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化㈱／真木要・日産緑化㈱

浜庭苑㈱／河村繁・湘南造

／秋山和久・㈱タイキ／小

岩岸昌克・㈱昭和造園土木

皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください

／竹内淳・㈱ニチノー緑化

山修平・㈱タイキ／向井正

敏・㈱西部緑化／秋谷貴洋・ 利園【山梨県】仲村清彦・ ㈱庭樹園／葉山純士・白川

園㈱／越畑輝好・奈良造園

㈱仲村造園【長野県】宮林

土木㈱／生駒武則・生駒造

健治・松本土建㈱【岐阜県】 【兵庫県】久保博毅・神戸

／小林澄世・㈱保谷園／伊

かたばみ興業㈱／明畠直

金原哲也・㈱庭萬／日比真

樹・㈱庭樹園／楠井民夫・
畠山勇雄・㈱アート造園ハ

之・王子木材緑化㈱／可部

園土木㈱／甘利一正・㈱甘
タケヤマ／酒井一行・㈲千

幸二・㈱昭和造園／元島佳

東大輔・東友緑化㈱／畠山

葉植木造園／齋藤一美・藤

地㈱【島根県】田倉将弘・

造園土木㈱【岡山県】森田

園芸㈱／巽浩子・㈱庭樹園

士の合格者は以下の通り。

木園緑化土木㈱／川井邦

平成 年度植栽基盤診断

園／喜多伸行・横浜植木㈱

【北海道】森正光・㈱森造

大畑建設㈱【山口県】森和

宜嗣・㈱菱川グリーン【広

知県】市川勝久・㈲岡本環

義・㈱森芳楽園／植田剛・

島県】茗井保次・みずえ緑

境造園／奥田一善・東郊造

植剛／中津正道・徳山植木

一・昭和造園土木㈱【静岡

陵・東光園緑化㈱／幸村世

園㈱／小林直樹・㈱市川造

県】辻豊・㈱ひかり造園【愛

根光・箱根植木㈱【神奈川

園／近藤学・東邦不動産㈱

晴・綿半インテック㈱／馬

県】田中登至也・綿半イン

造園㈱【香川県】大林佳貴・

場大介・㈱共進造園／木榑
貴巨・東武緑地㈱／小原吉

都市緑化㈱【東京都】常世

テック㈱／笹野哲也・綿半

㈲大林造園／旅田好晃・㈱

広・㈱赤門／松戸義仁・㈱
圭二・山梅造園土木㈱／【埼

博・イビデングリーンテッ

加藤和伯・㈱庭正造園／岩

インテック㈱／髙橋弘樹・ ／吉田進也・㈱梅森造園／

新松戸造園／河合直志・新
玉県】砂山芳輝・日産緑化

ク ㈱ ／ 髙 橋 敏 昭・ ㈱ 保 谷

横浜植木㈱／田島伸樹・㈱

タナカ築庭【群馬県】岡澤

㈱／北田雅也・㈱植清園／

園／吉川修二・㈱大場造園

【茨城県】渡部健太郎・㈱

大石豊・㈱八廣園／福島英

／桑園亜希子・東光園緑化

敏治・成瀬緑化産業㈱／野

二・㈱清香園【千葉県】上

中勲・ヤシロ農園㈲【福岡

根洋司・㈱新松戸造園／佐

井県】渡邉俊輔・㈲旭造園

県】中村大輔・㈱梅田造園

森造園【高知県】北岡憲泰・

土木／筧陽介・㈱共和庭園

土木／納富浩章・㈱都市造

㈱双葉造園【愛媛県】中村

／渡邉光治・㈱しばなか／

附拓巳・三共造園㈱【三重

診断士」
、造園工事のすべてを知り

坪田幸弘・㈱大地／久田英

園／伊藤直樹・花文造園土

賀県】花井義一・㈱髙木造

化㈱／南雅義・㈲南造園【滋

林農園／宇野孝則・北陸緑

川造園㈱／小林伸弘・㈱小

川端造園／丸岡洋介・長谷

北陸緑化㈱／岸本幸恵・㈲

建設㈱【佐賀県】市川和孝・

建設㈱／竹原進・東洋緑地

設㈱／川中幸臣・青葉緑地

協会／平嶋泰・木下緑化建

財）福岡市緑のまちづくり

造園建設／一瀬理枝・
（公

造園㈲／大野髙志・㈱守恒

也・北陸緑化㈱／白崎浩二・ ープ㈱／鴛海紳一郎・新免

園／岩本一昭・イー・スケ

県】栗田幸郎・㈲福幸園【福
時代と地域性に対応した企業戦略

尽くした「造園基幹技能者」は、い

進める上で不可欠なものと思います。

日造協は、緑豊かでゆとりと潤い

のある快適な都市緑化、都市環境の

整備と美しい景観の創造をめざし、

交流と技術協力を促進し、造園建設

経済状況は決してよくはありませ

がんばれ！ 日造協

す。

備に邁進していただきたいと思いま

全や身近な生活空間の緑化、景観整

10

小林造園／大島良介・㈱小

彦・㈲一期崎緑化造園【宮

ース・グリーン／一期崎英

真一・㈱昭和造園土木／榎

部造園㈱

樹園【沖縄県】玉城誠・本

田猛子・㈱昭和造園土木／

花豊造園㈱【大阪府】小林

りやガーデン／森寺善昭・ 崎県】橋口勝吾・㈱橋口庭

林造園／村山俊史・㈱ちき

㈱小林造園／春野光彦・㈱ 【熊本県】山口靖久・㈲ア

海老沼和仁・㈲海老沼造園

木㈱【京都府】山下雄一郎・ ㈱葉隠緑化建設【長崎県】
７つの重要課題を掲げる日造協のビ

業のイメージアップと広報活動に取

んが、５年先 年先を見据え環境保

造園・環境緑化関連技術の向上など

ジョン も拝読いたしました。 世

り組むことは誠に重要なことと思い

塚本 瑞天

中目黒公園の造成は、 年前に始

紀を展望し「緑の景観・環境」創造

ます。

㈱鈴木庭園／原仁資・㈱小

なります。中目黒公園には運動場に

まりました。造成当初と比べ木も大

事業をめざしている日造協の方針

美しいまちの顔、街路樹を守り育

を図るための様々な活動を行ってい

加え、芝生広場や花壇・菜園などの

きくなり、芝生なども落ち着いた感

は、地域と生命・財産を守り、社会

てる「街路樹剪定士」
、植物が良好

島庭園工務所／今木智一・ ／徳田裕太・㈲海老沼造園

区画もあります。花壇・菜園はボラ

じがしてきました。公園造成には日

と暮らしを彩り、心の豊かさをはぐ

21

之・ナガイ造園㈲／八田和

嵯峨造園土木／滝田靖・㈱

こ の た び、改 め て 日 造 協 の ホ ー

を練り、事業領域の拡大や将来に向

ずれも日造協が認定する資格です

木村植物園／浅野健彦・横

ム ペ ー ジ を 拝 見 し ま し た。会 員 数

けての取り組みを進め、造園技術・

が、造園工事は「生き物」を相手に

㈱／西山大介・かたばみ興

９３０、今年 月に協会は設立 年

情報力の高度化を図り、人材育成と

していますので、これに関する専門

業㈱／今野十志美・日産緑

この公園に隣接して住んでいる私

を迎えたのだと知りました。関係す

資格制度の普及を行い、雇用環境の

的な知識と豊富な経験が不可欠であ

藤裕樹・㈱三協グリーン／

も公園においでになる老若男女も公

る方々に心よりお喜びを申し上げま

改善と安全衛生対策を推進し、国際

田上喜朗・㈱新松戸造園／

私が今住んでいる集合住宅は、中

園管理に関わっているボランティア

す。５つの理念、５つの目標そして

ぞれの個性が出ています。

目黒公園の運動場に隣接していま

もみんなこの公園から恵みを受けて

がんばれ！ 日造協
環境省自然環境局 自然環境計画課長

り、このような資格が、造園工事を

す。
夜間は閉まって誰もいませんが、
朝６時に開門されると、犬の散歩、
太極拳、
散歩、
ジョギングなどなど、
老若男女、実に様々な方がおいでに
なります。人のざわめきが目覚まし
代わりです。毎週土日は少年サッカ
ー場になり、子供たちの元気な声や
応援の歓声で活気づきます。年に何

18

30

ると思います。

ンティアの方がグループごとに管理

造協の会員企業が尽力されたのでは

くむものと確信いたします。

に育つ土壌環境を整える「植栽基盤

しています。有機肥料、
ビオトープ、

います。

40

ないかと拝察いたします。

回かは、防災・防水の訓練会場にも

11

野菜、果樹、ハーブ、バラなど、グ

21

10

Ⓡ

117名

23

植栽基盤診断士 認定試験

され、今年度の合格率は、

133名

平成 年度

植栽基盤整備に係る卓越
学科試験 ・８％、
実技試験

126名

23

１１ ７ 名 が 難 関 を 突 破
した技術力を有する総合的
・０％となり、
資格を創設

173名

した平成 年からの合格者

合格者

の資格制度は、日造協が資

受験者

の累計は９４７名となった。

認定試験の合否は、
「植
栽基盤診断士認定委員会」
（委員長：近藤三雄東京農

合格者

格制度を創立して今年で９

88

平成23年度
植栽基盤診断士認定試験の結果

実技試験の合格者は今

月４日に全国 会場で「学
科試験」を行い、その合格
者が挑む「実技試験」を

月 日～ 日に服部緑地

念公園（東京都立川市）
、

月 日～ 日に国営昭和記

11

（大阪府豊中市）
で実施した。

24

業大学教授）で厳正に審議

88.0％
72.8％
合格率

試験の様子
ループ毎に工夫を凝らしていてそれ

受験者

数

10

年目となる。認定試験は９

な専門家
「植栽基盤診断士」

72

人

18

11

15

実技試験
験

学科試験
試

20

26
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【学会の目・眼・芽】第30回 下村泰彦氏
平成23年度日本造園学会の活動と研究動向
屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール
【緑滴】本物とは何か
北 総一朗
３面

特集「都市公園コンクール」
２、
３面

第27回 都市公園コンクール

特
集

月 日に日比谷公会堂で開催された平成 年度「ひろ
げよう 育てよう みどりの都市」全国大会で、第 回都
市公園コンクールの受賞作品が表彰された。本コンクール
は、設計、施工、材料、工法、施設および管理運営に係る
優秀な作品を表彰するもので、当協会の会員から、国土交
通大臣賞を㈱沖縄庭芸が、㈳日本公園緑地協会会長賞を箱
根植木㈱と㈱富士植木がそれぞれ受賞した。今回の特集で
は、受賞した３作品を紹介する。
23

27

株式会社 沖縄庭芸

げるので、その合端が仕上

ハ、切石を階段状に積み上

不自然に残るのではないか。

ロ、石を斫った時のノミ跡が

のか。

イ、職人の選定はどうする

あがった。

懸念事項として次の項目が

施工に先立ち、まず注意

な露岩の施工へと入った。

これらの決定により本格的

ので行わない。

合などに違いが出来やすい

材によって色合いや風化具

ホ、表面の仕上げは元の石

れがあるので行わない。

構造物への影響の出るおそ

ご尽力によって復元という

を行った。それらの方々の

検討委員会でさらなる監修

修委員が指導や助言をし、

達が行ったこと、また、監

る。仕上げを彫刻家の先生

作業（表面の仕上げ）に入

を行い、第二次加工で造形

目的を達成できた。

げ後に表れるのではないか。
ニ、表面を薬品で処理する

が一般に公開されているこ

したことは、書院と鎖之間

この庭園の主木となるマ

◦植栽工（高木類）

ことが出来ないか。

うことは、復元という仕事

ツに関して冊封使録に蟠っ

は調査・準備段階から計画、

とと露岩の加工の際、粉塵

めて剥ぎ取ることはせず、

ホ、自然石の表面をカット

ても監修委員の指導の下、

１ｍおきに行い、最後に目

設計、施工、管理に至るま

た（わだかまった）マツと

位置や向きを決定し植え付

土（砂）をして早期の回復

が飛散することである。そ

ぐろを巻くとか入り組んで

けを行った。

して張り付ける方法は可能

複雑に絡み合っているとい

は成し得ないことである。

で多くの方々の力なくして

与那国町の教育委員会の確

首里城書院・鎖之間庭園

の処置をした。補修後は、

記録されている。これはと
った。
①建物
 内にアクリル製の雨
戸を設置。

芝は、在来のコウライ芝

認を得て了解をもらった。

◦植栽工（張芝）

のため次のような処置を行

サンプルを作成して検討委

ニとホについては試験や

庭園も損壊をした。
そして、 書院・鎖之間庭園について

員会で検討した結果、次の

マツを沖縄本島の北から南

◦終わりに

う意味があり、この蟠った

なのか。

知る方や植物の専門家及び

れた冊封使録の文献、
また、

の復元までの推移
戦後琉球大学が建てられた

城は損壊し、書院・鎖之間

首里城書院・鎖之間（さ

ように決定した。

を使用することが決まって

れ庭園の復元に至った。

立たなくなる。

ロ、ノミ跡は経年変化で目

施工は、工場で切石に加

の不快感の低減に努めた。

の建物の保護及び来園者へ

討委員会立ち会いの下、こ

植え付けに際しては、検

町へ譲渡の依頼をし、当社

なった。発注者より与那国

北牧場から採取することに

においては古写真を参考に

り、
特に転石工（庭石設置）

どの工種で復元が基本にあ

け継がれて、名に相応しい

この庭園が永年に渡り受

公開となった。

植栽された庭園ということ

ュウマツとソテツを中心に

岩盤による露岩とリュウキ

庭園の事例調査、古絵図や

現存する琉球庭園や他県の

年度にかけての発掘調査や

る。露岩の表面を自然岩風

格をなす重要な工種であ

露岩は、今回の工事の骨

立たなくなる。

粉を混ぜ充填することで目

ハ、合端は白セメントに石

に積み上げ、削岩機を用い

工した琉球石灰岩を階段状

を行った。他の樹木に関し

やソテツの一部の植え付け

の蟠ったマツと周辺のマツ

場であり、一箇所からまと

取を行った。採取場所は牧

の作業員が現地に行って採

事に携わることが出来て思

この庭園の復元という工

復元を成した。

庭園になっていくことを願

庭がありました。この空間

今に伝える住宅と緑豊かな

初期の杉並の文化・生活を

北公園の予定地には、昭和

かつて、
（仮称）阿佐谷

上げ、建物と庭の雰囲気を

は、この土地と隣地を買い

し た。 そ こ で、 杉 並 区 で

所に陳情活動が続けられま

名活動が起こり、杉並区役

域住民により保存の為の署

の危機に直面した際に、地

監督は、その火災を知り、

から住宅と庭を知る宮崎駿

失してしまいました。以前

住宅火災により、住宅は焼

め、平成 年度に整備・開

を取り入れながら設計を進

園する予定でしたが、平成
年２月の公園計画地内の

基本構想とイメージスケッ

杉並区では宮崎監督からの

スケッチは宮崎監督ご自身

とデザイナーの方が描き、

訪れたときの印象は、火災

にあたり、初めてこの地を

現場の担当者として施工

した。その雰囲気こそが、

うとても心地のよいもので

雰囲気なんだろう。
」とい

地域に、この方々がいたか

と接しているうちに、この

施工を始め、近隣住民の方

ーションをとるようにしま

め、出来るだけコミュニケ

は関係ない「世間話」も含

㈱沖縄庭芸 名嘉孝仁

当たってのヒントをたくさ

が描いたものとなっており

ん頂き、それを反映して、

チをもとに、あらたに公園

強くしました。人が住む空

した。その中から「昔はこ

間は、やはりそこに住む方

発注者・設計者とさらに打

らこそこの雰囲気の空間が

由であると感じました。そ

の日々の営みや、思いや、

合せを重ねながら施工にあ

地域のみなさまをはじめ多

の雰囲気を景色として継承

気持ちが形になるんだと実

たりました。

の跡は残っていましたが

し新たな公園として再スタ

感したのです。その気持ち

①工事開始

ます。

ートさせる、このプロジェ

をどれだけ汲めるか、それ

設計・整備をすすめたので

クトに参加させていただけ

を反映した仕事が
「雰囲気」

うだった……」など施工に

たことは、現場担当として

の撤去、支障となる植物の

生まれたのだという思いを

はとてもやりがいのあるも

を形にする手がかりになる

移植などを行いました。現

くの人がこの地を愛した理

のでした。

のではないかと思い、それ

在ある雰囲気・面影を残す

「なんて落ち着いた素敵な

現場へ乗り込む前は「雰

以降は、近隣住民の方との

（３面に続く）

◦着工から完成まで

囲気」を形にするにはと頭

朝の挨拶から始まり仕事と

工事開始にあたり既設物

を悩ませましたが、実際に

す。基本構想図は宮崎監督

うものである。

古写真の資料、中国からの

て第一次加工として荒削り

しかし、先の大戦で首里

（仮称）阿佐谷北公園（Ａさんの庭）

は、長い間、地域のみなさ

生かした緑豊かな公園とし

杉並区に、その雰囲気を風

インの提案をされました。

昔からあった雰囲気を形に

箱根植木 株式会社

まに親しまれ、また宮崎駿

て整備することを決定した

21

景として継承する公園デザ

21

◦着工まで

著

のです。

トトロの住む家 （朝
｢
｣

その後、地域住民の意見

日新聞社）でも紹介されま
した。この住宅の取り壊し

宮崎駿監督のイメージをもとに設計

である。

ニ、薬品による植物や他の

てもらった。

◦造岩工（露岩の再生）

20

に仕上げることになるが、

14

使者・冊封使により記録さ

13

は、
平成 年６月に完成し、

７月に国指定の名勝として

琉球庭園の専門家等へのヒ

いた。本島内で調達できる

として選んだ。これを監修

ここでは造岩工と植栽工

登録がなされ、８月に一般

際に露岩の一部が削り取ら

まで調査をし、 本を候補

ところはなく、台湾に程近

について記したが、ほとん

すのま）庭園は、首里城の

②ヨシズを透明なシートで

覆う。

委員によって数本に絞り、

い最西端の島、与那国町の

イ、職人は、以前にも露岩
の再生に関わった沖縄県立

に防塵ネットを設置。

検討委員会において決定し

ヤリングを通して資料が収

芸術大学の彫刻家の先生達

これらの処置で粉塵から

集され、琉球庭園復元検討
委員会（以下検討委員会と

にお願いすることで了承。

れ、特に鎖之間側での損傷

首里城書院・鎖之間庭園

いう）において議論がなさ

が激しかった。

首里城唯一の本格的庭園で
の復元の工事に至るまでに

南殿と渡り廊下で連なる書

完成した中庭

ある。この庭園の大きな特

③露岩の加工の際は、さら


中庭に切石を設置

は、平成 年度から平成

院と鎖之間の南側に接する

◦首里城書院・鎖之間庭園


首里城書院・鎖之間庭園の復元

28

徴といえば、琉球石灰岩の

14

10
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会員３社が国土交通大臣賞、日本公園緑地協会会長賞を受賞

となじむように現地にてす

ても色合い・質感が既設物

には数百名が参加し盛大な

出来ました。オープンの際

のオープンを迎えることが

はますます、緑豊かでとて

年になりますが、この公園

完成、オープンから約１

ながら、人々が心安らぐ空

う空間も成長・変化を遂げ

人々の生活と共に公園とい

因であると考えられます。

も新しく出来る建物となじ

り合わせを行い、洗い出し
間として存在し続ける。そ

◦完成後

むようになるべく自然樹形

も美しい落ち着きのある、

学会の目・眼・芽

に関するテーマも見受けられます。
さらに、「祭礼・

文化景観」
、
「地域の風景ポテンシャル」
、
「風景の

近代の諸相」
、
「文化的な風景の保全」など歴史・

文化的な側面から地域の履歴を扱った研究や、「集

住のランドスケープ」といった居住環境整備に関

本年 月 日（土） 日（日）の２日間、日本

造園学会の全国大会が、東京農業大学で開催され

するテーマなど地域の歴史・文化・自然資源を保

ョップ、臨時総会、公開シンポジウム、交流会な

どが開催され、 日には、研究発表会を中心に、

初日の震災復興支援ワークショップでは、
「造

ミニフォーラムや分科会等が行われました。

園分野の視点から、東日本大震災をいかに記録に

オトープ」を創出すること

地された状態で引き渡され

場事務所を撤収した後の整

恵を出し合いながらの施工

ても、設計者と施工者が知

なる部分の使用材料につい

今後とも復興支援に向け、この度の震災復興の経

生」について検討を深めました。学会としては、

年の国土創成にむけて―災害からの社会資本の再

した。また、公開シンポジウムでは、
「２０５０

思っております。特に、施工技術や植栽技術に関

しましては、人工地盤での特殊緑化技術や、ビオ

トープなど自然復元・再生に向けた緑化技術など

律（平成 年 月施行）
」
（歴史まちづくり法）や、

域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

られます。景観法はもとより、国土交通省の「地

全・活用した地域環境のあり方を探った研究が見

ました。初日の 日には、震災復興支援ワークシ

平成23年度日本造園学会の活動と研究動向

より、平成 年７月に公園

ために、既設の構造物や植

を生かし、昔からあった雰
セレモニーが行われ、あら

ういう理想の空間となった

ました。新規の材料につい

物をなるべく壊さないよ

などについては昔の工法
多くの方々が訪れる空間と

に努めました。樹木の剪定

う、既設の施設・植物の養
囲気を大切にしながら行い
ためてこの「場所」に対す

（２面の続き）

生をしっかりと行い、必要
や、昔よく使った材料の調

ても嬉しくなります。改め

ました。

近隣住民の方々が「公園そ

て、発注者、設計者、近隣

最低限のものだけ撤去する

を感じ、そのような場所を
だて組」として協力し合い

住民の方々を始め、関係者

ような気がして、いつ訪れ

材料の決定を行いました。
公園として整備させていた
ながら、門の開閉、植物の

の皆様に感謝申し上げます。

なっております。これは、

使用材料については、す
④完成
だくというプロジェクトを
管理などを行っていただい

る関心の高さ、愛着の深さ

力にて施工を行いました。
べての主要材料について、
このように、近隣住民の
担当させていただいたこと

査などを行い、ひとつずつ

また既設物の撤去において
実物サンプル等を用意し
方々、発注者、設計者をは

箱根植木㈱ 藤本健夫

こ の 周 辺 は 運 河 に 囲 ま 「荒川流域圏の遺伝子レベ

を計画内容として位置づけ

ました。一次造成における

でした。池に放流する魚に

ぞれの持ち味を発揮しなが

の更なる応用技術開発を願っております。

文化庁の文化財保護法の一部改正（平成 年）に

習の時間」が平成 年に導入されて以降、
「教育

一方、文科省での小・中学校での「総合的な学

るものと思われます。

おり、今後もこれら分野の研究はますます増加す

よる「重要文化的景観の選定制度」が制定されて

16

②材料の選定

も、公園の一部として利用
て、発注者・設計者の方々
て い る こ と も、大 き な 要

止め、何を学ぶのか」
、
「復旧、復興支援をサポー

トする造園技術、緑化技術の展開」
、
「計画設計分

野からの復興支援計画の提案とその具体的展開」
、

日本大震災復興支援学生ワークショップの成果報

「コミュニティ再生の支援とその具体的展開」
、「東

告」
の６つの観点から現時点での調査結果や活動・

ルの生物多様性の保全、回
ていました。

レベル変更の提案から搬出

緯をしっかりと記録に留めるだけでなく、造園技

ら物を作っていくことが出

管理」といった生物多様性の保全、
「自然公園の

11

ようにして、基本的には人

できそうなものがあれば、
に、喜びを感じました。

植えつけ方には大変気を使

じめ多くの方々のご協力に

こと、さらに設計者のイメ

と確認をしながら選定をし

環境学習時に利用できる建

処分せず再利用をするよう

ギャザリア ビオガーデン

流木、リターＡ０層、デッ

これ以外にも、
園路舗装、

いました。

とは完成への大きなステッ

ージが代理人へ伝わったこ

ッキ、各種石積み、多彩な

プとなりました。

れ、
「門前仲町」という駅
復」などを本事業の目的に

「上池」周り１７６㎡は

術・緑化技術的側面や復興支援計画の提案に向

完成に向けて十分な意思

来たことは、大変な苦労も

学会２日目の研究発表会は、口頭発表のテーマ

別にセッションを構成する形で運営されていま

す。日本各所の大学等や研究機関で取り組まれて

いる研究動向については、研究発表会でのセッシ

ョンから概観すると、いくつかの方向性が見えて
きます。

具体的に見ていきますと、
「海外の庭園デザイ

ン」
、
「日本庭園の作庭と構成」といった造園学

原論や庭園デザインに関する研究がまず見られま

も見てもらい選別をしまし

利用」
、
「エコツーリズム」といった自然環境保全

下村 泰彦

（㈳日本造園学会理事、大阪府立大学大学院准教授）

画をお願い致します。

員の皆様のご協力ならびに積極的な学会へのご参

や研究活動にも積極的に取り組んで参ります。会

ンポジウムやフォーラム等の各種取り組みの実践

な景観の形成に向け、全国大会や支部大会でのシ

りと潤いのある快適な都市環境形成ならびに良好

安心な国土形成と生活環境の創造、緑豊かでゆと

より求められるようになります。今後も、安全・

の会員サービスに加え、一般市民へのサービスが

造園学会として移行していく予定であり、今まで

現在の社団法人日本造園学会は、公益法人日本

てきていることが最近の特色であるといえます。

コミュニティの醸成を目指した研究が数多くなっ

市民参画型の都市公園づくりやまちづくり、地域

資産の活用」
、
「まちづくりと市民の意識」など、

が進められる中で、
「公園づくりと市民」
、
「地域

ちづくり条例策定にも相まって参画型まちづくり

れています。さらに、行政での自治基本条例・ま

画面や制度・政策面に関するテーマにも取り組ま

多く、
「ランドスケープ計画と制度」といった計

評価や緑化手法・技術に関するテーマは継続して

評価」
、
「施設緑化の手法と機能」といった緑地の

地環境の解析・評価」
、「熱環境と緑」
、「環境の認識・

り、
現在もこの傾向は継続されています。
また、「緑

ら見た空間のあり方に取り組んだ研究が数多くな

いった環境教育等に関する研究や子どもの視点か

プログラムの実践」
、
「子どもの遊び・居場所」と

12

物、池に迫り出した観察デ

植栽（高中木～地被類・水

ギャザリア ビオガーデ
名の通り富岡八幡宮、深川
据え、
「生物多様性の保全

ついては皆で埼玉県内の高

取り組み状況の報告と活発な意見交換が行われま

ン「フジクラ木場 千年の
不動尊などもあり下町の雰

残土を減らすことの提案に

森」
（以下ＢＧ）は、地下

常時立ち入り禁止の「保護

囲気が色濃く残っており、
を目的に、都市の自然環境

鉄東西線「木場駅」直近に
を創出する為に対象地が含

け、引き続き積極的に取り組んでいこうとしてい

まれる荒川流域圏の自然環

麗川支流へ出向き、地元漁

運河沿いの「みどり」や境

業組合の許可を得て採取し

内の「みどり」なども多く

始まり、
基本計画にある
「荒

位置する民間企業（㈱フジ

疎通がより完成度の高い仕

協会会員の皆様の支援無くして、実現不可能だと

区」とし鳥類をはじめとし

クラ）が所有する工場跡地

ます。また「下池」
「流れ」 達計画、石の山もとでの石

この様に計画の段階から

境をモデルとする」ことを

積みの見本施工などを順次

打ち合わせに参加し、それ

残っているところです。

提案をしていきました。

にオフィスビルと商業施設

の触れ合いや鳥・魚たちを

周りは各種の植域の植物と

に計画・設計がスタートし

主体とする基本方針のもと

ＢＧの計画・設計にあた

まじかに観察することが出

上がりにつながると考え、

り、
設置者
（フジクラ開発㈱） ました。

来ます。また池への補給水

ありましたがとても良い経

再開発エリア「深川ギャザ

は上水を基本として循環施

重要な施工ポイントをしっ

と設計者（ＰＰＭ・㈱グラ

基本計画では、平久川沿

設により水質浄化など水環

◦施工者のかかわり

いから「上池」
「流れ」
「下

ます。ＢＧは運河
「平久川」 ック）は「生物多様性の回
復、地域住民への自然環境

す。オープン式典の放流式

沿いに約２２００㎡の敷地

要となります。ここでは池

で採取してきた魚を近隣の

験が出来たと感謝していま
夜間閉鎖を行っておりこれ

の構造、循環設備、石材の

幼稚園児、小学校児童によ

かり押さえていくことが肝

自体も動物たちには安心感

仕様、樹木などです。この

たが、その時のうれしそう

を与える結果となっている

屋の技量の発揮場所です。

な笑顔は１年がたった今も

り池へ放流してもらいまし
こ う し た 内 容（イ メ ー

早い段階で樹木のイメー

す。また、
「素材からみた造園空間」
、
「樹木への

まなざし」などの歴史・文化形成に係わる造園材

た。特にその出来上がりの

料や、
「多様な生物生息環境」
、
「水辺環境と植生
が出来たことでより計画者

景観を左右する樹木とその

大惠朋彦 角幡大亮

㈱富士植木

ありがとうございました。

ジ）を具現化するために私

運び、ポイントとなる樹木

忘れることが出来ません。
のかを考えなくてはいけま

を選び、発注者・設計者に

ジを頭に入れて苗圃へ足を

樹木については私たち植木

池」
と下池を周回する園路、 境を整えています。敷地は

リア」の敷地の一角にあり

スマンと買い物客で賑わう

◦計画・設計コンセプト

た動植物の聖域となってい

キ材など景観上ポイントと

第30回

川流域」における資材の調

現場は隣接建築現場の現

13

の意図を現場に反映できた

初期の段階より打ち合わせ

せんでした。幸いに設計の

たち施工業者は何ができる

のではないでしょうか。

のふれあいの場の提供」
、

樹木の植えつけ方を工夫

20

12

13

ます。これら各種技術向上には、日本造園建設業

草１０８種）からなる「ビ

12

てきました。

株式会社 富士植木

11

22

が建ち、日々多くのビジネ

◦周辺環境

「フジクラ木場 千年の森」

日本公園緑地
協会会長賞
に計画されました。

ビオガーデン全体平面図
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の分だけで、８万８１３６
円となり、福島県支部に全
額送金した。
（一社）日本
運動施設建設業協会の実施
分では３万１５６１円の義

味しいことを市民にアピー

て、福島産の米は安全で美

げになっている事に対し

米を販売することになった。 力したいと沢山の人が思っ

に福島市産米と喜多方市産

東京都支部テントで、一緒

欲しい」
との申し出があり、
市民の皆さんは、復興に協

とは、
安全が証明されれば、

このイベントで判ったこ

東京大会では、
この他に、

、
～ 袋、
会場に輸送した。 「東京の街路樹 写真展」

明して、１袋３００円以上
ート調査」等を実施した。

園に対する認識度のアンケ

「造
販売は、来場者に主旨を説 「球根の掴み取り大会」
での義援金の協力を呼びか

㈶都市緑化機構主催の
途に合わせた動線と滞留

ある植栽、周辺施設の用

力ある都市の中庭を創出

歴史的景観が調和した魅

本部から藤巻司郎会長、河

上信明総支部長ほか 名、

近畿総支部・支部から坂

（宮崎県支部）
、
屋上緑化
（薄

蹄疫」発生に伴う防除活動

本県支部）
、
家畜伝染病「口

の区間」
のクスノキ移植
（熊

当協会からは、白川「緑

催した。

ンで、本部との交流会を開

スリーナ西原ヒルズガーデ

日、沖縄県中頭郡のエリ

沖縄総支部・支部は 月

沖縄総支部・支部交流会開催

東北復興計画の方針などを

している発注事例の紹介、

運営状況や、他府県で成功

北陸総支部からは磯部久

委員会等の活動

日造協賛助会員の紹介
㈱ミロモックル

る安らぎ、そんな真面目な

遊び心を込めた人・風景に

に優しい、和みを演出する

当社の社名もミロモック

のがモックル製品です。

特長を有効に維持して、長

ル産業㈱から㈱ミロモック

当社は国産木材の良さ、

期間の使用を可能とする木

ルに変更致しました。新た

防蟻・寸法安定を特長とす

づくりに貢献していきます。

品を通じ環境に優しい社会

が学校緑化の好例として

原幸恵総務課長、横石ひと

層）
試験施工等について
（鹿

名

沖縄総支部・支部から下
地浩之総支部長ほか

材保存処理の研究から自然

る化学改質木材保存処理

………………………

高く評価された。

み総務係長が出席した。

児島県支部）をそれぞれ報

が、
本部から藤巻司郎会長、

向性が見い出せるよう活発

に優しく毒性のない防腐・ な気持ちと共にモックル製

（モックル処理）を用い、

㈱ミロモックル

ンス、ハト小屋に至るま
行い、植栽の豊かさや表

木材の有効利用促進に努め

でツル植物による緑化を
情を五感で感じることが

〒５３２・００１１

スペースの積極的な配置

続いて実施された意見交

坂上総支部長、藤巻会長

告した。

河原幸恵総務課長が出席し

の中道海浜公園子供広場再

な意見を交換したい」と挨

月】

「財 政・ 運 営 に 関 わ る 今
後の検討方向について」で
示された「検討課題への取
り 組 み 体 制 」 を 受 け、 今 後
各委員会において議論を行
う際のたたき台を作成した。

【

㈫・北陸総支部と北陸地
方整備局企画部との
意見交換会
・ＲＬＡ資格認定試験

の心の通い合いから生まれ

りや肌合い、強さ、木と人

☎０６・６３９０・００８９

５─１─８

検定委員会
整備局との意見交換
・タイチェンマイ園芸
㈬・運営会議
・花育委員会
博覧会オープニング
㈪・ 造園施工管理技術検定
㈭・植栽基盤診断士認定
セレモニー等〜 ㈬
実地試験対策講習会
試験（実技試験）大
㈬・総務委員会（全国）
㈭・ 登 録 造 園 基 幹 技 能 者
阪〜 ㈯
㈭・ 関 東・ 甲 信 総 支 部・
講習〜 ㈮
㈪・総務委員会（正副委
支部交流会
㈮・近畿総支部・支部交
員長会議）
㈮・ 技能五輪全国大会〜 ㈪
㈬・中部地方整備局道路
流会
【 月】
・登録造園基幹技能者
部への要望活動
㈭・運営会議
特例講習
㈭・植栽基盤診断士認定 【 月】
㈮・沖縄総支部・支部交
㈭・新年造園人の集い
委員会
流会
㈮・登録造園基幹技能者
㈮・街路樹剪定士指導員
・植栽基盤診断士認定
特例講習
研修会〜 ㈯
試験（実技試験）東
㈯・全国造園デザインコ
・九州総支部・支部交
京〜 ㈰
ンクール 審査会
流会
㈫・ 総務委員会（広報部会）
㈭・登録造園基幹技能者
㈪・登録造園基幹技能者
・ 九州総支部と九州地方
講習〜 ㈮
講習試験委員会

物を育てたり仮想の家族を作ったり

……ツイッターやフェイスブックな

どの直接顔を合わすことの無いコミ

ュニケーションなど、生きている温

度を感じない方法での関係が多いよ

それは人工の緑では得られない物

また今年、大きな地震・津波が東 であり、今のような時代だからこそ

じます。

無機質な感じがなんとなく冷たく感 す力があると言われます。

るつもりは無いのですが、合理的で いでしょうか。樹木や草花は人を癒

私たちは唯一生き物を扱う建設業

の造園にたずさわる者としてフェイ

クではない本物の緑を通し、多くの

方々が集い癒され、活力を生みだす

空間を提供することで、人と自然の

接点を作り出し社会に貢献し、必要

北造園㈱

北 総一朗

そのために日々努力し学んでいき

しているのでこれらすべてを否定す んなことが大きな力になるのではな たいと思います。

自分自身もネットを利用し、活用 合わせ、手のぬくもりを伝える そ

うに思えます。

被災した方々にとって、顔と顔を とされる業界になっていく。

ット上の世界で魚を飼育したり、植 をされています。

想現実の世界が広がっています、ネ 襲い多くの方が被災し、現在も避難 ものだと思います。

現在、私たちの周りには多くの仮 北を襲い、また各地を台風と大雨が 人が生きていくうえで必要不可欠な

本物とは何か

大阪府大阪市淀川区西中島

できる。
生徒や保護者に学校の
大きな魅力として認識さ

など、現代の緑化技術と

換では、北陸総支部・支部

挨拶のあと、河原総務課長

九州地方整備局からは、

た。下地総支部長は「一般

街路樹剪定士・植栽基盤診

整備などについて報告があ

木の持っている命の温も

ている会社です。

を設け、パーゴラやフェ

園、菜園、ハーブ園など

校舎４階の屋上に果樹

「郁文館夢学園」は、

て高く評価された。

ける緑化空間の好例とし

した点がオフィス街にお

第 回屋上・壁面・特殊
緑化技術コンクールにお
いて、国土交通大臣賞・
屋上緑化部門で当協会会
員の小岩井農牧㈱ほかが
携わった「丸の内パーク
ビル・三菱一号館 一号
館広場」
が受賞しました。
また、環境大臣賞・屋上
緑化部門で㈱日比谷アメ
ニスほかが携わった「郁
文館夢学園」が受賞しま
した。作品概要は以下の
とおりです。
・・・・・・・・・・

な盛り上がりをしたので、

場」は、自然な地盤のア



からの「国道、河川等で除

より日造協本部の活動状況

景観形成管理システム、白

社団法人への移行を抱える

体制を確認

草剤の併用はできないの

を説明、近畿総支部の現状

川「緑の区間」の整備、計

中で、今後の日造協、沖縄

断士など日造協の認定資格

った。

続いて行われた意見交換 「街路樹剪定ガイドブック」

11

全国造園フェス東京大会
震災復興支援の取組み

ニングショー２０１１が
ルして、小さな購買運動を

援金が集まった。

月 日～ 日に日比谷公園
福島市産コシヒカリの新米

第９回日比谷公園ガーデ

内で開催された。東京都支
起こすこと、及び市民に震
を２５０㎏購入して、毎日

ていることである。

部では、その期間内の 月
災復興支援を呼び掛け、米
の売り上げを復興義援金と

日の４日間、
「全

日～

国造園フェスティバル２０
１１東京大会」
を開催した。 して現地に送り復興の応援
この企画に（一社）日本

今年度は
「震災復興支援」 をすることであった。
を主要テーマとしてイベン

日造協の活動を大いにアピ

ンジュレーション、緑量

て概念を浸透させるチャン

れ、農業や環境学習に積

毎日入荷したものは、２
ールすることができた。

促進などについて議論が交

「丸 の 内 パ ー ク ビ ル・

理事 坂内善次郎氏）が賛
時間以内に完売した。集ま

日造協、植木協、施設業、
スがめぐってきている」と

多くの来場者があり大き

同して、
「是非、その企画
った義援金は、東京都支部

コンサル協）は 月 日、

わされた。

し、協力体制を確認した。

けた。

に参加して一緒にやらせて

日、福井市内（ＡＯＳＳ

近畿総支部・支部は 月

福岡県福岡市の福岡建設会

●街路樹剪定の啓発など協力

運動施設建設業協会（代表

その目的は、原発事故の

の緑化推進と植栽基盤診断
Ａ）で、近畿総支部役員連

館で、第 回緑化懇談会を

人北陸総支部長をはじめ
か？」との問いに、整備局

と課題を話し合った。

画的な道路管理、海岸事業

せる可能性の検討や、
壁面・ 目地から雑草がでており、

の認知拡大策、支部活動助

の概念を盛り込んだ街路樹

27

トを企画した。
風評被害で、福島県産の農

等の実施拡大、直轄国道の
絡協議会の開催とともに、

名が出席、本部からは髙梨
は「世論が厳しくなり、使

主な議題は、会員の減少

における植栽事例、営繕事

刈らざるを得ない状況では

成金等について、法律改正

では、道路緑地管理につい

剪定のガイドラインの見直

○運営会議（ 月２日）
各委員会等からの報告事
項及び、財政・運営に関わ
る課題への今後の検討方
向、街路樹剪定士学科試験
等について審議した。
○ 運 営 会 議（ 月 １ 日 ）
各委員会等からの報告事
項及び、広報日造協新年号
のロゴマーク、フロリアー
ド２０１２日本国政府出展
への協力等について審議し
た。
○ 総 務 委 員 会（広 報 部 会 ）
（ 月 日）
広報日造協 月号～３月
号の紙面内容、パンフレッ
ト、 周年記念誌、原稿執
筆料等謝礼支払い基準（案）
等について審議した。
○総務委員会（正副委員長
会議）
（ 月 日）

10

極的に利用されている点

作物が売れなく、復興の妨

植栽維持管理、河川の外来
本部との交流会を開催した。 開催した。

雅明常任顧問が出席、北陸

草剤の安全性・使用法等に

企画部長ら７名が参加した。 用していない。むしろ、除

地方整備局からは大寺伸幸

ついての積極的提案があれ

対策としてメリットを打ち

ないか？」
、整備局：
「検証

による地方整備局から地方

て画一的な基準ではなく地

しや、㈶海洋博覧会記念公

を平成 年度までに完成さ

7 2

37

26

一号館広

地元活用率の向上策が議題に

●北陸地方整備局企画部と意見交換

植物の除去、有資格者の活

主な議題は、北陸３県で
ば聞きたい」
。北陸総支部・

出すこと、事務局運営のス

を進めているところ。提案

自治体へ連絡の徹底、支部

域の実情や台風に応じた剪

園管理財団で「
（仮称）
街路
造園建設業の保有機資材を

せるなど、
「街路樹につい

24

28

三菱一号館

北陸総支部
用、市場化テストの進捗―

箇所、整備局管内 箇所で
支部：
「防草対策として、

本部からは、
協会の財政・

新潟市中央区の美咲合同庁
などが議論された。

北陸総支部は 月 日、
舎で、北陸地方整備局との

実施している緑化事業や富
中央分離帯や路肩のコンク

意見交換会を行った。

山での「みどりの愛護のつ

総支部・支部のより良い方

していただきたい」など多

活動助成金活用の活用効果

定等の必要性、街路樹剪定

屋外緑化の推進、直轄国道

岐にわたる有意義な意見が

―など意見交換を行った。

士・植栽基盤診断士の活用、 樹剪定マニュアル
（沖縄版）
」

拶を述べた。沖縄県では、

交わされた。

●九州地方整備局と意見交換
第 回緑化懇談会を開催

緑化懇談会（構成団体： 活用した防災協定の締結の

報告した。

どい」などの活動を「造園

リム化・事務処理の簡素化、 業における緑化等事例、海

22

リート化が進んでいるが、

11

フェスティバル」に連動さ

29

14

19

1514

2116

1

13 5

21

26

18

12

11

● 認定資格の認知拡大などで

意見交換

近畿総支部役員連絡協議会並びに
近畿総支部・支部交流会開催

11

8 1

9

会員が受賞
国土交通大臣賞・環境大臣賞
11

12

11

28

20

第10回
屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール
11

12

1

11

51

10

10

25

22

40

11
11

14

16

11

80

29

1 11

11

21

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

18

50

10

10

30

30

協
協 会
会
だより
だより

22

東京都支部
22
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