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平成 年 秋の褒章

小林洋氏 （㈱明桃園代表

日造協副会長・横浜市）
、

当協会から４氏受章
平成 年秋の褒章受章者
が発表され、当協会からは

市）
、間世田武裕氏 （㈱

鹿児島県支部長、
鹿児島市）

東京・銀座 数寄屋橋公園で
金子国土交通大臣らが花鉢配布

都市緑化月間の中央行事として 月

日、東京・中央区銀座の数寄屋橋公

園で、
都市緑化キャンペーンが開かれ、

オープニングセレモニーには、金子一

義国土交通大臣らが出席、都市緑化推

進の普及啓発のため、ガーベラやコス

モスなど、季節の花２千鉢を来場者一

人ひとりに手渡した。

会場ではこのほか、さまざまな公園

交換を行った。

締結について説明し、意見

教育を行うための包括協定

野における社会貢献や人材

造園学会との造園 環境分

･

術情報共有発表会、㈳日本

の紹介や園芸相談なども行われた。

まり、代表者会議を開催し

連合会、㈳日本植木協会、

設業協会、㈳日本造園組合

振興会は、㈳日本造園建

はじめに主催者を代表し

た。

て、日造協佐藤会長から環

㈳ランドスケープコンサル

公園緑地

境緑化産業の担い手とし

景 観 課 長、 舟
･

引緑地環境室長他幹部の皆

タンツ協会、㈳日本公園施

寂しい。もっと身近な公園や庭での生

てやっと多様な生き物に出会うのでは

りするもので、そのようなものに気付

りにも意外に貴重な野草が生えていた

くないに違いない。よく見ると身の回

貴重な人生の時間の過ごし方とし

魚などと分類群ごとに出版することが

目を向けるきっかけになってくれたら

市・地域整備局公園緑地

続いて、小林国土交通省都

理念と技術を具体的に産業

世紀を

と隆盛を勝ち取るために結

集された。

これまでに、
「

展望した造園」
の提言、「新・

まとめや講習会、シンポジ

ウムを開催している。

今年度は、 月 日から

月２日、日比谷公園でエ

するとともに、 月

コ・グリーンテックを開催

日、

地環境室長から最近の都市

時から千代田放送会館

で、㈳日本造園学会、全国

都市公園整備推進協議会の

共催、国土交通省の後援、

われ、当協会からは伝統的

各団体からの情報提供が行

ポジウムを計画している。

くりの展開」と題するシン

賛をいただき「歴史まちづ

･

造園技能 技術講習会、技

続いて、
意見交換に入り、 ㈳日本公園緑地協会等の協

た。

の説明を行っていただい

成 年度予算概算要求内容

て等、望月課長補佐から平

緑化等に関する動向につい

議案審議終了後、舟引緑

異議なく承認された。

支予算を審議し、両案とも

平成 年度事業計画及び収

度事業報告及び収支決算、 緑の政策大綱への提言」の

議題としては、平成 年

た。

ただき、
その後、
議事に入っ

景観課長から来賓挨拶をい

･ として展開させ、その再生

貢献していくとあいさつ。 年に「造園・環境緑化」の

様、
造園関係五団体の会長、 て、五団体が一致団結して

において、国土交通省小林

10

設業協会の５団体が平成９

東京・千代田区の弘済会館

去る 月８日、 時から

代表者会議を開催

造園・環境緑化産業振興会

都市緑化キャンペーンのようす

緑豊かな環境文化の創造に

理事長、副会長等 名が集

た生育環境があり、昆虫であれば特定

の４名が受章された。

10

「ひろげよう 育てよう みどりの都

市」全国大会が 月 日、東京・千代

田区の日比谷公会堂で行われた。
冒頭、主催者を代表して山田勝巳㈳

日本公園緑地協会会長があいさつ。来

賓から金子一義国土交通大臣が祝辞を

述べた。
次いで、都市緑化及び都市公園保全

長 日造協前会長・東京都

の都市賞、都市公園コンクールの表彰 （㈱富士植木代表取締役社

桂造園代表取締役・日造協

取締役・山梨県南アルプス

千代田区）
、藤巻司郎氏

黄綬褒章を成家次男氏

式が行われ、功労者大臣表彰では、当

美化運動功労者国土交通大臣表彰、緑

協会から、望月勝保氏（藤木園緑化土

木㈱・千葉県）
、田中和紀氏（㈱園田 （藤造園建設㈱代表取締役

グリーンセンター・宮崎県）
、喜屋武

忠信氏（㈲丸喜緑化・沖縄県）の３氏

が受賞した。
その後、石川幹子東京大学教授によ

る
「社会的共通資本としての公園緑地」

をテーマとした講演、緑の都市賞受賞

都市や小林昭国土交通省都市・地域整

備局公園緑地・景観課長による「公園
緑地・景観行政をめぐる最近の動き」
についての報告が行われた。

は地域の自然を守ることにも役立つツ

の植物が生えていることが存在の鍵を

祝辞を述べる金子一義国土交通大臣

当した図鑑に『樹皮ハンドブック』や

ールはそうあるものではなく、この楽

いと、すべて「木」ということになっ

『紅葉ハンドブック』があり、ご好評 てしまい、それぞれのもつ特徴や特性

握っている。昆虫が多ければそれを食

べる鳥も多くなる。鳥がすむには様々

しみを知らないで過ごすのはいかにも

残念ながら、人間を含む生き物のす

人間が生き物を知り、生育環境に適

もったいない！

を味わうことはできず、何も変わらな

お手紙を下さる方はリタイアされた

む環境は年を追うごとに悪化している

い。

のは、ただただ純粋に嬉しい、それが

年配の方が多いが、おそらく現役中は

した手入れすることで、ある程度生き

一般の方が生き物の名前を知りたい

いただいているようである。

べてについて分類し、名前をつけるこ

人生の楽しみとして心の潤いになって

ように見える。遠方まで出掛けていっ

な種類の木が必要である。

とは、人間のもっとも根源的な欲求の

お仕事に邁進されて余裕がなかったの

こにすむ生き物たち。それがいつまで

人生を豊かに彩ってくれる自然とそ

能である。

物豊かな身近な自然をつくることは可

いる、ということだと思っている。

椿

生き物図鑑から見えてくるもの
文一総合出版

ている木の名前が分かるようになる な生き物から始まって徐々に広く生き

き物、特に野生生物との共存を図れな

もあり続けてほしいという願いは少な

物全般に目を向けて行くようになるこ

かもしれない。そのような方々が身近

と、まさに知人のごとく自分の中での

ていただくと、 年ほど前から動物・ いつしかそれを知らなかったときとの

て、生き物観察や生き物調べほど知的

嬉しい。

一冊の図鑑がそんな生き物の存在に

くことも嬉しいことである。
いものだろうか。

心持ちとの歴然とした差を感ずるだろ

多く、その相互関係について触れられ

図鑑というと、どうしても野草、鳥、

存在感が増すとともに親しみがわき、 とは大変素晴らしいことだ。

たとえばいつも散歩する公園に生え

康一

一つだと言われている。そしてそれを
共通の認識として共有したとき、世界
は構築される。
硬い話から始まって恐縮だが、なぜ
こんなことを述べたかと言えば、読者
からいただくお便りに、
「今まで分か
らなかった生き物の名前が分かって嬉
しい」というものが多いからだ。
当社のことはご存じない方がほとん
どと思われるので、簡単にご紹介させ

植物など、生き物の図鑑を中心に、雑

で興奮に満ち、適度に体力も使い、経
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誌、専門書などの出版を行っている。 う。そのとき、その方は明らかに世界
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ることは少ない。生き物には必ず適し

11
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公園・緑地関係者ら約 1000 人集い、緑化推進めざす
功労者国土交通大臣表彰 日造協から３氏が受賞
済的にも負担が少なく、手法によって

例を挙げると、最近では私が編集を担
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この世に存在する物質や概念などす
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都市緑化キャンペーン開催
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「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会

が変わったのである。名前が分からな

30

２面 全国造園フェスティバル 2008 開催報告
３面
全国各地で多彩な企画・催事を実施
３年目 コミュニケーション重視等変化も
４面 【協会だより】長野県支部、佐賀県支部
【事務局の動き】
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〝花と緑で美しい日本を！”をメインテーマに、日
造協の会員が身近な公園や広場などを会場に全国で一
斉に花と緑のアピールを行う「全国造園フェスティバ
ル」が 月 日から 日を中心に各地、各会場で行わ
13

れました。全国の催事の一部を紹介します。

し、準備した花鉢（シクラ

め周囲にはノボリを設置

見られることを楽しみにで

程や花が咲揃った姿を来年

す。植付した球根の成長過

されている貴重な植物で

るアクト通り及び隣接する

アクトタワーから北へ延び

祭２００８―秋の緑化祭』 案内等を掲示しました。

ベント『浜松・花みどりの

かれた浜松市の秋季恒例イ

静岡県支部は 月 日、 東ふれあい公園を会場に開

関する情報、支部会員会社

ターを中心に花とみどりに

建設業についてのＰＲポス

脇にテントを設営し、造園

私たちは東ふれあい公園

をみました。

スティバル開催場所の決定

付けの打合せ等を行いフェ

答えてくれたものが多く、 らい、また、その苗木を大

回答も熱心に且つまじめに

フレットを全て回収。また

部用意したアンケートリー

応は良好で２日間で３００

ら始めましたが、市民の反

収出来るか不安を抱きなが

もかなり多く、どの程度回

形で実施しました。設問数

イベント参加を実感しても

人の思いもずいぶん違い、

るのとでは、それを貰った

ただ、単に苗木を配布す

たと思っています。

認識してもらえる場になっ

る機会が持て造園のことを

仕事について直接語り合え

宮城県支部
用のポスターの掲示をはじ

宮城県支部は 月 日、 部から準備して頂いたＰＲ
国営みちのく杜の湖畔公園

２００個植付けいたしまし
た。オトメユリは、日本特
産のユリで宮城県では白石
川上流域に自生しており、

等多彩なイベントが公園内
あっという間に全てなくな

管理センターの皆様に日造

緑地管理財団みちのく公園

開催に当っては、㈶公園

も前から長蛇の列ができ、 しました。

野生種は絶滅危惧種に指定

で開催されており、かつ天

また、お客様が掲示板の

るという盛況ぶりでした。

協の事業に対するご理解を

内で開催しました。

子による花壇づくりとし

メン８００鉢）を協会のパ

候にも恵まれ、多数の親子

頂き、打合せや現地の調整

公園利用についてのアンケート収集も

ンフレットとともに配布し
きると、好評のうちに終了

絶滅危惧種オトメユリ植え付けなど

開催当日は、国営みちの

分

を行うことが出来ました。 周りを取り囲み、ポスター

連れに対し日造協のＰＲ

やＰＲ用の資料を見ながら

日の２日間、市中心部の

とも穏かな秋晴れの好天に

開催中の２日間は、両日

とによって、今後の公園づ

これを集計・資料化するこ

切に育ててくれるのではな

くりまた公園リニューアル

じて多くの市民に公園の

と併催する

恵まれ、朝から多くの市民

について行政に対しての提

事、造園のことを知っても

行政が主

てのアンケート収集を試み

企画として公園利用につい

らうこと、そして協働して

アピールに繋がっていくよ

その大切さ、素晴らしさの

また、アンケート内容の

うになれば、全国造園フェ

るのではないかと思われま

説明、プレゼントの苗木を

スティバルがますます意義

す。

このフェスティバルを通

造園フェス

が訪れ賑わいが創出されま

案、働きかけ等の参考にな

いかと感じました。

ティバルを

した。

催するイベ

ました。

そんな中、今年はメイン

ントと共に

た。

開催しまし

形で、全国

静岡県支部

浜松市アクト通り・東ふれあい公園で

く杜の湖畔公園ではコスモ

ま し た。配 布 開 始 の

て、 オ ト メ ユ リ の 球 根 を

スまつり２００８の期間中

国営みちのく杜の湖畔公園で開催

で、ファミリーコンサート

な お、 当 日 の 入 場 者 数 は

渡すときの市民との会話の

中で、花・みどりの大切さ、 深い事業になっていくので

花木を中心に 種類の樹

木のポット苗を用意し、ア

私たちの公園づくり・公園

技術委員長・内山晴芳

行うという
ことで、他

ンケートに答えてくれた市

管理をはじめとする造園の

は午前、午後とも、人気の

等いただきました。厚く御

の参加ブー

民にプレゼントするという

の高い関心を集めていたの

うちに配布終了。堆肥を積

礼申し上げます。

スとの関連

ほ と ん ど の 場 合、 リ ー フ

が印象的。

親子が会話しているほほえ

業にとって大きな収穫と

レットなどの配布物を一緒

ましい光景も観られまし

す。普段は交流の少ない部

なっています。

１万７５５５人と公園開設

年輩のスポーツマンも立ち

署の社員と共にこのイベン

もう一つのイベントの親

斉に行うことで、公園利用

が取りにくいのが実情。

者とのコミュニケーション

に渡すのが精一杯で、来場

ニール袋に詰め込む人の輪

㌧ の 堆 肥 も 用 意 さ れ、 ビ

けでなく、出口脇には、２

入口に連なる長蛇の列だ

テスト応募など、多くの果

昨年にも増して多くのコン

したが、
市民に撒いた種は、

んだトラックも空になりま

しかし、今回の方法の場

本部事務局

実に繋がりそうでした。

当者が紹介することがで

心の声とともに、私の住ん

用意した３００鉢の花苗

もできていました。

合、入口で概説、テント内

でコンテストと支部の取り

き、その後にアンケートに

組みについて、それぞれ担
アンケート記入用のテーブ

記載してもらい、出口で花

神奈川県支部

はないでしょうか。

のよいスポーツの森管理事

寄り、花鉢、花苗、花の種

トを運営できることも、企

事務局

務所前に置かれ、草花は来

のプレゼントを嬉しそうに

た。

年３月まで、植えられた球

フェスティバルは、継続

受け取っていかれました。

本部事業委員・丸山賢史
根は６月の開花頃まで訪れ

以来最高の入場者数を記録
したとのことです。
主なイベントとして、本

来園者楽 しませるプランター等作成

都立大井ふ頭中央海浜公園

る来園者の方々の目を楽し

者に日造協の存在をアピー

東京都支部

その後、正午頃には雨も

ルできます。一人でも多く

相模原公園オータムフェアと連携

「街路樹コンテスト」紹介・募集

催イベントとして評判の良

上り、陸上競技場で運動会

開催に意義があり、全国一

東京都支部は日比谷公園

い「木の実・小枝のクラフ

をしていた家族連れや、還

ませてくれるでしょう。

を は じ め、 各 所 で フ ェ ス

ト」を行いました。他に花

ルを設置。テント内側の周

鉢や花の種を配布すること

このうち、 月 日には、 鉢、花の種のプレゼントも

効用
（ＣＯ２削減、 日、㈶神奈川県公園協会等

囲に日造協の紹介や第１回

効果的でスムーズなＰＲを

でいるところの写真はない

の？、あの通りもきれいに

実現していました。
花苗などの無料配布には

大勢の人が集まりますが、 なるかしらなど、街路樹へ

テント入口に並ぶ長蛇の列と堆肥を詰める来場者のようす

ティバルを開催しました。

が 実 施 す る「 相 模 原 公 園

示する〝回遊式”の動線を

オータムフェア」
に合わせ、 コンテストの入賞作品を展

テント内では、コンテス

月
癒し効果 ）
、そ れ

確保し、入口でテント内の

ト入賞作を見た市民が、こ

神奈川県支部は

らを創り管理する

県立相模原公園のグリーン

人数制限を兼ねて、日造協

れはどこ？こんな素敵な街

の人に公園の大切さ、緑の

造園技術の素晴ら

ハウス入口付近で、
「第１

やコンテストについて概説

暦野球大会に参加していた

しさを理解して貰

回かながわ・街路樹フォト

しながら調節することで、 路樹があるのね！など、感

あり、事前のビラ配り、場

う た め、
、さ ら な

コンテスト」の作品紹介や

を生かし、１つのテントに

で、流れもスムーズ。

る発展を願ってい

第２回作品の募集ＰＲなど

社員ボランティア

入口と出口を設け、中央に

のイベントは毎年

好評の「木の実・小枝のクラフト」のようす

で運営していま

今回は、昨年の実施経験

ます。 また、余

日比谷アメニスグループが

も完成し、木札に思い思い

イベントで作られた 組

18

を実施しました。

内アナウンスにより、 時

園者が訪れました。

公園は、スポーツ施設が中

のメッセージを書いている

のプランターは、日当たり

12
談ですが、これら

指定管理者となっている品

浜公園で開催しました。

ＮＨＫ首都圏放送セン

あいあいでプランターに花

名が、 ターの取材では、親子和気

当日朝はあいにくの雨模
様で、スタッフ約

来園者を心配しながら、忙

心で草花の少ない公園のた

姿が放映されました。

しく準備に当たりました。 苗を植え、土まみれながら

め、今年も「秋の草花によ
る寄植え体験」と、隣接す

今年のメイン企画として行ったアンケート収集のもよう

10

10

10

る「なぎさの森」で常時開

10

30

19

12

11
30

10

ティバル２００８

野生種が絶滅危惧種に指定されているオトメユリの球根植え付け実施

の開催時間には、多数の来

10

川区の都立大井ふ頭中央海

11

15

11

多彩な企画・催事を実施

（２）
平成２０年１１月１０日

協
造
日
広 報

第４１６号

造園・園芸教室さながらの質問多数

開 催 と な り、 近 畿 都 市 緑

方に無料配布する花苗４種

イベントは両日とも 時

ＨＫの取材が入り、会場風

が、全国造園フェスティバ

ついて教えて」とか「庭作

一堂に会して開催すれば相

室、 腐 葉 土 の 作 成 過 程 の
類（日々草・サルビア・コ

景や「スクールガーデン」
、 ルの推進運動も同じ場所で

リウス・インパチェンス） 光バス等を利用して訪れ、 木の剪定について教えて」
、 「モデルガーデン」等の紹

りについて教えて 」
、
「樹

紹 介・ 緑 化 園 芸 相 談・ 草

化 祭「 グ リ ー ン サ ー カ ス
木 染 め 体 験、 押 し 花 カ ー

２００８」は都市緑化月間

兵庫県支部

淡路夢舞台公苑にガーデン等出展

とか色々な質問が飛び交う

乗効果も上がりそれだけ会

ド作り等々の出展があり、 ９００ポットと花と野菜の

ハンキングバスケット・コ

ガーデンコンテスト
（花壇・ 「 植 木鋏 や造園 の道 具は 」 介と各テントブースでの奮

に全国各地で開催される地
タネの袋詰めをして来園者

場により多くの県民・市民

我々「全国造園フェスティ
を待ちました。

闘ぶりが映しだされ夕方の

域住民の緑化意識の醸成や
バル」のテントブースでは

が来て貰えると実感し、今

会員スタッフが

後継続していくことに対し

住民参加による緑のまちづ

ニュースになり、造園・園

くりの推進を目的に京都

芸や最近の都市緑化への取

ントブースでのプログラ

らで朝からスタッフも大忙

ム、当日の資材搬入、車両

ンテナガーデン一般募集） なか造園・園芸教室さなが

兵庫県支部と県造協が連

の来園者による人気投票が

携して 月４日、５日の２

兵庫県をはじめ関係機関

意義があると思いました。

そして花苗の無料配布を

等が展示されるなか、私た

とＰＲ活動も行いました。

県民・市民に造園業の啓蒙

による「モデルガーデン」 りエコ下敷きの配布を行い

レット、県造協の協力によ

連れの方が少なく１５００

朝からあいにくの雨で家族

ありましたが、 月５日は

良く３０００人の入場者が

に感謝申し上げます。

客様の誘導ご協力を賜り誠

や淡路夢舞台公苑内でのお

解をいただき、現地の調整

芸・花卉関連団体等の協力

なイベントとなりました。

組みをアピールする有意義

ターと造園業の

ちのブースにも多くの方々

人とやや低調でありました

集計では、公園については

ものでした。県内３会場の

など若い女性から年配の男

植物の上手な育て方の相談

は挿し木のやり方や、観葉

園芸の相談のコーナーに

は今年で３年目。今年は全

全国造園フェスティバル

社員間での交流の場にも

ばいで、伸び悩みと見える

この結果、全体的には横

たための数字といえる。

年の第２回が１３６会場で

かもしれないが、これまで

みると、第１回 会場、昨

３回目の今年は減少してし

都道府県中、第１回が７

まったことになるが、東京

都支部での開催が第１回９

回９会場と、大きく変化し

国 会場で実施（一覧左）
。 会場、第２回 会場、第３

これまでの開催会場数を

事務局長・藤沢昭則

当日イベント会場にはＮ

９３３名中９０１名が必要

性まで利用して頂きまし

福岡県支部

た福岡県西方沖地震の際に

なっています。何よりも多

すべてで開催

都道
府県

が来られ「ガーデニングに

３回目迎え、

である、まだ足りない、街

た。

月 日の福岡市は快晴

ここに大勢の人達が避難し

数の人達のみどりや環境に

の皆様に日造協の事業に理

しでした。

の開園に合わせ

ブース】の出展があり各テ
紹介ポスター及

学校の生徒による「スクー

朝早くから 時

県持ち回りで毎年開催され

催理念、成果を引き継ぐと
ントとも様々なプログラム
び「のぼり」を

行うと同時に造園のパンフ

府・大阪府・兵庫県の３府

打ち合わせを幾度と重ねて
て、日造協本部
から送って頂い

ております。

第８回 ひょうごフロー

参りました。

ともに淡路花博をきっかけ
が工夫されており、自然素

たタイトルポス

ローラフェスタと近畿都市
として盛り上がった住民主

材を使ったクラフト体験、 入園者の分かり

ルガーデン」また県内の園

の入場許可等について事前

日間、淡路夢舞台公苑 芝
生広場で開催しました。
このイベントは行政主
イベント会場内では我々

緑化祭「グリーンサーカス
体の緑化活動を支援し、花

やすい位置に配

のテントブースも含め【

２００８」と協賛し、イベ

ミニビオトープの作成、杉

置し、来園者の

ラフェスタは淡路花博の開

ントを共に成功させるため
と緑のまちづくりの推進を
板プランター作り、苔玉教

れない人達に開始直後は会

路樹については必要であ

福岡県支部では他に国営

生化等

た映像がニュースで流れた

対する欲求の高さを知る上

10

催との同時開催というこ

３カ月程前から目的意識の
図るため今年で８回目の

とで、第８回 ひょうごフ

確認、広報活動の内容、テ

場周辺が騒然とする中、警

る、まだ足りない、美観上

海の中道海浜公園会場、北

コミュニケーション重視に変化

固公園担当の 社 名の日

大切であるが１１３８名中

九州市の到津の森公園会場

なりました。

造協スタッフはそれぞれの

１０４８名と不必要などの

市民の

のをご覧になった方も多い

でも大切なイベントになっ

全国造園フェスティバルの動き

持場を手際良くこなしてま

意見を大きく上回りまし

時のオープンを待ちき

に恵まれ、福岡県支部のメ

たたく間に１５０個の苔玉

公園内の樹木でクイズなど実施

イン会場である天神の警固

市・白野江植物公園、直方

みどり

と思います。こうしたこと

たのではないでしょうか。

10

10

警固公園や海の中道公園会場に

公園は爽やかな秋風の中、 や １ ５ ０ 組 の ウ ォ ー ク ラ
リーの景品である花鉢が無

福岡市の繁華街である天

市の福智山ろく花公園の各

と協賛会場である北九州

沢山の公園利用者で溢れて

くなっていきました。今回

会場で開催し、各会場では

た。

いました。

神に位置する警固公園は西

わずかな時間で用意した沢

鉄電車や地下鉄の駅にも隣
接して九州でも多くの人達

山の花苗や種がなくなる盛

は花苗や種のプレゼント時

が行交う場所で、こうした

況でした。

に緑化に関したアンケート

公共の緑地は貴重な空間で

今年のアトラクション

４５０枚の回答を得まし

あることを改めて認識しま

は、公園内の樹木をクイズ

た結果は都市に於ける屋上

に記入して頂きました。
ウォークラリーや苔玉教

緑化の必要性や公園の増

園フェスティバルは会員各

３年目を迎えた今回の造

室、園芸相談コーナーに寄

した。

植の実演と盛沢山の内容に

設、校

に対す

もアンケートの結果に表れ

社恒例事業として定着し、

る関心

たかもしれません。

支部長・執行英利

の高さ

の今年は すべての都道府

が未開催だったが、第３回

県で未開催、第２回で３県

47

花鉢の配布には多くの来場者が集まった

式にして問題を解いて回る

13

84

66

42

を示す

いるこ傾向が伺える。

市民と向き合う場になって

ションの機会として捉え、

選び、貴重なコミュニケー

なく、適切な場所と日時を

独自開催や開催会場数では

流を図る取り組みも増加。

収集、さらには積極的に交

ンケートなど、市民の声の

た初年度に比べ、独自のア

方的なＰＲになりがちだっ

どの地域性が生かされ、一

連携、それに応じた展示な

がらも、地域イベントとの

りをベースとして活用しな

意しているポスターやのぼ

も、本部がツールとして用

また、会場での取り組み

ティバル”となった。

通りの〝全国造園フェス

県で初めて開催され、文字

47

79

羽咋郡
可児市
浜松市
名古屋市
鈴鹿市
福井市
長浜市
京都市
枚方市
淡路市
葛城市
和歌山市
岡山市
庄原市
広島市
鳥取市
松江市
下関市
山口市
岩国市
徳島市
高松市
高松市
高知市
砥部町
福岡市
直方市
北九州市
北九州市
福岡市
福岡市
唐津市
鳥栖市
佐賀市
長崎市
上益城郡
大分市
都城市
鹿児島市
浦添市

社内展示室
花フェスタ記念公園
浜松市アクト通り・東ふれあい公園
農業文化園・戸田川緑地
県営都市公園 鈴鹿青少年の森
足羽川河川敷
県営都市公園 奥びわスポーツの森
御池通沿道
ひらかたパーク
淡路夢舞台公苑
花佐造園（株）
和歌山マリーナシティ イコラストリート
岡山県支部
国営備北丘陵公園
広島県緑化センター
鳥取市金沢地内多目的広場
くにびきメッセ
海峡ゆめ広場
「きらら浜」道の駅隣
吉香公園
新町橋東公園
房前公園
高松空港公園
高知市中央公園
愛媛県立とべ動物園
直方リバーサイドパーク
福智山ろく花公園
白野江植物公園
到津の森公園
国営海の中道海浜公園
警固公園
唐津市ふるさと会館「アルピノ」・「広場」
鳥栖市弥生ケ丘小学校
佐賀市金竜公園
おくんち広場
テクノ中央公園
大分市スポーツ公園
イオン都城ショッピングセンター
かごしま県民交流センター
県営浦添大公園

12

月４日は朝から天候も

あったり、県内の農業高等

の開園より多数の方が観

10

47

10

平成 年３月 日に起き
15

10/11～13
10/5
10/18,19
10/11
10/11
10/5
10/11
10/4,5
10/11
10/4,5
10/11～13
10/13
10/12
10/11
10/12
10/17～19
10/5
10/11～13
10/18,19
11/23
10/12
10/26
11/2
10/11
10/11
10/19
10/11～13
10/12
10/12
10/12
10/12
10/18
10/11
10/19
10/25,26
10/12
12/13
11/8
10/18,19
10/11～13

30

庭の芝

16

石川県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
岡山県
広島県
広島県
鳥取県
島根県
山口県
山口県
山口県
徳島県
香川県
香川県
高知県
愛媛県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

14

苔玉教室のもよう

所�地
札幌市
帯広市
青森市
豊川市
柴田郡
北秋田市
山形市
郡山市
福島市
笠間市
宇都宮市
伊勢崎市
所沢市
船橋市
袖ヶ浦市
市原市
千葉市
千葉市
船橋市
板橋区
練馬区
千代田区
墨田区
中央区
中央区
渋谷区
杉並区
品川区
相模原市
甲斐市
長野市
安曇野市
新潟市
富山市
富山市
能美市
金沢市
金沢市
金沢市

開�場所
国営滝野すずらん公園
帯広市緑ヶ丘グリーンパーク
青森県立美術館
岩手県立緑化センター
国営みちのく杜の湖畔公園
北欧の杜公園
児童養護施設 山形学園
開成山公園
コラッセふくしま
笠間芸術の森公園
みずほの自然の森公園
波志江環境ふれあい公園
所沢航空記念公園
千葉県立行田公園
袖ヶ浦公園
北五井緑道
稲毛海浜公園
千葉ポートパーク
船橋市アンデルセン公園
板橋区立熱帯環境植物園
練馬区立四季の香公園
日比谷公園
錦糸公園
浜町公園
月島第一児童公園
代々木公園
杉並区立高井戸地域区民センター
都立大井ふ頭中央海浜公園
県立相模原公園
山梨県緑化センター
南長野運動公園
国営アルプスあづみの公園
岩室体育館
岩瀬スポーツ公園
富山空港
辰口丘陵公園
奥卯辰山健民公園
中央公園
西部緑地公園

開�日
6/29
10/11
10/11
9/27,28
10/12
10/4
10/11
10/5
10/11,12
10/12
10/11
10/26
10/26
10/11
10/11
10/13
10/12
10/26
10/25,26
10/13
10/26
10/31
10/4
10/3
10/4
11/2
10/18
10/11
10/12
10/25,26
10/11
10/11～13
10/26
10/4
10/11
9/23
9/21
10/19
10/12,13

支部
北海道
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
山梨県
長野県
長野県
新潟県
富山県
富山県
石川県
石川県
石川県
石川県

10

全国造園フェス
日造協・会員一斉に

開催報告

05 年ふくおかフェアでマスコットになった「グリッピ」は、翌年４月から、福岡市の
「花と緑のマスコットキャラクター」として活躍。今回のフェスティバルにも参加した

第４１６号

協
造
日
広 報
平成２０年１１月１０日
（３）

美しい街路樹を守るための
運動「街路樹の日」を制定
長野県支部
らであります。

の懇談会の中で、街路樹の

経緯は、県の建設部当局と

そもそもの制定に至った

いなかったこと等が主な要

の存在が十分に理解されて

と。更には、街路樹剪定士

役割を果たすことが大事で

の実現に向けてそれぞれの

界関係者が、美しい街路樹

に、式典終了後、剪定実技

剪定士の理解を深めるため

また、この日は、街路樹

熱心に見学していかれまし

日造協賛助会員の紹介
株式会社ベストコンピュータシステム

開発するきっかけは、早

工事管理 」
。ま た、日 報・

社員・顧客・工程・現場・

原価を総合管理出来る「ベ

植樹をした同じ沿道に植え

の研修も行いました。記念

の日」を制定しましたが、

す。加えて、今回「街路樹

ぱいの運動を展開していま

を「芝の日」として、
緑いっ

した。売上販売管理、在庫

確かな技術を提供してきま

設計・開発をメイン業務に

以来、各種ソフトウェアの

を得まして、造園業様向け

や設計事務所様からの協力

東京都造園建設業協同組合

年を経過し、昭和

おります。

いう新たな方法で提供して

定期間無料で使用できると

当社は、昭和 年の設立

あり、その実現に向けて頑

られたハナノキを、二人の

支部では、昨年４月８日

た。

張りましょう。
」と宣誓が

街路樹剪定士指導員が剪定

年に、 ストｄｅ造園」ソフトを一

ありました。終了後、会場

因であります。
この運動のスタートとし

脇の沿道に街路樹（ハナノ

剪定が、ともすれば、予算
や住民とのトラブルを除去
て、 月 日、松本市の県

て、
“美しい街路樹を守る” 営 松 本 平 広 域 公 園 で、 行
キ）を記念植樹し、一連の

のポイントを説明しながら

この運動が掛け声だけで

管理、生産管理、経理、人

に特化した「造園土木積算

県 民 に 理 解 さ れ、 又富士通、ＮＥＣ、松下電

現在では、造園業界向け

になったことでした。

東京都

新宿区西新宿３の

タシステム

㈱ベストコンピュー

……………………

することが先行したりし

政、地元住民、業界関係者

終わらないよう、少しでも

という概念が欠けていたこ

の実技には、行政の方々も

れ渡った青空のもとで、式

事、
流通システム等開発し、 システム」を発売するよう

式典が終了しました。

しいまちは美しい街路樹か

に販売中のソフトも「ベス

「街路樹の日」
と制定し、「美

器、住友電工等の大型プロ
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員会」ワーキング

性等のマニュアル委

講師打合せ会議

㈭・造園工事基準普及策
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２００９新年造園人の集い

㈭・伝統的造園技能・技

の ５ の ６ ０ ２、 ☎

ジェクトにも数多く参加し

典、
記念植樹を行いました。

実のあるものとな

ご来賓のあいさつの中で、

力していく覚悟で

るよう会員一同努

ら」をスローガンに、取り

ありますが、一方

５３０２・９２５６、ＦＡ

行政からは、
「造園業の方

で、責任の重さを

トｄｅ積算」の他、
「ベス

に は 専 門 家 と し て、 美 し

痛感しておりま

㈮・建設系ＣＰＤ委員会

国大会

・建設雇用改善推進全

～ 日
（記事２３面） ６㈭・運営会議

バル２００８」開催

㈯・
「全国造園フェスティ

５㈬・
「広報日造協」編集

てまいりました。

組みを始めました。制定の

い街路樹を守ってほしい。
」

私たち業界として、この

試験委員会

Ｘ

趣旨は、街路樹の役割・効

との期待の言葉や、また、

す。

トｄｅ見積」
、
「ベストｄｅ

果について、住民への理解

地元住民からは、
「街路樹

事務局長

当社が造園業のソフトを

に努めるとともに、美しい

を 植 樹 す る 際 は、 地 元 と

・長田憲治

緑のキャンペーンを振り返

・造園ＣＰＤ推進委員
会企画会議
２㈭・登録造園基幹技能者

㈭・建築教育の需給構造

と建築職能の将来像

に関する特別研究委

員会

㈰・ＡＩＰＨ総会

（ドバイ）～ 日

㈮・
「ひろげよう 育て

よう 緑の都市」全

国大会（東京）

・エコ・グリーンテッ

ク２００８
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支部では、県造園建設業
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１００名ほどが参加し、晴

63

大会 （千葉県）～２日

街路樹を守り育てるために

十分連携を図ってほしい。
」

ための教育を進める上での

り、次代を担う子どもたち 【 月】

佐賀県支部

06

・登録造園基幹技能者

はどうしたらいいのか。行

などの注文もありました。
最後に、
「行政、住民、業

政・住民・業界関係者が共

剪定実技㊤と式典のようす㊦

に考え行動をしていくきっ

かけになればということか

キーポイントとして、
「二

に、美しい景観に感動し、 １㈬・造園基幹技能者制度

かれました。

されている先生方からは、 大切である」旨の意見が聞

なお、初回でもあり、特

酸化炭素（ＣＯ２）やエネ

子ども向けの温暖化防止の

に低学年児童の関心を高め

ルギー問題等が挙げられて

児童数５万４千名に配布し

生き延びるためには、生命

る狙いもあって、パンフレ

樹木を大事に守り育てるこ

ました。

の共生者として生きた緑の

ットの表紙にはイメージぬ

さらに周りの人々に優しい

活動・体験を進めるには、 とで、
自分の心に木を植え、

いるが、知識を高め、実践

思いやりの輪が幾重にも広

い。私たち人間がこれから

構築材料をどう使い切るか

り絵とマスコットのネーミ

家族と一緒にか、地域での

先、次の氷河期が来るまで

を基本的な戦略として考え

ングを募集し、特選それぞ

生活の場を通じた取り組み

小学生を対象とした

ようと語られている（ＮＨ

れ２点と参加賞を決めさせ

（ゴシック体は主な動き）

Ｋ「こころをよむシリーズ

ていただきました。

緑の環境教育への試み

に人間だけでなく、生命あ

で放送）
。

テキスト編集会議
３㈮・
「広報日造協」編集
会議

備視察交流会

・中国清華大学景観整

７㈫・登録造園基幹技能者
講習委員会
・技能五輪全国大会競
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８㈬・造園環境緑化産業振
興会代表者会議
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１㈯・第 回技能五輪全国

（記事１面） 【 月】
９㈭・運営会議
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推進協議会分科会

今、私たちを取り巻く
るものすべてが、共生、共
存しております。

私たち、日造協佐賀県支

環境は、痛みに耐え苦しん
でおります。

がることができればと願っ

事務局長・松本光男

ております。

２年目となる今年度は、 が必要であり、これからの
脱温暖化型社会を築く担い

部と県造協では、緑の普及

近年著しく社会的な関心を

この現状に心を寄せ痛み

啓発活動の一環として、前

この「かけがえのない地
球」
「かけがえのない自然」 や苦しみを分かち合うこと

の中のみどり…とし、人々

手となる子どもたちへの

初年度は、県教育委員会

の生命に関わる樹木の持つ

高めている地球温暖化対策

学校教育課による指導・助

さまざまな働きを、現在判

と緑の役割を取り上げ、同 「緑の環境教育」が極めて

ところで、植物生態学者

言のもと、
「みどりをふや

りつつある科学的見地（デ

述の背景を踏まえ、県内の

として有名な宮脇昭・横浜

そう」パートⅡ…地球を元

ータ）を判りやすく表現す

全小学生を対象に緑のキャ

国立大学名誉教授は、この

気にするみどりの働き…と

ることに努めました。

が、地球に住んでいる私た

生態系の生産者である緑が

いうパンフレットを作成

シリーズパートⅡ…暮らし

濃縮されている森は、物質

し、県内の小学校の理解と

ンペーンを試みました。

循環の母胎といわれてお

協力をいただき、
１９３校、 育サイドで教科指導を担当

今回の編集を通じて、教
り、この森なくしてはすべ

12

19

25

11 10

14

16

17

03

12

31

10

13

46

27

16

ての生き物は生きられな

パンフレット「みどりをふ
やそう パートⅠ」の表紙

03

18

10

ちの責務であると思われま

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

11

16
す。

協
協 会
会
だより
だより

22

23

26

31

11

13 12

10

（４）
平成２０年１１月１０日

協
造
日
広 報

第４１６号

