ていますが、うどんだけでなく、心

本年度は役員改選の年に

29

21

15

ていきたいと思います。

うです。

22

びに協力を行っていきたい
日の総会で全会一致にて決

更なる連携強化を図り、効

と思います。
第二に、国から外客来訪

率的な支部運営に努めてま

定致しました。
また、総会において平成

促進地域に全市町村が指定

うが多くみかけますが、真夏の暑い

春先、秋口の気候の良い時期のほ です。
年度の事業計画を採択し

支部長・下地浩之

いります。
て、今後、観光事業を活性

50

17

92

されている沖縄県におい
事業計画の趣旨として当

ました。

㈫・建設業労働災害防止

協会「危険性・有害

性等のマニュアル委

員会」ワーキンググ

ループ委員会

㈮・技術委員会（全国）

㈭・総務委員会（全国）

～ 日

対策講習会（北海道

・植栽基盤診断士受験

総支部）

29

28

31

19

28 22

43

20

22

26 24 23

28

27

的地位の更なる向上を目指

各総支部・支部からの記事を紹介します

19

20

総・支部
総・支部
だより
だより

（４）
平成２０年８月１０日

協
造
日
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