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日造協は、平成 年度第 回全国造園デザインコ
ンクール表彰式を２月５日、東京都千代田区麹町の
弘済会館で開催した。当日は、文部科学省、国土交
通省からご来賓をお迎えし、入選から特に優れた作
品が選ばれる特別賞の受賞者や審査委員の方々、学

農業高等学校長協会、㈳日

科学省、国土交通省、全国

育研究協議会の共催、文部

協会、全国高等学校造園教

ドスケープコンサルタンツ

園建設業協会主催、㈳ラン

コンクールは、㈳日本造

たに設けられた審査委員長

れた特別賞では、今年度新

また、入選からさらに選ば

入選 点、
佳作 点が入賞。

品の応募があり、
このうち、

学生）の合わせて３４７作

実習作品部門（高校生・大

園部門、公共的空間部門、

で、住宅庭園部門、街区公

総支部長等会議を開催 ６案件を審議

公益法人制度改革検討状況など議論

本造園学会、ＮＨＫの後援

益」などについて、活発な

意見、質疑が交わされ、現

在、日造協が行っている事

業をベースにして、新法へ

の適合性と有効性の検討を

動方針の６案件を審議した

域リーダーズ（仮称）の活

が行われた。

会視察ツアーの５つの報告

を踏まえ、作業を進めてい

部長合同会議などでの意見

行い、理事会、総支部・支
総支部長等会議を２月

ほか、①日造協本部の活動
検討状況、②日造協創立

会開催、③道路植栽管理工

状況、②総支部・支部交流

プロジェクトチームから現

ら経緯等、新法人移行検討

討状況について、事務局か

の後、公益法人制度改革検

ワークの活用などを念頭に

の所掌として、情報ネット

名として決定。事業委員会

ズについては、仮称を正式

そのほか、地域リーダー

くこととした。

日、日造協本部会議室で開

周年記念事業、③平成 年

事又は道路植栽管理業務を

状把握と問題点などにつ

会議では藤巻会長の挨拶

催し、①公益法人制度改革

年度
「技術情報共有発表会」 取り巻く状況、④第 回全

須坂園芸高等学校が受賞

う文部科学大臣賞を長野県

して、高等学校を対象に行

今回も優れた教育指導と

された審査委員の方々に御

の方々、多数の作品を選考

司郎日造協会長が「応募者

れた。表彰式は冒頭、藤巻

特別賞を含め７作品が選ば

学省初等中等教育局児童生

次いで、添野龍雄文部科

拶。

協力をお願いしたい」と挨

スティバル」の今後、⑥地

での発表、
⑤
「全国造園フェ

力したい」
。梛野良明国土

い造園教育ができるよう努

定も行われており、より良

れる。現在、指導要領の改

なく、様々な知識が求めら

化する生き物を扱うだけで

受賞者、⑤台北国際花博覧

国造園デザインコンクール

に優る応募を期待したい」 郎千葉大学園芸学部教授

ドスケープだ。来年も今年

い。これに応えるのがラン

を求める国民の期待は大き

長が、
「みどり豊かな環境

園緑地・景観課緑地環境室

いての説明。
「一般」
「公

に、審査委員長の藤井英二

ドバイスが述べられ、最後

催。会場からは、質問やア

賞者による作品発表を開

一昨年から実施している受

活動していくこととした。

度予算の執行等、④平成

し、６年連続の快挙となっ

徒課産業教育振興室教科調
コンクールへの応募は、 係 各 位 に、 今 後 と も コ ン

交通省都市・地域整備局公

と述べられた。

た。

置づけにおいて造園は、変

と聞きます。

このたびは、冒険遊び場を切り口に公園

る造園家を目指し、管理の対象としてだけ

日造協でも、
全国造園フェスティバル等、 でなく、私たちの周りにある公園がどのよ

正 本

大

しょうか。

た。
（２・３面に審査講評）

巻司郎日造協会長、喪主は

は、かねてより病気療養中

任。平成６年日造協理事、

㈱富士植木代表取締役に就

成家次男氏は、平成５年

通夜・告別式は、２月

日、 日、東京都港区芝公

年建設大臣表彰、平成

７年建設大臣感謝状、平成

年黄綬褒章を受章。一造会

に尽力された。

造園業界の発展

造 協 を は じ め、

要職を歴任。日

会長等、業界の

園緑化業協会副

長、㈳東京都造

士の会）初代会

行われた。葬儀委員長は藤 （全国一級造園施工管理技

園の増上寺「光摂殿」にて

平成 年会長に就任。平成

のところ、２月 日、午後

年 歳）
。

５時９分、
ご逝去された
（享

富士植木代表取締役社長） 御令室の成家和子様。

元会長・成家次男氏（㈱

日造協・造園業界の発展に尽力

成家次男 元会長急逝

その後、特別賞の授与、

クールの実施にあたり、ご
一般から、大学、高校生ま

の立場からすれば、責任の持てる範疇の施 が利用者にも不可欠となってきます。
現在、 て、整備当初想定した理想に沿わない状況

に基づき、自然な素材を活用しながら、手 スク管理を行うことは必然です。私どもが ダーの存在や運営するための地域の協力、

幼少時代に創造力を伸ばすフィールドで

ところもあります。

冒険遊び場（プレーパーク）は、デンマ 作りの遊びが出来ること等の要件が根底に 普段現場で行っている安全管理に共通する 資金等課題を抱えている場所も少なくない について書きました。地域にとって頼られ

かつては空き地があちこちにあり、公園

ークの造園家ソーレンセン教授によって提 あります。
唱された「廃材遊び場」から始まったもの

とされています。以降、様々に人の手によ がなくとも冒険遊び場は沢山ありました。 の体験は欠かせないと考えます。ましてや 市民とつながりを持つボランティア活動が うに機能し、ニーズが変化しているかを今

レ

ってデザインされ、１９５０年代以降欧米 木登り、廃材での基地作りなど誰しも経験 擬似体験ができるソフトが氾濫する時代に 進められるようになってきました。造園家 一度見つめてみる必要があるのではないで
プ

日造協理事、みずえ緑地㈱

冒険遊び場に思う市民と造園家のつながり

を中心に広がりを見せ、１９７０年代半

ばには日本にもその考え方が導入されま
した。

国内で世田谷区羽根木公園にて１９７９
年に設置されたのが冒険遊び場としては最

初です。１９９０年代以降全国でも実施箇 したことでしょう。高度成長期以降、社会 おいて、本物の体験こそが日本の子どもた は公園と長年付き合う中で、楽しみや課題

造園の範疇は緑化に特化することのみな

所が増え、現在２６７箇所あります。
（Ｎ 資本整備が充実すると共に、行政の役割分 ちにとって必要であると強く意識されま 等様々なことを知っていると思います。
ＰＯ法人日本冒険遊び場づくり協会調べ） 担や責任の所在について明確にされてきま す。

が、総括、講評を述べられ

査官が、
「文部科学省の位

37

校関係者、応募者などに参加いただいた。

で実施しているもの。

14

礼申し上げるとともに、関

10

40

37

冒険遊び場は、子どもたちの自由な発想 設を設置しそれを利用してもらうことでリ 冒険遊び場の運営にあたって、プレーリー も見受けられることもあります。

ます。

18

22

23

22

子どもたちが自由発想でのびのびと遊び らず、常にその先には人々との暮らしに大

12

６年連続受賞

制約の中で子どもたちは利用をしており、 を展開していくには、リスク管理体制や公 きく関わりがあります。これまでに多くの

25

文部科学大臣賞に
長野県須坂園芸高等学校

広島市内では、１箇所ありますが、まだま した。そのため、現在の公園では、様々な
だ知られておりません。広島市では平成

20

20

第 37 回 全国造園デザインコンクール

レーパーク）
」普及の取組が進められてい 行いにくい状況にあります。当然、管理者 求められます。また、自己責任で遊ぶ意識 た。社会・住環境の変化や地域性等によっ

11

76

26

受賞者、審査委員の方々など、関係者による記念撮影

年度から官民共同による「冒険遊び場（プ 以前は当たり前だった自由な発想や体験を 園利用のニーズを今一度考えてみることが 公園・街路樹等が整備・管理されてきまし

22

2,3 面 特集 第 37 回 全国造園デザインコンクール
入選 18 作品、審査講評紹介
3 面 【学会の目・眼・芽】第 21 回 渡邉綱男氏
COP10 の成果と今後の展開方向
4 面 【協会だより】九州総支部、関東・甲信総支部、北海道総支部ほか
【緑滴】我が家の借景から思うこと 丸山昌己
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■藤井英二郎委員長（千葉

回造園デザインコ

大学園芸学部教授）
第
ン ク ー ル に は、 全 国 か ら

３４７件の応募がありまし

工夫が。雨水をバイオシス

謝申し上げます。

る姿勢が窺われました。

高校生部門では、複数の

作品を応募していただいて

いる常連校が数校あります

が、先生方のご指導の賜物

今後このような学校が少

と感謝しております。

しでも増えることを期待し

て お り ま す。 作 品 の 内 容

は、高校生らしい夢のある

もの、詳細にこだわったも

の、環境に配慮したもの等

が目に付きました。

来年度も、高校生らしい

フレッシュな感覚と設計主

旨にこだわった作品が寄せ

られることを願っておりま

す。

■前澤洋一委員（㈳ランド

スケープコンサルタンツ協

会業務担当理事）

今回も３４７点に及ぶ多

計条件に対する理解が十分

公共的空間部門における設

作品の制作者は、須坂園芸

㈳日本造園学会長賞の受賞

新たな技術開発に資する

や、灌水に利用するという

供 給 し、 ま た 庭 の 打 ち 水

ＡＤ図面のレベルが高くな

また、例年に比して、Ｃ

光利用
（ソーラーシステム） わった作品が多くなってき

る作品を授賞対象とした、 のだ。夜の庭灯りには太陽

最も独創性や先進性を有す

が仕組まれている。

りました。しっかりとした

盛り込み、細部にまでこだ

重要なテーマをデザインに

や「環境」など身近でかつ

解と関心が拡大してきてい

多く、公共空間に関する理

分理解し掘り下げた作品が

すべき役割や位置付けを十

は、高校生・大学生ともに

ました。とりわけ街区公園

門とも大変な力作が目立ち

■鈴木誠委員（㈳日本造園

地景観課緑地環境室長）

でない作品が散見されたこ

コンセプトの基にデザイン

頂きましたが、住宅庭園部

本年も多くの素晴らしい

とは、今後工夫の余地があ

こと。その実現にはいずれ

「家族が快適に過ごす庭」 デアを出すこと。夢をもつ

高校２年生だった。

技術が、そして社会が追い

だきたいと思います。

す。

作品、楽しい作品を審査す

るものと思います。

と題された作品名には住宅

術、そこでは芸術的なセン

また実際に形にする上で

る機会が得られたことを光

そのような中で国土交通

庭園の基本が謳われてい

た。昨年よりわずかに減っ

京農業大学短期大学から特

も、形となったものを維持

栄に思います。大学生や高

大臣賞を受賞した長野県須

作品については、
「エコ」 数の作品応募があり、各部

農学関連大学に加えて工業

に優れた成果がありました

し、育て上げる上でもいろ

校生をはじめとする応募さ

坂園芸高校の野口惠理さん

テムでろ過して壁泉と池に

高校、工業大学からも応募

ので、審査委員長特別賞を

いろな知識と技術が必要で

れた皆様、そしてご指導さ

学会理事）

があり、応募範囲の広がり

授与することに致しまし

す。それらをバランス良く

れた教育関係の皆様に対

るように感じました。

門における居住者の視点に

として注目されるところで

た。高校生の実習の目標に

身に付けることにより、す

され、なおかつ細かい配慮

対する配慮、
街区公園部門、

す。

していただければと思いま

ばらしい図面を作り上げる

つくものと考えよう。

■梛野良明委員（国土交通

昨年の表彰式で住宅庭園

す。

る。住まう人本位のデザイ

省都市・地域整備局公園緑

部門に比べて見劣りする街

■添野龍雄委員（文部科学

し、
心から敬意を表します。 の作品は、設計条件を良く

スや植物材料はじめ多くの

区公園デザインに対して期

ことができると思います。

たくさん拝見することがで

今年もすばらしい作品を

が、須坂園芸高校の皆さん

年連続の受賞となります

させていただきました。６

長野県須坂園芸高等学校と

も入賞数が群を抜いていた

の見え方、連続性などにも

園部門において、外部から

興味深かったのは、住宅庭

高まる中、昨年に続き、環

環境問題に対する関心が

デザインし、人々の生活に

造園は、何もない空間を

かったのが印象的でした。 今後のますますのご活躍を

境をテーマにした作品が多

潤いを与える仕事です。来

らしい作品でありました。 着きのある和風の庭に、独

施工材料にも配慮した素晴

理解し、壁面緑化の提案や

居室からも見え隠れする

意思表示だろう。一見落ち

ンからは外れない、という

校から２２０点の作品の応

事長）

学校造園教育研究協議会理

■土
金徳治委員（全国高等
、

がなされていました。

ランドスケープコンサル

もコミュニティの中で果た

応募数が増加し、内容的に

待を述べましたが、今年は

省初等中等教育局児童生徒

文部科学大臣賞は今年度

きました。応募していただ

には今後もより一層のレベ

配意した作品が見られたこ

募がありました。工業高校

ました。

太陽光発電、風力発電、雨

課産業教育振興室教科調査

さらには世代間交流を促す

いた皆さんに感謝するとと

ルアップを図っていただく

セントともなる家庭菜園。 や普通高校からの応募もあ

ブドウ棚、庭の景色のアク

り、
大変うれしく思います。 も若干減少しましたが、各

創性・先進性を感じさせる

作品をご応募いただきあり

本年も多くの素晴らしい

思います。

ンスケールにかなった、バ

シンプルながらもヒューマ

ランスのとれた平面・立面

通用するほどの優れたプレ

の空間構成、また一般にも

昨年度と比較すると、全

ゼンテーション力が高く評

･

校とも熱心に取り組んでい

今回残念ながら受賞さ

価されました。

体的に応募校 応募作品と

理事長）

学校造園教育研究協議会副

に応募していただければと 「遊歩園」が選ばれました。
隠し味（庭のインフラスト

■鈴木一志委員（全国高等

今回高校生の部では、

がとうございます。
た。

ラクチャ）が込められてい

タンツ協会長賞には、王芸

デザインなど、今日の環境

もに、御指導いただいた先

年も多くの方が、夢を与え

各校の熱心な取り組みに感

潔さんの街区公園の作品

や社会が抱える課題をしっ

生方にお礼申し上げます。

とです。このコンクールの

てくれるような楽しい作品

天からの恵み「雨水」を利

今後とも、ＣＡＤ学習の

かり受け止めたデザインが

とともに、そのほかの学校

技術的深化がうかがえる例

用する壁泉と池には隠れた

成果として、本コンクール

みられました。

造園というのは農業の一

の皆さんも目標を定めて取

を応募されることを期待し

培活動も可能なデザイン、

こうした優れたデザイン

分野ですが、非常に広範な

ます。

お祈りいたします。

がより多くの高等学校から

と思います。
一方、昨年も述べさせて

内容を受け持っています。 り組み、一つでも多くの作
品を仕上げ、応募していた
ビジョンを図面にする技

若いうちから斬新なアイ

水活用などのエコロジカル

官）

素材に関する知識も必要で

㈳ランドスケープコンサルタンツ協会長賞 王 芸潔 兵庫県立大学大学院（大学生の部・街区公園部門）

デザインや、稲や野菜の栽

回、大学生の実習部門で東

㈳日本造園建設業協会長賞 木藤美知香 長野県須坂園芸高等学校（高校生の部・街区公園部門）

たものの、
従前の農業高校、 体との連携も重要です。今

えて地域の造園会社、自治

長野県須坂園芸高等学校（高校生の部・住宅庭園部門）
加藤春実
㈳日本造園学会長賞

長野県須坂園芸高等学校（高校生の部・公共的空間部門）
野口惠理
国土交通大臣賞

提案されるようになるため

広がりに注目
には、造園好きの先生に加
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のオアシス空間」を選出し

ンに分かれ、広く利用者に

らぎゾーン」の３つのゾー

れを中心にした「水のせせ

す。今後も多くの応募をお

努力に対して感謝いたしま

はみられましたが、個々の

※ 入 選 作 品 等 は、 日 造 協

おります。

活躍されることを期待して

当作品は、香りの木々の

また、関係者の方々の永

生の部、街区公園部門の木

建設業協会長賞には、高校

その中から、㈳日本造園

かな開発の両立を目指して自然と調和した持続可能

書」が最後の最後に採択されました。さらに保全と豊

アクセスと利益配分（ＡＢＳ）に関する「名古屋議定

新しい世界目標としての「愛知目標」や遺伝資源への

ていただきました。

ＣＯＰ の成果を受けて、日本の新しい自然環境行政を

）
。
www.jalc.or.jp

ホームページでも公開して

全国から寄せられた、高

年にわたる熱意とご努力に

藤美知香さん（長野県須坂

します。

若者が造園業界において、 います（

願いするとともに、多くの

全体的に作品のレベル差

親しまれる作品でした。

ました。

「散策ゾーン」
、芝生広場の
「陽だまり広場ゾーン」
、流

学会の目・眼・芽

校生、大学生、若手造園家

ルタンツ協会長賞を受賞し

心から敬意を表します。

㈳ランドスケープコンサ

切り開いていくことが必要です。愛知目標の２０５０年の

長期ビジョンには、日本提案も受けて「人と自然の共生す

ンと の個別目標が設けられました。この愛知目標を受け

）が開催されました。１８０の締約国や国際機関、ＮＧ た生物多様性国家戦略を２０１２年秋までに関係府省と共

とも呼ばれた生物多様性条約第 回締約国会議（ＣＯＰ

画設計の仕事に就きたいと

ブースにおよそ 万人の方が訪れました。日本造園学

新しい時代の開拓に

た兵庫県立大学大学院の王

■卯之原昇委員（㈳日本造

会議では、主要な議題であった生物多様性に関する

SATOYAMA

イニシアティブの取り組みをはじめ、数多くの重要な

決定を生み出すことができました。これは各国が意見

の違いを乗り越えて地球益のために歩み寄った結果

といえます。同時に政府以外にも、自治体、ＮＧＯ、

企業、研究者、議員、ユース、国際機関など多様なセ

クターの貢献があったことも成功の大きな要因とな
りました。

造園分野の産業、学術、行政の関係者の皆さんに

もＣＯＰ と国際生物多様性年に対して様々な形で

ご支援、ご協力いた

だ き、 本 当 に あ り

がとうございました。日

今回の改定では、１００年計画で人と自然のバランスを

取り戻し自然と共生する世界を実現していくために、

標に関する日本政府提案

本造園学会からは愛知目

総会でなされました。ＣＯＰ の成果を実現するための国

て、
「国連生物多様性の 年」とする決定が昨年末の国連

体となって愛知目標を達成していくための重点期間とし

今年２０１１年からの 年間を国際社会、市民社会が一

ティブに対して学術の観

イニシア
SATOYAMA

や国連大学と環境省が共

しつつある地域戦略との連携も大切です。

とが求められています。現在、自治体が積極的に策定

続的で最適な形で享受できる社会を創り出していくこ

カルな国土管理を通じて、多様な生態系サービスを持

ことが重要です。生態系の仕組みを活かしたエコロジ

なく都市や農村も含めた国土環境の再生を進めていく

国土の生態系ネットワークを強化すべく、奥山だけで

この転換点を超えないように生態系の回復力を高め、

ングポイント）に近づいているとの指摘があります。

がこれ以上悪化すると元に戻れない転換点（ティッピ

暖化の影響が顕在化してきたことを考えると、生態系

の危機）
、外来種の影響（第３の危機）に加えて、温

十分な管理、手入れができないことによる影響（第２

開発など人間活動の影響（第１の危機）
、里山などで

生物多様性の総合評価（ＪＢＯ）で示されたように、

かせません。

と消費のあり方についてあわせて考えていくことが欠

農村のあり方、海外の自然資源に多くを依存する生産

人口減少が進むなかでの国土の利用のあり方、都市と

マップを示すことが大きなテーマです。その際、今後、

性の目標像を描くと同時にそこに至る具体的なロード

２０２０年、２０５０年に目指すべき国土の生物多様

COP10 の成果と今後の展開方向

会議場内で約３５０の関連サイドイベントが開かれたほ

も、豊かな発想や瑞々しい

話しておられました。日本

か、会議場隣接地で実施された生物多様性交流フェア

い作品が多数応募され、特
感性に彩られた作品が数多

ではＮＧＯや関係団体、自治体、政府機関などの展示

れなかった方々も含
に、実習作品の充実に目を

大学生 校１２２名、 会のＣＯＰ 学生会議も半年以上にわたって議論を
で学んだことを生かして、 ５名、

今回も多くの応募（一般

め、参加された全て
くあり、大変刺激を受けま

貢献されんことを期
の方々の生き生きとした作

芸潔さんは、この春に大学

重ねてきた成果を展示ブースで発信しました。

待します。
品を拝見し、造園を志した

院修了後、ゆくゆくは中国

高校生 校２２０名）をし

■村岡政子委員（㈳
頃の新鮮な感覚が蘇ってく

母国でのご活躍を祈念いた

ランドスケープコン

な土地利用や資源利用の実践を進める

した。

サルタンツ協会監事） るように感じました。入選

園芸高等学校）の「街の中

12

園建設業協会技術副委員

10

へ戻り、ランドスケープ計

今年も、素晴らし

20

Ｏなど合わせて１３０００人を超える方が参加しました。 同で策定していく予定です。

10

見張りました。

全国高等学校造園教育研究協議会長賞 落合由美子
長野県須坂園芸高等学校（高校生の部・実習作品部門）

の皆様が、造園界で

全国高等学校造園教育研究協議会長賞 吉田 健
広島県立西条農業高等学校（高校生の部・住宅庭園部門）

されなかった作品の中に

15

10

が掲げられ、
そのもとに２０２０年までのミッショ
昨年 月に愛知県名古屋市で「国連地球生きもの会議」 る世界」
10

10
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第 37 回 全国造園デザ
特集

第 21 回

点から貴重なご提案をい

10

長）

10

同で準備を進めてきた

名古屋議定書採択の瞬間

ただいたところです。

協力をどうぞよろしくお願いいたします。

（㈳日本造園学会理事・環境省自然環境局長）

渡邉 綱男

内、国際両面からの取り組みの展開に向けて、皆さまのご

10

審査委員長特別賞 飯野 英美里
東京農業大学短期大学部（大学生の部・実習作品部門）
岩野 紗也加 埼玉県立熊谷農業高等学校
（高校生の部・実習作品部門）
入選
野々口 貴文 京都府立農芸高等学校
（高校生の部・実習作品部門）
入選

東 幹久 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・街区公園部門）
入選
樋口 翔子 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・公共的空間部門）
入選

太田 涼子 山口県立宇部西高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選
久賀 瞳 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・街区公園部門）
入選

坂田 由里香 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選
野村 香奈 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選

10

入選 久世 安樹 ＮＡＹＡ設計室
（一般の部・住宅庭園部門）
市川 裕子 Ｅ＆Ｇアカデミー東京校
（大学生の部・住宅庭園部門）
入選
入選 田中 秀樹 日本大学
（大学生の部・公共的空間部門）
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応募範囲の

路の維持管理についての現
状報告や住民を巻き込んだ
緑の保全の必要性などが提
起されたほか、地域に密着

九州総支部長、佐々木吉和

九州総支部は２月４日、 名が出席。冒頭、木上正貢
常の防災協定ではなく、防

の〝口蹄疫〟を踏まえ、通

全国展開の必要性、宮崎県

名刺交換が行われ、
〝夢物

委員会等の活動

地域リーダーズ会合
今後の活動方針について
話し合い、各地の情報を共

活性 化を推進していくと

４㈮・九州総支部交流会

３㈭・運営会議

【２月】

全国造園フェスティバル

ともに、事業領域の拡大や

事業委員会公益活動部会

のアンケート結果をもとに

充実を図り、造園建設業界

ジェクト会議

有し地域や造園建設業界の

審議し、今後も開催すると

以外とのネットワークも構

・新法人移行検討プロ

いう部会案が決まった。

５㈯・第 回全国造園デザ
（２月 日）

総務委員会財務部会

とした。

築することにつなげること

また、市民やマスコミと

（２月 日）

の接点作りについて検討し
た。

日造協賛助会員の紹介
大日本プラスチックス㈱

大日本プラスチックス㈱

は１９５６年創業以来、生

活・土木・産業等の多岐に

わたる分野でプラスチック

製品を提供し続けてきまし

た。そして、２００８年よ

り、タキロングループの一

員として新たなスタートを

ペブルベースは、再生プ

切っています。
インコンクール表彰式

ラスチックを１００％使用

８㈫・総務委員会財務部会

１㈫・新法人移行検討プロ

【３月】

協議会

・基幹技能者制度推進

ック編集委員会

㈭・街路樹剪定ハンドブ

部会

㈬・事業委員会公益活動

定委員会

材で、エコマークを取得し

した緑化駐車場用芝生保護

・沖縄国際洋蘭博覧会
表彰式

９㈬・関東・甲信総支部交

７㈪・総務委員会広報部会
況、および収支決算見込を

年度収支執行状

報告し、収支予算補正につ

平成

資格活用の方策、会員の

事業委員会教育 ・研修部会

㈭・

AIPH Antalya Expo

（トルコ）実現性確認

の た め の査 察（ 和 田

国際委員長）～ ㈫

㈮・事業委員会教育・研

修部会

・北海道総支部交流会

㈫・造園施工管理技術検

新潟県は広い。豊かな自然資源が

振興会セミナー

㈬・造園・環境緑化産業

ジェクト会議

㈫・新法人移行検討プロ

㈪・総支部長等会議

㈭・地域リーダーズ会合

流会

ための各種研修・造園技術

総務委員会広報部会

広報日造協３月号～５月
号、日造協創立 周年記念

新法人移行検討プロジェクト会議

新定款案の作成に向けて

事業、パンフレットなどに
（２月 日） ついて審議した。
（２月７日）

記載事項のチェック等を
行った。

分の会社からの帰宅途中に遭難す

ジェクト会議

３㈭・運営会議

ある。
借景出来る場所だらけである。

残念なことにその立地があるのに上

４㈮・中国総支部交流会

るのではないかと思うことしばしば
誇れることがある。
出世はしない、 である。昨年の冬に遭難車？が何台

手く活用されていない。海岸線の松

７㈪・総務委員会広報部会

我が家の借景から思うこと

も続出した農道の傍なのである。ま

林をはじめとして手を入れられてい

お金は無い、メタボの典型の３重苦

あこの位のリスクが無いと人に恨ま

ながらも我が家には素晴らしい借景

８㈫・新法人移行検討プロ

の稲穂が輝き、
冬は白鳥が飛来する。 い。どんなに利用しても無料だ。も

の地点より花火が上り、秋は黄金色

し仮にこの借景を力ずくで作ったと

る。こういった事業の継続を要望す

の奮闘ぶりには頭が下がる思いであ

昨夏の猛暑の中で短期雇用者の方々

松林が爽快なものに変化してきた。

㈭・四国総支部交流会

・資格制度検討会議

９㈬・事業委員会（全国）

ジェクト会議

ない森林、雑草だらけの道路によっ

れる。

て宝をどこかに隠している。ところ

が近年雇用対策事業によって草刈が

各所で行われるようになってきた。

どんな田舎と思われてしまうが、こ

しても１兆円を下ることはないだろ

ることにより、その方々を長期にわ

借景には基本的に料金は発生しな

がある。新潟県の越後平野に位置し
北西方向に弥彦山、角田山を望みそ
の間に豊かな水田を配置し幅約３ｍ
の小川が流れる。春は隣の河川公園

れでも新潟県庁まで車で 分圏内で

う。だから自分はアラブの大富豪よ

たって雇用し借景出来る場所を増や

恐怖感を覚えるくらいの海岸道路の

ある。この景観に惚れて居を構えた

りも贅沢な暮しをしていると思うこ

の桜が咲き乱れ、夏は眼前２００ｍ

わけだが、唯一つ欠点があった。冬

すことも我々の使命の一つなのだと
に整備しておかないとその価値は激

思うのであった。

の北西季節風の強さを侮っていた。 とにしている。だが借手側もきれい
もともと小心者なのだが地震かと思

丸山昌己（北越農事㈱）

た環境にやさしいリサイク

ル製品です。特殊リブ構造

の支持脚が点で車両荷重を

％と高く、工場緑地の増

支えるため緑化可能率が

｢

㈫・沖縄総支部交流会

・理事会

㈮・総支部長等会議

研修会 （大阪）～ ㈬

・街路樹剪定士指導員

㈫・中部総支部交流会

㈯・北陸総支部交流会

㈮・運営会議

講習委員会

・登録造園基幹技能者

㈬・総務委員会（全国）

ンクール運営会議

㈫・全国造園デザインコ

務合同部会

㈪・総務委員会企画・財

・建設系ＣＰＤ協議会

☎０３・５４６３・８５０１

土木産業資材営業部

……………………

す。

を目指し、社会に貢献しま

にやさしい ものづくり

チック技術を活かし、環境

キロングループのプラス

対策に最適です。今後もタ

加、ヒートアイランド現象

94

総支部・本部との交流会を各地で開催
住民を巻き込んだ緑の保全など提起
した活動から造園の新たな
可能性を追求すべき、ＬＩ

福岡市博多区のホテルレガ
副会長が挨拶。次いで、本
疫も考え、造園にできるこ

九州総支部

ロ福岡で、本部との交流会
部の活動状況について、野

出された。

事業、道路維持管理工事、 北海道総支部の現状を高橋
都市緑化フェア、都市緑化
道路維持管理工事につい

が行われ、有意義な機会と

弘済会館で、
「夢物語交歓

講演では、ＪＦＡの校庭

語交歓〟の場となった。

37

Ｄ・芝生化など緑化事例の

を開催した。
とを中心に協定締結に取り

なった。参加者からは、道
動状況の説明をいただき、

組むことが必要との意見が

策の提案や、日造協 周年

明をいただき、意見交換と

交流会には、県支部長、 村徹郎技術調査部長より説
総支部委員長、県支部事務
局長、福岡県支部幹事ら

剪定士指導員の緩和策など提案

関東・甲信総支部
活動費について、活発な意
て、 道 路 特 定 財 源 が な く

勲事務局長が報告した。
者のＣＰＤ単位取得方法に いて審議した。
（２月８日）
その後の質疑応答では、 ついて検討した。
（２月 日）

会員企業の者に限定されて
見が出され、交流が図られ

士指導員について、現在、 の啓発活動の必要性、地方

９日、東京都渋谷区の勤労
いるが、退職後も活躍でき

関東・甲信総支部は２月
福祉会館で、関東・甲信総
た。

本部から梅川真澄事業委員

なった。

明常任顧問より、本部の活

とした話題提供をいただ

ど、今回はスポーツを中心

長が挨拶。次いで、高梨雅

行われ、笹本知総支部長、 ついて、積極的な意見交換

の国営公園への誘導などに

イヌ文化・歴史公園（仮称）

公益法人制度改革、国営ア

減、
経費削減対策を中心に、

なったことによる発注激

る人材を起用するなど緩和

北海道総支部は２月

北海道総支部

道路維持管理や国営公園誘導など議論

支部交流会を開催した。交
流会には、本部、総支部、

支部の関係者ら約 名が参

加し、加勢充晴関東・甲信
拶の後、高梨雅明常任顧問
日、札幌市内で、北海道総

総支部長、藤巻司郎会長挨

が本部の活動状況を説明さ
支部交流会を行った。
交流会は 名が参加して

れ、質疑応答となった。
会場からは、街路樹剪定

造園・環境緑化産業振興会「夢物語交歓会」開催
日造協など造園関連６団
会」を開催した（写真）
。

可能性」
と題して講演した。 き、未来を展望。その後、

体で構成する「造園・環境

緑化に関する取り組みな

緑化産業の未来を展望す

２０１６年花博の候補地選定に助言

交歓会は、
「造園・環境

緑化産業振興会」は２月
日、東京都千代田区麹町の

る」をサブタイトルに、根
本敦史氏（㈶日本サッカー

とマーケティング委員長で

ＡＩＰＨ会長らと会場査察
日にかけ

ある日造協和田副会長が現

日～

て、２０１６年にトルコ共

地に赴き博覧会のテーマで
代のためのグリーンライ

A ある「子供と花：将来の世

和国・アンタルヤで開催さ

２月

10

減する。

23

23

23

うくらい家が揺れる。吹雪の中徒歩

㈭・造園・環境緑化産業

振興会事務局会議

平成 年度「技術情報共有発表会」

４月 日 鹿児島で開催へ

平成 年度の技術情報共有発表会を全国都市緑化かご

28

協会プレジデンツ・ヘッド
ク オ ー タ ー ズ ） が「 日 本
サッカー協会の推進する校
庭緑化・ＪＦＡグリーンプ
ロジェクト」
、
眞壁潔氏（㈱

れる Ａ１国際園芸博覧会「

フ」にふさわしい２候補地

湘南ベルマーレ代表取締

の選定に助言を行った。

」の実現性確認
ntalya Expo

役）が「欧州スポーツクラ

ＡＩＰＨ会長、事務局長

23

40

のため会場査察を行った。

しまフェア開催期間中の４月 日㈭、 時～ 時、鹿児

たします。皆様の参加をお待ちしております。

詳細は、随時【日造協メールニュース】等でご案内い

流会も実施します。

島市内の鹿児島東急インで開催します。発表会の後、交
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ブに学ぶ新しい公園利用の

13

20

31 29

28

19

16

15

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します
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