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ネットワークを持ち、多くの女性の本
音と夢を視覚化、男性視点のビジネス・
行政の情報提供事業・地域活性事業・
博覧会女性訴求プロデュースなどの企
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公共事業について、地方公 （以下、整備計画という。

全・安心対策緊急総合支援

図２：事業の構成

16

（２）

年度予算重要要点」
（平

策課題」を解決するという

流用のイメージ）
。

㧔ቛޔⅣႺᢛ㧕

12

年度予算において、市街地

視している。地域の課題解

提出することとしている。 「政策目的」そのものを重

を策定し、国土交通大臣に

決のために地方公共団体が

䃁 ၞቛᡰេ
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ことが望ましい。

共団体の創意工夫で、社会

国土交通省は、整備計画に
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新交付金は、 象となっていなかったソフ 過措置として、整備計画と
「社会資本総合整備計画」 いたのに対し、
成 年 月 日）
において、 る

資本整備をはじめ原則自由

基づき、単年度交付限度額
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整備、活力創出、水の安全

策目的実現のため、地方公

に使える使い勝手の良い総

れ公表することで、事業の

䂾 ోᬺ⾌䈱䋲ഀએౝ

安心、地域住宅などの政
･

共団体が行う社会資本に関

合交付金を創設するよう提
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公園整備の場合、用地取得

図１：基本スキーム

況等を事後評価し、それぞ
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１／３、施設整備１／２） 計画全体としてのアウトカ

とし、対応する現行事業が
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なお、地方公共団体自ら 事業計画、古都保存事業計

する基幹的な事業（基幹事
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が、目標の妥当性、整備計 画、緑地保全等事業計画、 選択と集中を行い、地域に

業）のほか、関連する社会

䊶
䊶
䊶

策定する整備計画全体に対
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案があったことを踏まえ、 を算定して、交付金を交付

ቛ
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する。また、新交付金の交
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制度検討を行ったものであ
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①概要

䉁䈤䈨䈒䉍

ၮ ᐙ  ᬺ
᳓䈱ో䊶ᔃၮ⋚⏕

る。

ᶏጯ

平成２２年５月１０日

以外の幅広い事業を一体的

ᵴജഃၮ⋚

␠
ળ
⾗
ᧄ
ᢛ

✚
ว

ઃ
㊄

ᴦ᳓

協

に支援するため、個別補助

Ꮐ䈱䋴ಽ㊁䈱䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩䇮
ਅ䈱䋳ᬺ䉕⚵䉂ว䉒䈞䈩
⥄↱䈮ᬺ䉕ታᣉน⢻

２．社会資本整備総合

䋨ಽ㊁䋩
〝

金を原則廃止し、
『社会資

䋼ᣂ䈢䈭ઃ㊄䋾

䋼ᓥ᧪䈱ഥ㊄䋾

交付金の概要・特長
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造
本整備総合交付金』
（以下、

新交付金という）を創設し

日

広 報

社会資本整備総合交付金の創設

第４３４号

過日

･

感情の地政学 恐
｢
-

･

怖 屈辱 希望はいかに
して世界を作り変えるか
を読む機会がありました。
自信の度合いで３区分
人々の感情は政治、
経済、
文化まで、その時々の態度

屈辱集団とのことです。
屈辱や恐れを超えて自信

のことなんですが、我々造

｣ を喚起する組み立てや工夫
園集団はどの位置にあるの
でしょうか。
広く連携を進める

減、我慢でしのいでおりま

体的に進めておりますし、 市民にも関係者にも見える

た、市民との連携もより具

元化が実現出来ました。ま

ともに進めて参ります。

すが着実に減退していると

競争）のレッドオーシャン

場への転換を計れるよう、 （場）の創出です。

あるいは感性を利用した

して皆なんとなく明日は良

の証しのように想える。そ

に楽しめる感性に訴える、 しさ、森羅万象の共存共生

ゲーム機器の開発を全国の

い自信

会員がコンペ形式で遊び心

を持ちながらやってみるの

くなるという 根拠のな
｢
｣を持つことで生

③は、時代にあった人々

きている。

即ち造園人の時代です。苦

理性から感性、
美の時代、

も面白いのではないかと思

感性に訴えることを業とし

文化を背景にもつ我々に

が、時代を読み、未来を考

ししか実現出来ていません

いずれも想いのほんの少

け、各地域のリーダーとな

も明日への希望を燃やし続

す。前述の感情地政学から

難も考えようでは好機で

は、時代に合うタイムリー

りましょう。沈まぬ太陽？

ています。そのような造園

な商品開発ができるのでは

え、現実の着手点は１年間

時代を読み未来を考える

開発です。
造園はある意味、 います。

の感性に訴えるような商品

感性に訴える商品開発

として進めています。

シーズン対応、特に室内と （困弱）物語プロジェクト
野外との共有空間、ひいて

化が大切と表現力、デザイ
次のことを行っておりま

は雪国

市民が求める究極の緑花サ
ン力、ミーティング力とま
す。

パワースポット
･

ロ ン、 空 間 運 営（ コ モ ン
とめ力にこだわっていると

困弱物語プロジェクト

ズ）をデザインしつつあり

市場のブルーオーシャン市

そのためにも会員にも、 市場から、適性生存や独自

いうことが多いです。
秋田県造園協会員も ％
以上の減で、現在 数社と
なっております。これ以上

佐々木 吉和

ないかと考えます。

れまでの受注生産体制か

今年は例年より遅い桜が

く感謝し、全国各々の個性

陽は又昇る？

ら、工場生産体制に変える

週の実践チャートで邁進
で何が出来るか、おもてな

またそうすることで、こ

しの取り組みはもちろんで

あふれる理想郷創りに、会

② には、造園サービス

①に、積雪地域の理想空

今秋田で満開です。桜の前

全天候・通年対応

金、情報とタイミングが大

こともでき、一層計画的な

ころでございます。

日造協副会長、㈳むつみ造園土木㈱会長

「ローカル造園業」

右肩上がりの成長時代、
そして、一気に市場原理主

で左右され、自信の度合い
によって三つの感情集団に

変わりません。

お金だけの世界がなかなか

義と、自分だけ、今だけ、

一つは自信を表明し続け

分けられる。

る希望集団。
ます。

と会員皆必死になって改善

すが、デフレや人口減、高

員皆々様のご活躍ご健勝を

減っては業界になり得ない

を進めているところです。

間のデザインと運営。即ち

での身の震える感動は人間

バブルが終わって 年近
く、いわゆる成熟時代、連

また、会社経営としまし

企業運営ができるのではな

皆様の日頃のご厚情に深

携 や 供 創、 協 働 が 切 口 と
事ですが、市民と未来のた

齢化が進んでいる現実、こ

することです。

も地位が奪われることに感

県造協、造園連、日造協

オールウェザー オール

低価格競争からの転換

心がいく恐怖集団。
解ってもスタートしませ

ては市場原理主義（低価格

形にするには、人、もの、

三つ目は過去の栄光と現
めという公益の心で同志と

祈念申し上げます。

感謝合掌

の五感に響く生命の素晴ら

しさだ。

この甘美さはこの世の美

めの統合的流域管理コース研修」における現地研修の場と

最近では、㈶国際湖沼環境委員会の「湖沼環境保全のた

いくことを目標としています。

県や市（行政）にも働きかけ、さらに他の河川にも広げて

地 元 組 織 な ど が 協 力 す る 体 制 が 査も行われます。そして、今後はメンテナンスをしつつ、

て、造園・石材業者、関連ＮＰＯ、 の植物や、ヤマメなど石組みの川にすむ生き物に関する調

た作業のほか、水路沿いに生えるショウジョウバカマなど

スの確保に注意が払われ、造成前の

造成にあたってはオープンスペー

の大規模な団地建設の造成でした。

住宅公団による千葉県内では２番目

る柏市の光ケ丘団地に次ぐ、旧日本

れた常盤平団地があります。隣接す

れ１９６０年に第一次入居が開始さ

に、１９５５年に建設計画が発表さ

かつて金ケ作と呼ばれる農村地域

れていく中、居住者の高齢化等の問

代の公団住宅の建替え事業が進めら

物の老巧化が問題となり、昭和 年 い会食会等様々な活動を行っていま

ＮＨＫスペシャルで孤独死の問題

取り組みを行っています。

量を抑えるため取水口での別河川

なるなど、これからの環境や資源管理のモデルとしても注

興味深い星型住宅（通称スターハウ

しています。建物も建築家の間では

は、シニア、ジュニアが共

商品開発の方法として

いでしょうか。
困ってる、弱ってる課題を

れらの時代変化ニーズや

「石組みの川復活プロジェクト」は、まずは県内の環境 ます。まわりから小石をバケツに拾い集めて埋め込む作業

その他、石組みを崩す原因ともなる川沿いのスギ、ヒノ

す。

何とかする解決する今昔

にも景観的にも、生態系保全の面
からも優れた側面を持つことを再

への一部放水とせき止めた水のポ

目されるようになっています。

実際の現場での作業は、まず水

この団地が、１９９０年代から建

題が進展している事情から建替え反

対運動がありましたが、ストック活

年を迎えようとしています。

｢用と方向転換がなされた今年、入居

察見学の団体は を超える人気サロ

サロン

として作られた常設の いきいき
｢
｣は１カ月で全国からの視

中でも孤独死防止ゼロ作戦の一環

す。

プ事業 一
･ 人暮らし対象のふれあ

約５３００戸のマンモス団地です。 めとして、自治会によるホームヘル

を紹介した孤独死防止ゼロ作戦を始

ンプ放流から始まります。石組作

多くの樹木が残されました。

ス）を含めた中層住宅を中心とした

業は、石材や庭石を扱っている造

「石組みの川復活プロジェクト」
は、
民
（住民組織、
ＮＰＯ、

評価することから始まり、その後、 キの大木を何本か伐採するなど、場所ごとの状況にあわせ

園業の技術者が中心となり、基本

ＮＧＯなど）
、業（造園業者、石材業者など）
、学（大学教

環境ＮＧＯによる働きかけによっ

的な石の扱いを他の参加者に教え

員、研究者など）そして官（大津市、滋賀県など）がそれ

徐々に整ってきました。

ながら、石組が壊れている部分を

ぞれの役割分担を行いさらに連携を深めることにより、生

高齢化社会の問題と解決策

ＮＧＯや造園の専門家が、流速の緩和をはじめ、物理的 も大切で、一般の参加者たちもそうした持ち場で活躍しま

･

支部及び市造協の事務局一

２００５年、滋賀県大津市の比良山麓で始まった「石組
みの川復活プロジェクト」は、石組の川のすばらしさを多

くの人に認識してもらい、民・業・学・官の連携で石組工

のできる業者を育て、わずかに残された石組の川を保存、

修復し、そして復元することを目指しています。
比良山麓周辺にみられる石組みの川は、主に標高４００

ｍ程の山麓から琵琶湖岸の水田に水を供給するための水路
であり、江戸時代にはすにその姿が確認されています。琵
琶湖からの逆水で水を賄えるようになる以前は、この水路

中心に補修していきます。直径１

ｍ程の大きな石から ㎝程度の小 業のみならず環境や文化といった観点も含めた地域づくり

日本さくらの会 の
｢
｣

｣

常盤平駅前から団地を貫いて「新

さくらの女王 も参加しています。

客が訪れ

団地の周回道路北側には 日本の
｢
道百選 に選ばれた桜通りがあり、
｣
毎年行われる 常盤平さくらまつ
｢
り では２日間に約 万人の花見
｣
のあり方を具体的に提案し、実現する力を兼ね備えていく

身近な環境の中で長い歴史をかけて蓄積されてきた知恵

さな石までをていねいに積み上げ

と技術を、連携しながら新しい形で活かしていくことがで

といえるでしょう。
ける目や、バックホウの力を借り

ていく作業には、石の向きを見分

ることも不可欠なため、造園業の

30

通りが南に真直ぐに延び、敷地内の

日本街路樹百景

地自治会が自治体と協働して様々な

は約 ％に達しています。現在、団

高齢化率も上昇の一途を辿り現在で

ンとなっています。そして、今年の

４月から団地自治会と大学生との協

同によるコミュニティ活動も行われ

るようになりました。

日本全国が高齢化社会と成りつつ

ある今日、この常盤平団地から様々

な問題点や解決策のヒントが見出さ

頃です。

鈴木一彦（㈱東松園）

誕生して 年の団地ともなると、 れるのではないかと感じる今日この

樹木と共に、緑豊かな環境を作り出

に選ばれたけやき
｣

30

が稲作の頼みの綱でした。今でも部分的に残る石組みの川
のまわりは、人工物でありながら、自然の水辺と同様の植
物に覆われ、しっとりとした雰囲気を作り出しています。
石組みの川を流れる水音は、その急傾斜の勢いにもかかわ
らず、とても優しく山の緑に響きます。
このようなプロジェクトが始まったきっかけとしては、
県内各地の小河川で流路のコンクリート化が進められ、こ
れまで利用されてきた石組みの川が消滅寸前になったこと
があげられます。そして、小河川でコンクリート化が進め
られた背景には、石組みを維持するための集落による管理

きる、それがこれからの“造園”と思うのです。
深町 加津枝

プロの協力が欠かせません。
また、石組みの裏側には、
「ぐり石（こぶしくらいの小

50

40

学会の目・眼・芽

ん。内向きの様子見、経費

52

30

さな石）
」をつめて石組が壊れないようにする作業もあり （㈳日本造園学会理事、京都大学大学院地球環境学堂准教授）
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作業が、農業従事者の減少や高齢化により困難になったこ
と、石組みの技術者が激減したこと、そして行政施策の中
で安価で扱いやすいコンクリートによる小河川の補修・新
設が積極的に行われたことなどがあげられます。

50

20

第 12 回

実の落差に自尊心を失った

二つ目は自己の前進より
20

30

民 ・業 ・学 ・官 の 連 携 に
みるこれからの“造園”
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「造園ＣＰＤ」会員申込み受付中
申込締切は平成 年５月 日まで

は協会までお問い合わせ下
さい。
② 日造協の実施する資
格をお持ちの方

委員会の活動
総務委員会
広報部会で広報事業のあ
り方、広報日造協４月号に
ついて検討した。

ついて意見が交わされた。
（４月 日㈬）

技術委員会
主な議題は、本部及び各

は、①事業企画（造園界の

事業計画の具体的な内容
路樹剪定士資格

の作成検討（街

国際委員会
ＡＩＰＨ春季ミーティン

会社であった㈱思考社と㈱

成９年）
、編集制作・出版

現社名は１９９７年（平

に拍車をかける。多くの企

る。公共事業の縮減がそれ

は厳しい風にさらされてい

世紀に入ってからの造園界

はないとはいわれるが、

日造協賛助会員の紹介
㈱インタラクション／環境緑化新聞

願っている。

境緑化精神」が続くことを

と高い理想を忘れずに「環

している理由も、広い視野

文化的な話題で紙面を構成

ではなく、環境ビジネス、

続されている。造園界だけ

た支援者の愛情で発行が継

する
GREEN
委員会
CITY
の活動を活性

化することが
決められた。

３月 日㈪）

（３月 日㈫、

（

N o r t h
American
Japanese
G a r d e n
Initiative
NAJG）
I
（北
Consortium Meetings

が 開 催 さ れ、 伊 東 伴 尾 委

業界紙なき業界は本物で

造園建設業界としても、

海外の日本庭園建設、維持

管理への協力の状況や、海

外の日本庭園を支援するた

庭園管理の支援ネットワー

提案など積極的な発言を

スとして成立させるための

めの課題、継続的なビジネ

クを実現するため、日米の

日本庭園管理者、造園技術 （３月 日㈮～３月 日㈰）

ネットワーク設立準備会） 日本庭園研究者、造園家、 行った。

アメリカ日本庭園主導者

北アメリカ日本庭園主導者ネットワーク設立準備会の様子

造協九州総支部、ランドス

も、緑の保全・創出・活用

政部長は「九州地方整備局

努めたい」と挨拶。中島建

九州地方整備局からは、 りながらこういった活動を

を紹介。

果』
と今後の課題について」 は非常に大切だと思ってい

の『植木供給可能量調査結

植生試験結果と実施事例」 県支部から〝 ＣＯ ２吸収 〟 し、技術・技能の向上に努

関わるものとしてはチャン

に緑豊かな空間を！『立体

断事例」について、
「都心

いきたい」との決意が述べ

緑の機能の重要性を訴えて

謝辞が述べられた。

後の仕事に役立てたい」と

市丸敏和）

のである。

目の活動として開かれたも

ンソーシアム設立推進１年

員、松本朗委員、関根委員、 者、造園関係組織によるコ
野村技術調査部長が参加し
た。

ケープコンサルタンツ協会

を図り、より高い、より美

め、造園関連業種のみが有

川部、道路部、営繕部の各

スと思っている。業界が一

られ、中島建政部長も「緑

花卉の生産に関する国際

（５月 日㈪）

統計年鑑へデータの提供を

行った。

７㈬・総務委員会広報部会

【４月】

・
「広報日造協」編集

会議

・造園ＣＰＤ企画会議

㈪・総務委員会企画部会

８㈭・運営会議

㈫・造園ＣＰＤ協議会総

会・推進委員会合同

会議

・基幹技能者制度推進

㈬・事業委員会（全国）

協議会 分科会

㈯・東京インターナショ

ナルフラワー＆ガー

～ ㈰

デンショー２０１０

ナルフラワー＆ガー

㈰・東京インターナショ

デンショー２０１０

イベント出展（庭師

が創る小さな庭）

㈬・総務委員会企画部会

㈮・技術委員会（全国）

・第４回みどりの式典

会事務局会議

㈪・造園・環境緑化振興

周年記念式典

㈮・国際花と緑の博覧会

６㈭・運営会議

【５月】

～ ㈮

～ ㈪

㈰・みどりの愛護の集い

栽イベント

㈯・グリーンウェーブ植

大会

㈮・㈳日本造園学会全国

㈭・㈳日本水景協会総会

㈬・総務委員会財務部会

会総会

・㈳日本公園施設業協

練協会総会

・全国建設産業教育訓

㈫・監事監査

ウム実行委員会

全に関するシンポジ

㈪・子どもの遊び場の安

全国大会

㈭・㈳日本公園緑地協会

ングショー開会式

・国際バラとガーデニ

㈫・総務委員会広報部会

念シンポジウム

様性総合評価発表記

㈪・世界と日本の生物多

７㈮・大阪府支部総会

う思いからである。そうし

がいれば、希望はあるとい

きに取り組んでいく人たち

もに造園の事

環境緑化新聞社を合併した

きた。中央と地方の交流が

園業界には
「環境緑化新聞」 業の倒産・廃業を目撃して

際に社名変更したもの。造

弱まり、業者同士の競争も

………………………

定の審議とと

業拡大にとっ

の方が通りが良い。この７

激化。創刊以来、
「人と緑

ても重要であ

月には創刊 年となる。こ

を結ぶ」を社是に掲げてい

グがタイのチェンマイで開

の間経営者は３回代わって

☎０３・３２６７・４８４１、

る都市の緑化

いる。現体制になってから

る。世の中を動かしている

催され和田委員長が出席し

年、ほぼ１世代となる。

http://www.interaction.co.jp

推進等に関

会議では国際園芸博覧会

方整備局をはじめ、都道府

ための要望活動）②教育・ の発展的活用）
、

のはいかなる時代でも前向

た。

規約の改正、博覧会開催予

総支部の平成 年度の事業

年度の事業計画につい

報告と支部交流会の報告、

（ 近畿総支部 ）
、

発表会の実施

技術情報共有

（４月７日㈬） て。

企画部会で公益法人改革
について検討した。

さまり集のトラ

ベース、造園お

日 造 協 ホ ー ム ペ ー ジ の （４月 日㈪、４月 日㈬） 街 路 樹 デ ー タ

事業委員会
イアル発信、造

建設システムの

園にふさわしい

の事業報告と支部交流会の
検討、公共樹木

主な議題は、平成 年度

報告、 年度の事業計画に

県、政令市など、多くの発

植栽基盤調査・

属している方
メールにてご案内してお

北アメリカにおける日本

九州支部、植木協会九州ブ

企画部、河川部、道路部、 進めていきたい」と話され

る。佐賀県支部の取り組み

ロック、公園施設業協会九

しい景観、より良い地域整

会長から「本日の懇談会で

最後に、佐藤四郎日造協

た。

る。我々も皆さんの力を借

州・沖縄支部の役員等 名

れた。

に関する取り組みが紹介さ

２国営公園事務所から緑化

懇談会では、九州緑化協

べられた。

備を進めていきたい」と述
が出席した。
冒頭、木上会長が「公共
工事の大幅な削減が続く

に関する活動報告がなさ

する多くのノウハウを、今

部幹部職員と２国営公園事

化活動は市民も参加でき

（九州総支部事務局長
ア」について、
「九州管内
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造園技術者の能力向上と

)

客観的評価の指標となる

(

度」の会員申込み受付が始

「造園ＣＰＤ 継続教育 制

まりました。

い。

ムページよりお申込み下さ

造園ＣＰＤ協議会のホー

③ ①②以外

造園技術者であればどな 「入会方法」をご覧下さい。
たでも入会できますが、日
造協会員企業の社員、また
は日造協が行っている資格
（街路樹剪定士・植栽基盤
診断士・登録造園基幹技能 【活用状況】

注機関で総合評価の加点対
研修（造園施工管理技士の

整 備 歩 掛 りのま

剪定マニュアル

象になっており、それぞれ
合格率アップなど）③公益

とめなどについて意

ついて。

の年会費から１０００円割

必要な単位数が異なるので
活動（社会貢献しながら実

見が交わされた。

すでに国土交通省の各地

り引いた１５００円／人で

注意が必要です。

益に結びつく全国造園フェ

（４月 日㈮）

者）をお持ちの方は、通常

会員になれます。

今後ますます活用される

スティバルの実施計画）に

① 日造協会員企業に所

ことが期待されています。

ります。届いていない場合

九州総支部
九州緑化協議会の「第

回緑化懇談会」が、３月８

のではないかと危惧してい

について、
「植栽基盤診断

れ、
「地域と一体となって

頂戴した数々の知恵を生か

国土交通省九州地方整備局

るが、環境の時代といわれ

士による植栽地盤の調査診

また、意見交換では佐賀

から中島正人建政部長をは

る 世紀こそ、私ども緑に

議会から、
「道路高架下の

じめ、企画部、建政部、河

日㈪、福岡市で開催され、 中、今後も低落傾向が続く

30

14

体となって経営の健全化、 都市公園制度』活用アイデ
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務所長の 名、九州緑化協
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・総務委員会（全国）
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人材育成、技術力の向上に

第 28 回緑化懇談会の様子
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２
都市緑化・ＣＯ 吸
収の取り組み等を紹介

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します
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九州地方整備局との 「緑化懇談会 」を開催

協
協 会
会
だより
だより
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議会からは、構成団体の日
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