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紅葉・黄葉前線が東京近辺に到達す

らの特色を発揮した都市公

の活性化の面からも地方自

た、地球温暖化対策や地域

の 整 備 は 急 務 で あ る。 ま

くりに不可欠な都市公園

り、安全で安心できる街づ

策を最重要課題に挙げてお

つ。
「福田総理は、防災対

代孝七船橋市長があいさ

園整備促進協議会会長の藤

大会は冒頭、全国都市公

ご し、 い ろ い ろ な 国 々 を

年、 ア メ リ カ で １ 年 を 過

別委員長は、
「ドイツで２

民主党都市公園緑地対策特

く」と祝辞。伊藤公介自由

てる最大限の努力をしてい

一層推進し、緑をつくり育

じめ、緑の総合的な施策を

の中心となる都市公園をは

土交通大臣が、
「都市の緑

来賓からは、冬柴鐵三国

を期待したい」と語った。

置かれては、画一的な公園

る。全国の関係者の方々に

は１３７７億円を計上し、 施設）
」をテーマに高木政

る。平成 年度概算要求で

とかしていこうと考えてい

ない。 ㎡に達するよう何

に比べても３分の１に満た

オープンスペースに対する

創造する公園づくり（緑と

れ、
「より良い都市環境を

長を議長に意見発表が行わ

大会ではその後、藤代会

いただきたい」と語った。

ような公園づくりを進めて

ではなく、違いを主張する

に、万博は 世紀の国家の

市民参加プロジェクトを例

博」における万博史上初の

務めた愛知万博「愛・地球

し て、 プ ロ デ ュ ー サ ー を

ホームとしての公園」と題

氏が「つながりのプラット

プロデューサーの小川巧記

大会は最後に、歴史・文

のあり方について語った。

など、公園のマネジメント

して、重要な位置を占める

発揮するプラットホームと

らゆる人をつなぎ市民力を

今後は欠かせず、公園もあ

平成 年度全国都市公園整備促進大会が 月 日、東京・千代田区平河町の砂防

園整備が重要な役割を担っ

み て き た が、 世 界 に は 巣

など約５００人が集まった。

会館で開かれ、全国の公園緑地行政担当者を中心に国会議員、国土交通省関係者

ている。さらに、民有地を

晴らしい公園が数多くあ
り、人々の生活に溶け込ん
でいる。しかし、日本の一
人当たりの公園面積は極め

素晴らしい公園や災害に備

組みと、来春開催する「第

夫前橋市長が、同市の取り

わった。市民の力をいかに

市民の力を見せる場に変

世紀に企業の力、 世紀に

力を見せる博覧会から、

える公園の整備を求めてい

回全国都市緑化ぐんま

フェア」を紹介。イベント

歴史的環境の保全・整備に対応

当協会からは、歴史的な

自由民主党に税制改正要望
月１日、自由民主党本

環境は、美しい日本の国土

城跡や庭園等がある歴史的

･ 建物や古い町並み、遺跡、
建設関係団体委員会合同会

部で国土交通部会・国土
議が開催され、平成 年度

形成する次世代に継承され

住宅街の花と緑は、個人の庭が拠点

きれいな花壇は、安心・安全、ホスピ

そのためには、まず自らが実践。小

歴史的重要施設等につい

例措置の創設

て、所有者の保有コストに

係る負担軽減を図るため固

推進など、８項目にわたる

大会決議を満場一致で採

択。都市公園整備の推進に

向けて努力していくことと

全 整
･備

とにより、歴史的環境を保

税の非課税措置を講じるこ

る登録免許税・不動産取得

歴史的環境整備機構に係

の非課税措置の創設

設を復元する場合を含む）

の敷地を取得する場合（施

構が歴史的重要施設及びそ

③歴史的環境保全整備機

得税・法人税の特別控除

するため、所有者に係る所

境整備機構への譲渡を促進

地方公共団体又は歴史的環

できなくなった所有者から

歴史的重要施設等を保有

特例措置の創設

の土地等に係る課税標準の

全整備機構に譲渡する場合

公共団体又は歴史的環境保

要施設及びその敷地を地方

②個人・法人が歴史的重

税標準の引下げ

定資産税・都市計画税の課

得て、
発揮してもらうかが、 した。

り、みどり溢れるまちづく

りの観点からも必要不可欠

である。

しかしながら、当該環境

は、これらを形成する施設

の老朽化や経済的負担によ

る維持の困難性等を背景

に、相続等を契機に失われ

る傾向があり、このため、

これらの貴重な歴史的重要

施設等を保全 整
･ 備するこ

とによる歴史的環境に配慮

したまちづくりを推進する

必要があります。

このため、以下の税改正

の税制特例措置の要望を

行った。

①個人 法
･ 人が保有する

歴史的重要施設及びその敷

さな庭ですが、木を植え、花を育てて

います。季節ごとに花が咲き、チョウ

地（以下「歴史的重要施設

花には集客力があり、街を活性化する

もっと花が好きな人が増えてほしい

を提案しています。

等」
）に係る課税標準の特

やハチ、野鳥がやってきます。庭は小

さな自然です。この自然を守り育むた

めに、試行錯誤を繰り返しています。

いえ逆に、植物自身がさまざまなこ

とを教えてくれました。庭に植えた植

物は人が目をかけ、手をかけてやらな

ければうまく育ってくれません。そし

でもしばらくして、花壇の花がニチ

力を持っています。心地よい街づくり

喜びを与えてくれるのです。

タリティー（歓迎性）のシンボルです。 て植物は育つことで、人にさまざまな

ニチソウに植え替えられました。もち

思議なことに、花壇がきれいになると

初夏、ペチュニアの紫や白、ピンク
とって、もっとも身近な自然です。と

と思います。そのために、花の本をつ

ゴミを捨てる人がいなくなったので 心から願うものです。

かにきれいな花壇が増えてほしいと、 くり、新聞や雑誌で花を育てる楽しさ
道行く人々は花に目をやり、ほんの少

化を活かしたまちづくりの

活用した緑化も求められて
いる。しかしながら平成
年度も厳しい財政状況であ
り、新規事業への支障も懸

の税制改正要望ヒヤリング

す。
ほっとした気分が戻ってきました。

です。
小さな点が増え、
それがつながっ

るべき国民共有の資産であ
す。人ごみの中で信号待ちをしていて

ということは、街のなかに花が植えら

が行われた。

さらに、街の中にもっと花があった

も、なぜかほっとします。この駅を降

て少なく、世界の主要都市

らいいのに、と思います。きれいな花

て線となり、面となって広がり、心地

くずが散乱し、さらに花は枯れ、見る

と願います。

れいつもきれいなら、人はやさしくな

は人をやさしくする、街路樹や公園の

ようになりました。

それを維持することは大変です。でも

街を整備し、
きれいな花壇をつくり、

はさらにきれいになるのです。

りる用事ができるのを、心待ちにする

20

よい街となる……。そうなってほしい

念されており、特段の配慮

20

20

り、ゴミを捨てる人はいなくなり、街

緑とは違った効果があるようです。

始めたのです。そうすると、花壇は格

ところが２カ月もすると、花が枯れ

の地下鉄工事が終わり、駅前の交差点

数年前のことですが、都心の駅周辺

影響で少し遅れぎみでしたが、公園

好のゴミ捨て場。空き缶や吸い殻、紙

街にきれいな花を咲かせたい

ました。三角形に縁取られた小さな花

も無残な状態となったのです。

フローラルプランナーズチーム 代表

葉を落とすと冬。裸木の姿もきっぱり

壇ですが、街なかのちょっとしたオア

山田 幸子

近くの歩道に新しく小さな花壇ができ

きました。山里の紅葉には及びませ
んが、街なかの紅葉もいいものです。
ビルの谷間を赤や黄に染め上げ、歩
道をきれいな落ち葉で彩り、更けゆ
く秋をしっとりと堪能させてくれま
した。

20

に重要な役割を演じてくれます。街な

シスとなりました。

としていて、いいものです。

やがて木枯らしが吹き、すっかり

11

くに落葉樹は四季の変化を気づかせ、 の花がきれいに咲き乱れていました。 ろん、きれいに掃除もされました。不

街なかの緑は、せわしない都会人に

25

19

や街路樹、住宅街の木々が美しく色づ

るのは 月中下旬。今年は暖かい秋の

全国都市公園整備促進大会であいさつする冬柴国土交通大臣（11 月 20 日・東京）

しですが、和やかな気分になるようで

皆様お誘い合わせのうえ、
ぜひご参加ください。

全国の公園行政関係者、国会議員 約 500 人集う

心豊かにしてくれるもの。なくてはな
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新年

緑の総合的な施策推進へ
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全国都市公園整備促進大会 開催
らないものです。

2008

４面

３面
全国造園フェスティバル開催 各支部からの報告
宮城県支部、愛知県支部、京都府支部、
広島県支部、福岡県支部
植栽基盤診断士合格者 98 名決まる
浜名湖花博 ５周年 国際コンペ 世界から
庭園デザイン公募
／
【事務局の動き】
２面

コミュニケーションの機会
得られたことが貴重な経験

親子連れで楽しむ姿や
会員の活躍ぶりも報道
宮城県支部

で、ＮＨＫの歌のおねえさ

ト開始前の準備段階からお

くりを行いました。イベン

料配布と親子による花壇づ

ントに参加して楽しそうに

夜の地域ニュースで、イベ

局から取材を受け、当日の

況について、ＮＨＫ仙台支

さらに、イベント開催状

ろを何度となく開催に当っ

をいただき、お忙しいとこ

会の事業に対してのご理解

め多くの職員の皆様に当協

ンターの間篠所長様をはじ

理財団みちのく公園管理セ

どがオープンし、行き交う

フェやフラワーショップな

作品で彩られ、オープンカ

沿道は、花や緑のアート

道を会場に開かれました。

１・５㎞のケヤキ並木の歩

ンドはその後、京都市役所

好評を得たフラワースタ

に話題が広がりました。

大はしゃぎ、自然のすごさ

が飛来して、子どもたちが

遣りして間もなく数匹の蝶

民花壇が完成しました。水

んによるファミリーコン

客様が掲示板の周りを取り

過ごしている親子のようす

広場に飾られました。

ｍ）の河原町と堀川間約

サート等多彩なイベント

囲み、ポスターやＰＲ用の

人たちは週末の秋を楽しみ

を行っている㈶公園緑地管

が公園内で開催されてお

資料を親から子どもたちへ

ての打合せや現地の調整や

のうちに行われました。

り、親子連れでの入場者が

やお揃いのスタッフジャン

ブ鉢）や草花等の種子の無

多く、協会のＰＲを行うに

説明している光景が観られ

つり２００７が開催期間中

はタイミングの良い日でし

ました。

化保全協会東北支部との共

月６日㈯に国営みちの

公園内でのお客様の誘導な

から開かれ、京都造園界も

ト情報で、当日会場はオー

プン前から市民が大行列、

取材においての子どもたち

とし、３つの事業展開を提

バル」を企画協賛すること

同で、「全国造園フェスティ

府造協、市造協の３協会合

全国造園フェスティバル

じ、
花緑の話が弾みました。

さらにマスコミの凄さを感

夕刻の放送を楽しみ、いま

た。本年は、
当京都府支部、 の張り切りように感動し、

（事務局） 参 画 し ２ 年 目 を 迎 え ま し

前日夕方のＮＨＫイベン

バーを着用し、一丸となっ

た。後で聞いたところ当日
ました。

催にて開催いたしました。

「

く杜の湖畔公園の一画を

どご協力をいただき誠に感

開催日前日まで会場とな

」は、昨年
OIKE Festa

て活動をしている日造協支

の入場者数は５１９０人と

部会員の姿が放映されまし

開催日当日は東北の秋と

また、親子による花壇づ

は思えないほどの晴天に恵

くり（今年は、スカシユリ

会場にお借りして「花と緑
のことでした。

で美しい日本を」をメイン

謝申し上げます。
では、花が咲揃った姿を来

イベント内容としては、 の球根の植付け２００個） た。
ＰＲ用のポスターを掲示し

まれた一日でした。
会場である国営みちのく

るみちのく公園の管理運営

テ ー マ と し た「 全 国 造 園
フェスティバル２００７」

年見られるとのことで好評

はゴミらしいものは落ちて

多くの関係者と関わり

花鉢
（シクラメン・各種ハー

が分かりやすい場所に看板

いません。管理によるもの

杜の湖畔公園ではポピーま

造園業にしかできないこ

やのぼりの設置をすること

宮城県支部行事を㈳道路緑

時開催ということで、広報
との一つは、植えることが

の 三 つ の 取 り 組 み が、 当

をはじめ、会員企業の努力

への掲示内容の確認、他の

案。行政担当者、地元自治

と行政担当者、商工会議所

か、来園者の意識なのかは

一つは、花と緑の啓発運

との協議成果の賜物です。

を心掛けました。

動として京都市役所前広場

終わりではなく、植えた物

」の主役を演
OIKE Festa

にテントを設け、パネル展

ブースとの打ち合わせ、当

イベントの仕掛け学ぶ

祭や時代祭の巡行ルートと

じ、地元住民や開催関係者

連合会の市民の方々から強 「

して親しまれている御池通

い要望と期待をうけて協議
用される公園がきれいに保

秋の恒例になった京都府

分かりませんが、近隣の皆

たれていることは、造園業

都市緑化月間行事が各地で

様をはじめ多くの人々が利
が愛知県支部のブースに集

に携わるものとして、また

花緑は、日常生活の身近

いざイベントが始まる

まり、スタッフがアレンジ

一市民としても嬉しく思い

示で花緑の大切さや造園建

と、予想以上に多くの方々

考え、
「百聞は一見にしか

メントフラワーの説明をし

を、さらに、シンボルロー

を生長、維持管理し、さら

ず」の通り、見るだけでな

ながら実演をし、ポット苗

開催されています。

にこれらを楽しむことだと

ベントを共に成功させるた

く手に取り、実際の体験を

ました。

日総合案内所で配布してい

めに行政側と多くの打ち合

通じて楽しんでいただこう

の説明をしながら植木鉢に

ただくチラシの作成等、イ

会の方々の参加を得て開催
私たち愛知県支部は、「花

わせが必要となりました。

と、
「アレンジメントフラ

から好評を得たのは、役員

しましたが、今回は㈶名古
と緑で美しい日本を！」と

が整い実現しました。

㈯に名古屋市港区の戸田
屋市みどりの協会のイベン

いうメインテーマのもと、 ワー体験」
「秋の寄せ植え

京都府支部

川緑地にて全国造園フェス
ト「農業文化園・戸田川緑

討しました。

くりぬいたものに切花を生

は、かぼちゃの種の部分を

アレンジメントフラワー

ボチャ、小さくてかわいい

う名前ですか？」
「このカ

花きれいですね。なんてい

スティバルを終え、
「この

今年で２回目の造園フェ

走る主要幹線道路で、祇園

して、市内中心部を東西に

京都のシンボルロードと

沿道事業

元 住 民、 に取り組みました。

企画を地

ＰＲする

れ、市民や観光客に大いに

化する取り組みが進めら

ドとしてふさわしく、活性

を配布し、より一層の啓発

Ｒ用のチラシやボールペン

ンなどの花鉢、花の種、Ｐ

たほか、ガーデンシクラメ

設業の使命と役割を紹介し

は難しいものです。

だけに、イベントの仕掛け

特段目新しいことではない

ず、イベント、呼びかけも

にあって特段の意識にあら

また、体験イベントの他

に造園技術の紹介として、 けるようにしました。ハロ

ですけど、食べられるので

寄せ植えを行いました。

ティバル２００７を開催し
地 秋まつり」と共催とい

体験」という２つのイベン

催することになりました。

昨年は名古屋市内６箇所

ました。

及び豊橋、豊田の県内各地
行政主催イベントとの同

すか？」というように、興
をイベント参加者と会員企

方々に楽しんでいただくこ

れたご家族を中心に多くの

展示、
「公園内の清掃活動」 あり、小さなお子さんを連

それぞれ違いましたが、私

味を持たれるポイントは人

なった催

が一体と

界、 行 政

者、 経 済

る憩いの御池通を演出。

に建て込み、花と緑が溢れ

会場の中央から西の植樹帯

ンド 基を製作し、御池通

二つには、フラワースタ

く呼びかけ多くの市民や企

係者と連携して共催し、広

一。多彩な行事を数多く関

画協議できる仕掛けが第

者、行政が一体となり、企

雑感ですが、市民、事業

ウィンの時期ということも

業で行いました。

達が行動をしたことによ

午前９時の開園時間に間に

バル２００７の趣旨を説明

が今回の造園フェスティ

午後２時から赤崎支部長

て一番重要なことであり、

ということが、私達にとっ

らさまざまな反応があった

当日は秋晴れという言葉

合わせるように資材の搬入

し、その後清掃活動に賛同

がぴったりの天候となり、

や設営作業を行いました。

かどうかが、イベント効果

を左右します。

くの関係者と交わり、知恵

して、
秋の花約４００株を、 戦略とは何でしょうか。多

時世に見合ったイベント

日、 爽 や

会員の指導により、地元自

を結集して、イベントの仕

帯２カ所に花壇床づくりを
ミュニケーションを持つ機

か な 秋

治会連合の元気な子どもた

月 ６
会員企業により、園内の清

会を得られたことが、我々

空 の も

そのような会話を通じコ
方々へ参加要請を行いまし

掃活動へと出発しました。

にとって大変貴重な経験と

いただけた来園者の方々と

たが、今年は不特定の公園

しかし、公園が指定管理
来園者に造園フェスティバ

（事務局長・荻野靖也）

（支部会員・硲 孝徳）

掛けを学びたいものです。

者によって管理運営されて

ちと多くの住民参加で、に
いるからなのか、敷地内に

ぎやかに花を植え付け、市

ルを宣伝し、体験をしてい

通（ 幅員

ただくため、来園者の方々

と、 御 池

昨年は事前に愛護会の

し「 OIKE 三 つ に は、 地 元 住 民 の
F e s t a 方々と花壇づくりを企画
」 が し、御池通の西区域の植樹
2007

20
なりました。
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業の参加に結びつけられる

り、一般の来園者の皆様か

地元住民の方々との花壇づくりのもよう

とができました。

「屋上緑化・壁面緑化」の

見るだけでなく手に取り、実際の体験を楽しんでいただこう
と、アレンジメントや寄植え体験を実施。家族連れをはじめ、
多くの市民が参加した

14

の公園にて、各地域の愛護

２００７

バル 開催

を理解していただくかを検

トを実施しました。

愛知県支部

50

どのようにしてイベントに

愛知県支部は、 月６日

10

来場した方々に造園建設業

親子による花壇づくりのようす

う形で会員企業 社にて開

10

各支部・各会員等で
多彩なイベント実施
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「花と緑で 美しい 日本を」テーマに緑の大切さ、造園建設業の仕事の役割を市民の皆様に知っ
ていただくことを目的に日造協の総支部、支部、会員各社がそれぞれの工夫で取り組む「全国造園
フェスティバル」は、昨年の初開催に引き続き都市緑化月間中の 10 月８日を中心に全国 145 カ所
で開催。全国で実施されたフェスティバルの一部を各支部からの報告で紹介します。

in Bihoku

りも勘案して、当支部でま

意識の共有や、今後の広が

ではありますが、イベント

各社で実施することも重要

プン時には入口を飾るプロ
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写真，メッセージをプラン

もつ品種を用い、作成者の

たプランターは、春先まで

舞台に開催いたしました。 花の公園で作っていただい

るだけではカバーできない

ムセンターなどで買って帰

…」などの話もあり、ホー

からすぐ枯らしてしまう
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②の講習会では参加者か
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も、公園の緑化に対する意

対する期待は高まる中で

環境改善としての緑化に

不良の面もありました。
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国営備北丘陵公園は、今

体験、樹木の名前を当てる

され非常に効果的なフェス

民のインタビュー等が紹介

ティバルとなりました。

とと思われます。

ここで、メイン開催地の

今後も「造園フェスティ

ひとつとなった福岡市の警
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バ ル 」は 恒 例 事 業 と し て

続けていきますが、フェス

のようすを紹介します。

警固公園は、福岡市の繁

ティバルを通じて会員企業

にどのようにアプローチし
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ベンチ、花壇等で都心のオ
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駅」の真裏にあり、噴水、 が参加しやすく、地域住民

アシスとして市民に親しま

また、イベントの内容が

考えております。

どうしても市民の興味ある

れ、休日にはイベント等が

数多く行われ若者で賑わう
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た。ニュースでは「花と緑
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ターは作成者の写真・メッ

「全国造園フェスティバル２００７」開催概要

セージを添えて園内に飾り

付け、平成 年春の北入口

オープン時には実りの里エ

リアに移動することとした

もので、参加者には球根や

花の種プレゼントを実施し

ました。

会員が指導し、球根や花を植えて完成させる「花の公園」や
秋の寄植えプランター「やってみよう寄植え体験」のひとこま

20

40

10

ハンギングバスケットやコケ玉、寄植え、色とりどりの花苗
配布などのようすが取材され、夕方のニュースで放映された

植栽基盤診断士合格者決まる
中鉢達志・東北緑化環境保全㈱

野暢・東邦レオ㈱／岡部裕治・

若林正明・㈱四宮造園【宮城県】 柏木秀公・大島造園土木㈱／龍

緑化／角能浩章・東武緑地㈱／

木／井戸秀久・㈲宮田造園土木

ク㈱／末武智博・㈱末武造園土

大月峰和・イビデングリーンテッ

研四郎・㈱水田造園緑地【大阪

正木潔・㈱水田造園緑地／垂見

デン／野間秀行・㈱野間造園／

睦夫・㈱双葉造園／小塩貴・㈱

㈱山白八松園【高知県】比與森

㈱西部緑化【香川県】山白武信・

士・㈱田部【山口県】松谷幸則・

累計は６１０名となった。 【北海道】小川浩・㈱桔梗造園／
屋上をはじめとする人
工・特殊緑化や都市再生に

双葉造園【愛媛県】山本光弘・

田裕二・㈱九州緑化産業／山倉

㈱山本造園土木【福岡県】小山

府】西村信彦・京阪園芸㈱／瀧睦・

阪造園土木㈱／大原徹・大阪造

㈱昭和造園土木／上坂聡司・大

園土木㈱／高橋保彦・㈱大西東

／宮内桂・田旗造園建設㈱【愛

知県】安田忠史・岩間造園㈱／

㈱錦花園／清水祐樹・箱根植木 【静岡県】鈴木一浩・みどり園㈱

瀧澤哲也・大島造園土木㈱／水

㈱／河村光則・東光園緑化㈱／
滝沢勝則・内山緑地建設㈱【神

㈱【埼玉県】北田勝・㈱植清園

奈川県】鮫島宗之・内山緑地建

【群馬県】坂本登・さくら造園
／庄田輝明・㈱清香園／山口勝

ともなう植栽など、土壌汚

久・西武造園㈱東日本支店【千

名 難関突破

等に係る認定審査委員会」 染も危惧されるさまざまな

ム造園【東京都】小野寺健・㈱

東関東営業所／渡邊利男・㈱ト

葉県】大久保導和・西武造園㈱

光・㈱伍福園／小田切州示・㈱

リーンテック【長野県】伊藤博

ンテック／相田佳利・㈱富士グ

梨県】今村浩一・㈱富士グリー

設㈱／池田朋弘・㈱田澤園【山

㈱グリーンシェルター／三好勝・

㈱名阪造園【福井県】山本利徳・

然応用科学㈱【三重県】小芝智和・

アイシン開発㈱／堀池初義・自

野友博・中部造園㈱／神谷俊夫・

木㈱【奈良県】佐野義隆・㈱郡

園芸㈱／石井秀樹・石井造園土

緑化土木㈱／今井博規・神港農

谷緑化土木㈱／入谷芳郎・入谷

山造園【兵庫県】三澤次郎・入

ラウンド㈱【佐賀県】久保和則・

ラウンド㈱／重冨雅彦・九州グ

小山千緑園／松本幸生・九州グ

治・㈱門司造園／鈴木康文・㈱

和也・内山緑地建設㈱／野上利

植物が良好に育つ土壌環
植栽環境への対応が必要と

武蔵野種苗園／富岡隆・西武造

により厳正に審査した結

境を整える専門家「植栽基
なっている。

園㈱／大島渡・㈱エコル／貴傳

年目となる。

３５０万円のコンテストで

は間口 ｍ、奥行き ｍを

※デザインするガーデン

これにより、認定された
植栽基盤診断士の５年間の

栽基盤診断士」の活躍が期

雅己・イビデングリーンテック

ビデングリーンテック㈱／鈴木

勝・尾瀬林業㈱／千村俊介・イ

下剛・㈱日比谷アメニス／諏訪

造園／盛田康則・㈲盛田造園【石

曽根造園／山田守展・㈱中曽根

㈱ 【富山県】橋本みはる・㈱中

潟県】田村勝英・グリーン産業

伍福園／有賀章一・㈱園建【新

㈱加藤造園／森耕一・㈱加藤造

也・㈱茨木春草園／門脇英紀・

山田豊久・花豊造園㈱／藤木幹

木／清家博・㈱髙石造園土木／

都府】佐藤礼隆・㈱髙石造園土

ミヨシ／三好孝儀・ミヨシ【京

中国営業所【鳥取県】大田慎一・ 【沖縄県】河野昌親・金秀グリー

企業㈱／奥永一義・西武造園㈱

苗園【広島県】副島裕正・中国

苗園／三木登志夫・㈱井内屋種

歌山県】岡田昌弘・㈱井内屋種

山共同園芸／西村正・㈱三和【和

園㈱／松岡健・伊勢造園建設㈱

後環境㈱／木村康幸・木上梅香

政行・㈲碧松園／川崎菊男・肥

英伸・㈱岩永造園【熊本県】泉

㈱葉隠緑化建設【長崎県】丸田

考慮して技術提案する「植

ン㈱

川県】立花栄志・㈱立花造園／

㈲大田金松園【島根県】内藤丈

疋田國博・疋田農昌園【岐阜県】 園／石田久則・㈱ちきりやガー

スとして定期購読料 ％Ｏ

を多用した情報が満載です

内での多分野における写真

お申込みはＦＡＸまたは電

ＦＦとなっています。

としては唯一の本格的造園

業務展開を考えるうえでの

大等、新たな時代における

３８７、☎０３・３４９６・

定期購読キャンペーン

話をご利用ください。
「ランドスケープデザイ

雑誌として、

７０４６、㈱マルモ出版

ＦＡＸ０３・３４９６・７

ので、造園建設業領域の拡

ン」は、日本で唯一の専門

指導書としてふさわしい雑

０５４・２５２・５４３６、

社
( 日
) 本造

期購読を申込みますと日造

の１

園建設業協会会員を対象と

～ 日

の意見交換会

６㈭・街路樹剪定士指導員

意見交換会

レベルアップ研修会

㈪・街路樹剪定指導員レ

ベルアップ研修会

東
( 北総支部

振興会シンポジウム

７㈮・造園・環境緑化産業

九
( 州総支部

推進協議会土木系分

)

㈫・造園基幹技能者制度

科会

㈬・建設系ＣＰＤシステ

ム部会

㈮・基幹技能者に関する

講演 司
( 法書士会

【 月】

３㈪・総務委員会企画部会

・
「広報日造協」編集

会議

５㈬・造園ものづくりコン

サルタンツ協会との

講習会

㈫・滋賀県支部技術調査

㈬・事業委員会 全
(国

㈭・正副会長・３常設委

員長合同会議

・入札契約制度対応分

科会

㈫・技術委員会 全
(国

協議会

㈬・基幹技能者制度推進

)

)

)

（大沢ビル５Ｆ）
、 http://
www.marumo-p.co.jp

渋谷区道玄坂１の

〒１５０・００４３東京都

員会

㈫・街路樹剪定士指導員

レベルアップ研修会

中
( 部総支部

協議会

・近畿総支部役員連絡

連合会総務部会

㈭・㈳建設産業専門団体

会

㈮・ＲＬＡ資格検定委員

審査委員会

㈪・植栽基盤診断士認定

㈫・全国都市公園整備促

進大会

会

都市再生機構と

・静岡県支部技術講習

㈬・

)

「環境の世紀」「緑の世紀」 協会員は、特別割引サービ

した。

２００８年１月までに定

誌と思われます。

募集要項をご覧ください。

岡市葵区紺屋町 の４、静

～６日

が、行われることとなりま

した定期購読キャンペーン

応募要項請求・問合せ先
〒４２０・０８５２、静

締め切り

岡新聞ＳＢＳ紺屋町別館、

会議

・
「広報日造協」編集

６㈫・広報部会

試験

５㈪・植栽基盤診断士実技

会

２㈮・建設雇用改善推進大

連合会全国大会

１㈭・㈳建設産業専門団体

【 月】

このたび、定期刊行書物

れ、今日に至っています。

ホームページ
http:// 雑誌として１９９５年に創
、
刊し、２００４年２月に隔
www.wgc09.com
E-mail:
月刊としてリニューアルさ
info@wgc09
平成 年３月 日㈪必着

)

と言われる時代、国外、国

㈱／村上広之・イビデングリー

合格者は以下の通り。

ＳＢＳプロモーショ
ン「 Ｗ Ｇ Ｃ 事 務 局 」
、☎

その他募集区分
区分Ａ（１７５㎡）とは別

０５４・２５４・１９２９、

デザイン画など指定する
書類を作成して応募してく

に、区分Ｂ（ ㎡）と区分
Ｃ（ ㎡）も募集していま

す。
詳しくはホームページ、 ９時 分から 時、ＦＡＸ

祝日を除く月～金曜日の

ださい。応募にはこの「参
加登録確認書」の添付が必
要となります。
提出物
募集要項またはホーム
ページを参照ください。

日造協会員へのランドスケープデザイン

ンテック㈱／内藤昌男・㈱西部

▼ 学 科 試 験 ９ 月 ２ 日・ 診断に基づき、発注者等へ

植栽予定地の現況調査と

明確なデータを示しながら

名公二・㈱日比谷アメニス／森

【試験日程 ・
受験（合格 者
） 】

９月２日に「学科試験」 １８７名（１００名）▼実
改良の計画立案と具体的な

日造協が創設して今年で５

技試験 月５日～６日・８

を全国 会場で、 月上旬

す。募集要項は以下の通り

基本とします。※動物は使

待される。

日～９日・１０７名（ 名） 処方を、施工性・経済性を

川市の国営昭和記念公園で （※前年度までの実技不合

負担します。

です。

用できません。

す。国内代表は４枠で、個

心 や す ら ぐ 庭 ネ オ・
〜
ジャパネスク・ガーデン
〜
※作品は和風、洋風は問い

格者を含む）

実技試験では国営昭和記念公

「植栽基盤診断士認定試験

業大学教授を委員長とする

実施した。近藤三雄東京農

に「実技試験」を東京都立
98

園を会場に植栽基盤の診断に
欠かせないさまざまな診断方
法などの試験が行われた

ＷＧＣは「しずおかガー

デザイン対象の庭園規模

【作品募集要項】

テーマ

Ｃは世界の一流ガーデンデ

人、団体、グループ、法人

ません。※未発表作品に限

するかホームページから参

17

浜名湖花博５周年 国際コンペ開催

世界から庭園デザインを公募
静岡県は、浜名湖花博５周年にあたり、ワールドガーデンコンペティションを

年 の「 し ず お か
デン日本大賞」
（２００万

れ、全国的にも注目された

（静岡県浜松市）で開催さ

国内代表のデザイナーを

ザイナーと日本のガーデン

での応募も可能です。決定

ります。

加登録をしてください。受

30

20

20

11

20

実施する。今回、募集要項が発表され、広く会員からの応募が期待されている。
平成

緑・花・祭」
（静岡県吉田

ティション」
（ＷＧＣ］
）を

決定するための図面審査で

区分Ａ「１７５㎡」

浜名湖花博５周年にあたる

デザイナーが庭づくりを競

した４枠のガーデンデザイ

申込方法

理費をお支払いします。ま

～９日

８㈭・植栽基盤診断士実技
試験

㈰・台湾建設技術検討委

16

町）
、同 年「浜名湖花博」 円 ）を は じ め 賞 金 総 額 は

同 年に実施します。ＷＧ

い合う世界的にも類を見な

ナーの方には１７５万円

た実際の施工にあたっては

FAX

代表として世界の一流ガー

け付け後
「参加登録確認書」

募集要項の用紙を

デンデザイナーと庭づくり

７００万円（税込み）を上

ＷＧＣ事務局では、日本 （税込み）の設計・施工管

を競い合うデザイナーを公

31

50

15

11

12

いコンテストです。

15

を送付します。

11

13 12

19 18

「ワールドガーデンコンペ

98

盤診断士」の資格制度は、 果、次の通りとなった。

認定試験

平成 19 年度
限とする施工費を主催者が

26

27

28

30

12

ウイズ花博
ワールドガーデンコンペティション

13
16

募しています。

(独)

デビット緑・花・祭
ワールドガーデンコンペティション

13

15

16

19

20

21

11

11

21

25

10

（４ ）
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