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日造協は、昨年の初開催に引き続き、今年も都市緑化月間中の 月６日から８

と緑で美しい日本を！」を

フェスティバルは、
「花

づくり、福岡県の警固公園

ワースタンドの製作・花壇

府の御池通沿道では、フラ

上・壁面緑化の展示、京都

紹介コーナーや『造園のし

催したほか、造園のしごと

を行っていることなどを紹

る緑いっぱいの環境づくり

ルのできる公園づくり」で

され、
全国から多数の公園・ つ。次いで、冬柴鐵三国土

が、人と人との結びつきが

キャスターの田中雅美さん

横 浜 大 学 教 授、 ス ポ ー ツ

化園・戸田川緑地では、屋

の花植え、愛知県の農業文

ロカルチャー体験教室を開

種の配布をはじめ、ハイド

日本公園緑地協会会長

淡路島の美しい自然の中で、
「自然と と緑のまちづくりが進んでいる。

ショーでは、こうしたガーデナーや

ギングバスケット、大型コンテナなど

の共生」
を体感しながら、「まちづくり」

花や緑は、単にまちを飾り立てるも

が展示され、ガーデンショーを盛り上

教育内容は、２年間少数精鋭の「景

くり」を実践的に学んでいる。

え、技術、思いがあってこそ、美しい

自然生態を踏まえたきちんとした考

「県土づくり」
「国土づ のではない。そのまちの歴史や文化、
げ、サテライト会場の明石市立花と緑 「環境づくり」
の学習園でも、花と緑の展示が実施さ

ガーデンショー

まちづくりは人づくり

そして、造園芸のこうした技術の発

掛かるものなのである。

揮とともに、その手間や思いに対する

理解がなければ長くは続かない。専門

的な技術者だけではなく、こうした広

庭園緑化・帯広市）
、増田

泰男氏 （増田造園・足利

市）
、坂上信明氏 （昭和

造園土木・宝塚市）
、下地

報告では、緑の都市賞内

閣総理大臣賞を受賞した大

野城市の井本宗司市長が

園緑地課の小林昭課長が

交通省都市・地域整備局公

、国土
勇榮氏 （ダイユウ建設・ 「人と街と緑の共生」

宮古島市）の４氏が受賞し

た。

緑化コースリカレント

平成 年度秋の褒章受章

ガーデナーコースは、前期・後期の

と緑に関する意識の高まりを一過性の

５氏が黄綬褒章の栄に輝い

体的取り組みを進めていきたい。

近の動き」について講演を

また、
第 回緑の都市賞、 「公園緑地行政をめぐる最

第 回都市公園コンクール

年度

の表彰もあわせて行われ、 行った。

平成
ガーデンコンペの表彰式を開催し、兵

修）
」
、「まちづくりガーデナーコース」
、

者 が 決 定 し、 当 協 会 か ら

石原憲一郎

それ以上の「生きる力」として、私た サブテーマに実施され、明石公園に

市長賞などを授与。緑化セミナーは、 さらに「園芸療法課程」も設置され、 の心の鏡であり、観光振興をはじめと

庫県知事賞、兵庫県議会議長賞、明石

する経済効果にもつながっている。花

兵庫県立淡路景観園芸学校校長
花と緑のまちづくりセンター長

は、２００７ガーデンコンペ・ひょう

甲南大学教授の田中修先生による「花

▼齋藤悦郎 （アサヒグ

▼佐藤四郎 （日比谷ア

リーン工業社長・仙台市）

▼大場昭 （大場造園会

メニス会長・練馬区）

秋の褒章 当協会員５氏受章

ちに欠かせないパートナーであること

ごの公募作品が１７５点（コミュニ

と緑のふしぎ」についての講演が行わ

美しいまちなみは、その地域の人々

が、緑が失われた都市で発生するさま

ティーガーデン部門９点、寄せ植え部

た。

認定され、花いっぱい運動やガーデン

ら「まちづくりガーデナー」として にも伝わるよう、今後もさまざまな具

ものとせず、関心のなかった人々の心

19
１年間の課程を修了すると、県知事か

社会のニーズに応じた人材を養成。
門１４１点、ハンギング・壁掛け部門

こうした中、今回のガーデンショー

ざまな現象からも伺われる。

こうした兵庫県の花と緑のまちづく

れ、盛況となった。
また、企業、学校、過去のコンペで

点）展示された。
推進する「花と緑のまちづくりセン

りに対し、兵庫県立淡路景観園芸学校

は、花と緑のまちづくりの実践活動を

その後、
鼎談
「キャッチボー

は、大沢啓二㈳全国野球振

緑地関係者が集まった。

大会は冒頭、主催者を代

興会理事長、涌井史郎桐蔭

育てよう みどりの都

平成 年度「ひろげよう

国土交通大臣表彰 当協会から４氏

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」

介した。

ハイドロカルチャー体験

キャッチフレーズに、全国

では、コケ玉やハンギング

ごと』リーフレットを配布

に広がる会員が身近な公園

バスケット、寄せ植え体験

のもよう（板橋区立熱帯

や広場などで、さまざまな

な ど が 行 わ れ、 Ｎ Ｈ Ｋ の

環境植物館）

イベントなどを企画、豊か

ニュース報道など、さまざ

し、 公 園 や 街 路 樹 を つ く

な緑と美しいまちづくりを

まなマスコミでも紹介され

り、育て、心地よく暮らせ

推進するとともに、造園へ

日を中心に、全国約１４０カ所で、
「全国造園フェスティバル」を開催した。

の理解を得ることを目的と

た。
全国都道府県の中でも、

して開催しているもの。
こうした団体主催の全国

園緑地協会会長があいさ

市」全国大会が 月 日、 表して、山田勝巳㈳日本公

交通大臣（峰久幸義事務次

希薄になり、さまざまな問

東京・日比谷公会堂で開催

官代読）祝辞の後、都市緑

最も多くのイベントが行わ

化及び都市公園保全美化運

題が生まれる中、
「人々が

れた都内のイベントのう

動功労者国土交通大臣表彰

集う公園づくりを進め、心

連携による緑化イベントは

の授与式が行われ、当協会

ユニークな試みで、宮城県

の果たす役割も少なくない。淡路景観

のキャッチボールも」と呼

ち、板橋区立熱帯環境植物

レーションガーデン 点が、明石銀座

から、真鍋智紀氏 （真鍋

あいさつする山田勝巳

たことから、明石市で開催されるこ

園芸学校は、
「景観園芸」という新し ガーデナーが指導者となって地域で育

この「２００７ひょうごまちなみ

10

「 最 新 景観を保つことができる時間と手間の
最終日には、
商工会議所大ホールで、 観 園 芸 専 門 課 程 」 を は じ め、

見せるなど、県下での花と緑に関する

明石 」は、
「 花と
in

17

知事賞を受けた団体などのデモンスト

びかけた。

い概念を掲げ、平成 年４月に開校。 てた人々も多数参加され、〝確かな 〟花

の国営みちのく杜の湖畔公

30

通りや明石駅前などで展示され、駅構

館は 月６日に、花の苗や

10

内や駅周辺にも、ＰＲガーデン、ハン

園では花鉢の配布や親子で

19

ととなり、９月 日から 月７日にわ

マスコミ取材に対応する佐藤四郎・日造協会長（板橋区立熱帯環境植物館）

緑の文化創造」を開催テーマ、
「まち れた。

花いっぱい運動が大きな盛り上がりを

「のじぎく兵庫大会」を契機に、全県 識の高さが改めて示された。

昨年開催された
「のじぎく兵庫国体」 を上回る 万人を迎え、花と緑への意

たって実施され、来場者目標の 万人

10

なみを彩る新しい「和」の空間」を

11
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29

意識が高まっている。
兵庫県では、平成４年度から震災の
年を除き、毎年春に県庁周辺で「ま
ちなみガーデンショー」を開催して
きた。県民の花や緑への意識は、大
変な惨状となった震災でも衰えず、
むしろ盛んになったようにも思う。

全国大会開催

範に及ぶ人づくりが、美しいまちづく

27

19

北海道から沖縄まで、約 140 ヵ所で催事多彩に

花や緑には「癒し」の効果があるが、

10

（ 専 門 研 りに欠かせないのだ。

23
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全国造園フェスティバルを開催
ター」が兵庫県立明石公園内に誕生し

▼谷尾喜次 （谷尾樹楽

長・杉並区）

76

▼野村和夫 （カネマツ

園代表・鳥取県八頭町

65

緑化土木代表・長崎市）

65

63

63
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国土交通省公園緑地課と意見交換会を実施
総支部長・支部長合同会議を開催／【緑滴】
３面 【技術レポート № .29】
エコアースシステムによる校庭緑化の実現
４面 【総・支部だより】群馬県支部
造園・環境緑化産業振興会代表者会議を開催／
建設雇用改善推進の集い開催／【事務局の動き】

総支部長・支部長合同会議のもよう（ 月 日）
22

高松専門官、大森課長補佐
が出席され、
日造協からは、
佐藤会長、藤巻副会長、高
村副会長、五十嵐副会長、

から最近の公園緑地行政に
ついて、
・税収の減少による公共
工事の縮減の状況
・地方再建、税収格差の
解消に向けた公共投資の状

部」からは総合評価方式入

「中国総支部、広島県支

望があり、意見交換した。

か具体的に知りたいとの要

度技術点に反映されている

都道府県発注工事でどの程

価基準を設けているが、各

るため予算の確保、増額に

事業縮減の厳しい状況にあ

の緑化予算について、公共

「九州総支部」からは国

問題提起をされた。

るなど制度への提言を含め

とから、技術評価点を高め

を求める企業がなくなるこ

供があった。

２００９」に関する情報提

ザイカルチャー世界博覧会

ン」
、浜松市から「浜松モ

ドガーデンコンペディショ

産業部農林局から「ワール

福井静岡県支部長、静岡県

群馬フェア」
開催について、 フ ェ ア・ お と ぎ の 国 の 花

部長から来年の「都市緑化

回全国都市緑化ふなばし

アンデルセン公園」を視察

実施されている「ふなばし

平成 年度総支部長・支 「東北総支部、福島県支部」 方活動費の増額などについ
部長合同会議が 月 日㈪

で総支部単位でもう一度新

根幹にあたる資格であるの

入札発生状況は変わりな

るが、発注量激減のため低

ての制約が厳しくなってい

つづいて、望月千葉県支

がなされた。

行に対する活発な意見交換

会議では、日頃の業務遂

議官、千葉県知事（代理）
、

どい」が小川国土交通省審

部が主催する「花と緑のつ

に開催された。

る ―― な ど 短 時 間 の う ち

大きいので、地方整備局、

裁量によっているところが

ます。そんな環境の中で身近なビー です。

我々が子孫に残すものは、開発と

く姿を目の当たりにしています。こ 称して建て続けられている超高層ビ

そろそろ目を覚ます時なのかもし チ 砂
(浜 が
) 侵食され消滅してい
れません。

した。

札制度への要望がなされ

つながる方策、手法を如何

的な助成金制度や税の優遇

しい形で再開してみてはど

部長から「都市緑化ふなば

に有意義な意見交換ができ

その翌日は全員で「第

にとってはどのような懸念

善と取られる恐れがある。 設 計 施 工 分 離 方 式 が 造 園

た。

グラム推進の状況 ・高村

ふなばし」が
in

ての要望があった。

た。造園業界の発注規模は

に展開するか意見がだされ

制度について、その申請方

うかとの意見が出された。 い。現況を仕方ないと判断

しフェア」
、山田群馬県支

関東甲信総支部、千葉県支

減される大変厳しい状況の
法などのリストの作成に関

すれば、努力して良い品質

総合評価方式の導入や評価

があるかも検討すべきであ

副会長より造園業界連携の

活動

項目等は地方整備局ごとに

年度以降の低入札につい

中、
「緑の景観・環境の実
し要望があった。

また、品確法で技術者の評

受験対策講座は、日造協の

現を目指して」事業を進め
「北陸総支部」からは地

・造園業界の状況と要望

らは造園建設業に対する公

ていくのでご協力よろしく

る。公園緑地行政や今後の

・藤巻副会長よりＶＩＳ

川審議官から「公共事業は

発注事務所ごとに要望活動

フェスタ

から、公共事業労務費調査
「近畿総支部、大阪府支

ほとんどが簡易型で技術評

総支部長・支部長合同会議

の造園工の取り扱いなどに
部」からは国家資格である

価配点も 点前後である。 た。

日頃の業務遂行等 活発な意見交換行う

千葉県船橋市の船橋グラン
ついて意見交換を行った。
１、２級造園施工管理技士

会議開催に先立ち、佐藤

お願いするとあいさつし、

造園界が進む方向などさま

船橋市長等出席のもと盛大

分科会の委員長及び座長か

休憩後意見交換があり、 ざまな視点からご教示いた

ピーク時の１・６兆円に比

必要性と今後の方針

をした方が効果的などとの

先日、前アメリカ副大統領アル・ のまま海水面が上昇し続ければ間違 ル群ではなく、鳥がさえずる森、魚

映画「不都合な真実」を観ました。 この世から無くなります。

ゴア氏が出演したドキュメンタリー いなくサーフィンというスポーツは の釣れる川・湖、生命の源 海なの

その中で訴えている地球破壊につい

ま た、 今 後 の 造 園 建 設

議論があった。

業の目指す方向等に関し

ての現実はリアル過ぎるほど、脳裏 らの贈り物で遊ぶことができ、
また、 我々も存在しているわけです。本当

映画の中では、今から 年間で北

極が ％縮小し、今後 ～ 年で完

の中でもがき続けています。本当に

えはわかっていてもその矛盾と葛藤

の幸せとはどっちなのだろう…。答

私達サーファーは波という地球か の開発に便乗し、仕事をしている

ではないでしょうか。とはいえ、そ
て、まちづくり交付金は市

に焼きつきました。

造協の資格制度等

・高橋技術委員長より日

造協の財政運営基本計画

・市川総務委員長より日

べ予算で３分の１、管理費
を除くと４分の１になって
いる状況である。ドイツの
地方都市

シュ
Stuttgart

・樋口事業委員長より造

町村が活用するしくみであ

Das grüne 〟U

るが、その中に公園的事業

グリーンＵ 〝

園フェスティバル、デザイ

が相当量埋め込まれている

といわれる緑地があり、都

緑が十分と思われる都市に

―― に つ い て、 そ れ ぞ

市の風の道となっている。 ンコンクールの状況

トゥットガルトの整備では

私は趣味でサーフィンをしており ウンはもうとっくに始まっているん

運用の自由度をあげ、局の

・ＣＳＲによる緑化推進
の試みが推進されるであろ

・次期社会資本整備重点

うこと

計画における政策課題と指

ので研究してみてはどう

幹技能者、街路樹剪定士、 あった。また、造園工事の

滅に近づいているようです。北極の は生死を感じる程の自然の恐怖に痛 んです！

れ説明が行われた。

特性を活かした建設プロセ

氷が溶けて無くなれば日本はおろか めつけられ、
自分達が「生きている」

おいても、さらに自然復元
など新しい事業が行われて

植栽基盤診断士の総数と日

スのあり方に関しては、デ

全世界はどうなってしまうのか、今 のではなく「生かされている」と 人間との共存とは何か？そして人間

の重点化の状況
・独立行政法人改革の状

が、現実はもっと早いスピードで破 その恩恵にあずかっています。時に ものは何か……………わかっている

ることはわかるが、調査基

各項目とも本音の部分であ

土木などでも実施されてい

ある。設計施工一括方式は

に、その悲劇を傍観しているだけで 地球が今、悲鳴をあげています。何 のではないでしょうか。

対岸の火事でも見ているかのよう ている」のです。我々の故郷である ればならない岐路に立たされている

今ならまだ間に合うはず。地球と

り造園建設業界の現状を

準価格や技術者配置の体

あった。

され、佐藤会長が「公益法

知っていただくための説明

況

子孫に残していかなければならない
いることは日本でも大いに

造協の資格者数についての

ザインビルドを造園工事で

更ここで書く必要はないくらいに皆 実感させられる事もしばしばありま としての本当の幸せな暮らしとは何

全に消滅してしまうとありました

・観光、歴史的都市景観

参考になるし、刺激としな

確認、総合評価方式の運用

がわかっているはずですが、まるで す。そう、我々は地球に「生かされ か？我々は真剣に考え、行動しなけ

人改革に対応し、日造協は

はないでしょうか。

か、などの具体的な意見が
の形成に関する政策と造園

ければならないのではない

に関する要望書について、 導入するための手法等につ

・補助金を削減し一般財

るが、造園ではどのように

藤巻 慎司（藤造園建設㈱）

と要望活動について紹介。 制、特別簡易型の導入を限

か恩返しをしなくては。カウントダ

源化することによる公園緑

その後、

採用できるか、そもそも、

公益社団法人を目指して組

定的にすることなどは、独

織体制づくりを図ってい

意見交換に入り、造園基

事業領域の拡大の可能性

か」と海外の先進事例を踏

いて検討することも意義が

・骨太の方針による予算

また、五十嵐副会長の司

続いて、五十嵐副会長よ

まえたあいさつがあった。

―― 等 に つ い て 説 明 が

・民活により国営公園で

会により意見交換会が開会

標の考え方

「カウントダウン」

ＩＯＮ とアクションプロ

24

だきたい」とあいさつ。小

その後、各委員会、部会、

ら事業報告がなされた。

四郎会長が、造園工事が縮

会議終了後、
日造協本部、

ドホテルで開催された。
「関東・甲信総支部」か

22

の市場化テストの試行が行

況

21

ふなばしフェア会場のようす

10

地関係予算への影響

委員長、樋口事業委員長、 われること

市川総務委員長、高橋技術

20

平成 19 年度

「意見交換会」を実施

10

国土交通省公園緑地課と日造協
国土交通省公園緑地課

と の 意 見 交 換 会 が、 平 成
年 月 日㈭ 時半～
17

長、舟引室長、町田調整官、

官、公園緑地課から小林課

国土交通省から小川審議

れた。

時、ルポール麹町で開催さ

15

小林常務理事、野村技術調

70

18

会議に先立ち、舟引室長

40

50

10

査部長が出席した。

40

19

19

19

（２ ）
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ています。
また、芝生の校庭などが
増えることにより、地球環
境も子ども達の教育環境も
改善されます。良質な芝生
グランドは、多くの愛好者
達を呼び集め、地域経済の
活性化にもつながる有効な

験）たっぷりの総合スポー
④ 天 然 洋 芝 播 種 ―― を 行

入りエコアース有機使用） の食べ物の中にもたくさん
の乳酸菌が含まれていま

ツターフ建設、維持管理シ

発揮。使用方法も簡単で、

土壌の活性には、 倍から

倍に希釈、１㎡当たり１

酸を生成する菌のことで、 倍から２００倍希釈で１㎡

す。そもそも乳酸菌は、糖

その後の、維持管理とし

１㍑。樹木葉面に散布する

います。

土壌改良材として、
「エ
て、⑤スポーツターフ維持

伝統的な日本の漬物や味

ステムです。

コアース有機」
、防菌防虫
管理ａ施肥および防虫防菌

場合は５００倍でに希釈

前回（平成 年２月）は、鍋

島論語（葉隠聞書）に寄せてと

題して、現代に生きる「はがく

れ」と業界人心得の一端に触れ

まれたと、
百崎監督が後日、
語っ

その他、常朝、聞書（ききぜ

ていることとも符合する。

き）と関連する説話が数例見受

酸菌入りエコアースＮを使

長引分け再試合を含めて大会史

２度目の快挙で、開幕試合、延

北、県勢の記録では、 年ぶり

して初優勝した県代表の佐賀

回裏、奇跡的なホームランで下

広島の古豪、広陵を決勝戦８

略や戦術も容易に立てにくい。

ており、将来を見据えた経営戦

クポイントは何かが、今問われ

どうするか、また、そのウィー

あって、
これからどうなるのか、

状は、厳しい経営環境の中に

ところで、造園建設業界の現

したい。

たが、今回は 〝パート２として 〟 けられるが、紙面の都合で割愛

今夏の甲子園を沸かした地元球

殺菌剤の使用を最低限に削 （キャベツの塩漬け）など、 冬には枯れる高麗芝も長持

用し、化学肥料、殺虫剤、 ド イ ツ の ザ ワ ー ク ラ フ ト

ちしており、連日マイナス

児の活躍を取り上げる。

「エコアースＮ」を使用し

多くの食べ物に存在し、動

の気温が続く長野でも芝生

㍑。芝生葉面散布は１００

材・植物活性材として、酵

噌、納豆、さらに、韓国の

ています。

減）ｂトップドレス・エコ

物性乳酸菌に比べ、苛酷な

が良好に成育しています。

を発酵し、乳酸などの有機

母・植物性乳酸菌入り液肥 （特殊肥料酵母・植物性乳

まったく混入しない蒸留液

アース目砂を使用します。

環境でも生き抜くことので

そのほか、クロマツやケ

は、天然洋芝スポーツグラ

また、人への有害な影響

庭においては、播種後 日

なお、写真２の小学校校

り、特許出願中です。

がなく、学校でもホテルで

校庭、園庭の芝生では、

戦い抜いた。

この佐賀北は、試合

前のマスコミ等では、

あまり下馬評にも上ら

なかった地方の県立史

上普通校で、
「泥まみれ

で使用を開始し、１０３日

土壌に利用すると、①有

いた芝生グラウンドは、県

エコアースシステムを用

心を通わせあったチー

身上に、監督、選手が

でひたむきな野球」を

も、安心して使え、維持管

目に運動会を実施しまし

内各所に広がっており、小

さまざまな施工例と今後の展望

理を利用者などの関係者が

機物の腐敗を促進させる酪

この球児たちは、大

れた。

やかな風を吹かせてく

年の高校野球界にさわ

や裏金問題で揺れた今

ムで、いわゆる特待生

た。その後の芝生の状態も

域公園」陸上競技場、
「松

行う際にも安心して使用す

菌の増殖を抑えることがで

本市総合球技場アルウイ

学校、保育園、
「松本平広

き、有機微生物が働き、土

ン」
、「松本大学グラウンド」

農菌、大腸菌群などの有害
います。

中のあらゆる有機質を短時

よく、よい状態が保たれて
システムの具体的構成

そもそも乳酸菌とは？

活力のある土になるため、 ルウインをはじめ、施工後

システムを構成するのは

乳酸菌は、腸内環境をよ

の維持管理についても、数

ても、非常にの意）を

舞台の緊張など微塵も

施工として、①大型暗渠排

くし、体調を改善してくれ

植物を活性化させ、作物の

多くの実績があり、維持管

などでの施工、さらに、ア
水
（単粒度砕石）
②エコアー

るヨーグルトやチーズなど

増収効果にもつながる③植

我々に与えてくれた。

間に発酵堆肥化。②健康で

ることができます。

植物を元気にする乳酸菌

物との共存も可能です。

キムチ、中国のザーサイ、 し、霧状に散布します。

をベースに、酵母入り植物

具体的な施工事例は写真

きる植物性乳酸菌は、多様

ヤキなどの樹木でも効果が

校庭・園庭の芝生に求め

ンドや校庭・園庭緑化の設

こ れ ら は、 化 学 物 質 を

性乳酸菌と糖分を主成分と

２の通りで、基盤工事から

な糖に対応し、糖の濃度が

られるものは、①安全（ケ

計、施工、管理まで、内蔵

ス灌水システム地下内蔵散

に含まれていることはよく

理における経過は、さらな

動（佐賀の方言で、と

たプレーで、がばい感

感じさせない溌剌とし

水システム③芝床（高品質

物の病害虫に対する自己防

この話を葉隠聞書と

関連付けると、
「お国は

④天然素材１００％で農薬

の日として、地元紙全面カ

さらに、４月８日を芝生

訳）と出ており、地方

てはにせ物だ」
（現代語

と業界組織の力を結集し

め、会員企業の自助努力

経営体質の強化につと

る特性に活路を見出し、

我々は、他企業と異な

する特殊肥料で、長野県知

芝生育成工事を実施するこ

ガがなく・健康）であるこ

式の散水システム、自然の

上最多の イニングを

あること（指導のもとで、 事に届出登録を済ませてお

は、こうした芝生のニーズ

得られています。

また、さまざまなメリッ
かな芝生グランド、校庭、 の 条 件 を ク リ ア し て い ま

エコアースシステムとは

と②短工期であること③低

素材による土壌改良材、防

「 エコアースシステム 」

コストであること④強い

虫抗菌剤の使用を極力抑え

知られていますが、植物性

る向上のための改善などに

土壌改良材 植物性乳酸菌

衛機能を高め、抗菌性を有

や化学肥料に頼らない健康

ラーで、校庭の芝生化をＰ

田舎風にて初心なるが

な土壌と作物づくりを行う

Ｒするなど、積極的な取り

て、取り組まなければな

らぬが、当面するポイン

トとして、年々深刻化す

る地球温暖化対策（炭素

備積林の育成、保全等）
、

環境再生分野などへのシ

フトを強めて、業際分野

の拡大、企業連携による

新技術、新市場の開拓な

ど、これまで蓄えてきた

ノウハウを生かすことが

すでに建設業界で一部

急務と思われる。

試みられようとしている

ものとして、原点回帰志

向の一環ともいえる経営

の原点は、「顧客」
であり、

したがって建設の原点

は、
「顧客への高い価値

を持つ生活基盤の提供」

にあるといった考えのも

とに、いかに「顧客から

の信頼」を集め得るかに

革の波動に戸惑う我々にとっ

かかわっていることなど（建設

組みを進め、芝生化の取り

上方を指しており、佐賀にいる

の者は初心（うぶ）であれ、よ

こうした植物性乳酸菌の

組みとともに、造園業界の

て、最後まであきらめず、ひた

観客を味方につけて、奇跡が生

客の共感を呼び、知らぬうちに

の共感を呼び、知らぬうちに観

むきに戦って勝利した佐賀北ナ

インから人生の大きな夢と希望

松本光男

（佐賀県支部事務局長）

がする。

い田舎者の全力プレーが大観衆 「元気」を与えてもらった思い

今回の佐賀北「旋風」も泥臭

とにかく、不況と入札制度改

植物活性剤としての効果

向上も推進。
従来の３Ｋ
（危

時よりももっと佐賀者らしく振

います。

（㈱信州グリーン）

そ」とは当時（元禄時代）江戸

をより高めたものが「エコ

舞えと諭している。

し、新３Ｋ（教育・環境・

険・きつい・汚い）を脱皮

を加え、乳酸菌や酵母の働
きで、肥料の吸収が早くな
り、優れた土壌改良効果を

木村 直人

素（窒素、リン酸、カリ） 健康）への貢献を目指して

植物の生育に必要な三要

アースＮ」です。

サービス業代）参考になる。

重宝だ、よそ風をまね

際にとても有効です。

することから病気を予防。 も役立てています。

13

地域振興策のひとつとして

18

その真似をしたら偽者だ、
「よ

佐賀北の甲子園での“劇的”初優勝によせて

も考えられます。
校庭の芝生に求められるもの

校庭、園庭の芝生化は、

20

アンバランスでも他の微生

強くて美しく、人にも他の

さまざまな利用に耐える、

50

とになります。

図１ エコアースシステムによる校庭・園庭緑化の構造

て、
「エコアースシステム」 管理できること）―ーで、

観点から考え、校庭、園庭、
トがありながら、芝生グラ
園庭、広場を提案、推進し

うしても必要です。

グランド、広場の芝生化を
ンドが増加しない一つの要
ています。

エコアースシステムは、こ

推進し、地球温暖化の防止
因として、維持管理が大変

を開発し、美しくみどり豊

に貢献しようと、園庭、校
で、良い芝生状態を保つの

す。

庭から国際規格水準の本格
が難しいという見方もあり

（耐久性のある）芝生であ

たＡＫＫ（愛情・感性・経

校庭緑化の条件をクリア

的な球技場まで、あらゆる
ます。
このため、長野県支部で

ニーズに対応する良質な芝

環境、健康をグローバルな

児童から百歳まで、誰でも

関東・甲信総支部

生地づくりを積極的に進め

ること⑤維持管理が簡便で

73

技術情報共有発表会より
日造協

や問題を解決する方法とし

エコアースシステムによる校庭緑化の実現

長野県支部では、教育、 生き物にも優しい芝生がど

No. 029
写真１ 芝生化された校庭でのびのびと遊ぶ子どもたち

（安曇野市三郷小学校の場合）

業界は活力をもらう～

～はがくれ球児の奮闘に

55
写真２ エコアースシステムによる校庭園庭緑化工事施工例
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応募期間は 月 日から

緑化、花壇など。

年度応募要項決まる

第 回全国造園デザインコンクール

平成
当協会主催、㈳ランドスケープコンサルタンツ協
会並びに全国高等学校造園教育研究協議会共催で毎
年実施している「全国造園デザインコンクール」の

平成 年１月 日まで。審
査委員会による審査を１月

の部」高等学校において造

平成 年度第 回応募要項が決定した。
中に行い、表彰式を２月８

コンクールは、美しい国
園に関わる科目を履修して
ページ（

日に実施する。

土と快適な生活環境の実現
いる者や造園に興味を持っ
から、
ＰＤＦファイルにて、
応募要項がダウンロード出

）
www.jalc.or.jp

詳 細 は、 日 造 協 ホ ー ム

に欠かせない造園空間のデ
ている者。
応募課題は、Ａ「住宅庭

ザインと設計技術の向上を
図るために実施。

体が一致団結して緑豊かな
環境文化の創造に貢献して

会では、
「公共工事の品質

勝ち取るために結集された

当協会に置かれている。

球を救う』を統一スローガ

緑化産業の再生と隆盛が地

への提言や講習会、シンポ

提言、
「新・緑の政策大綱」 【 月】
２ ・総務委員会広報部会

展 望 し た 造 園 」に 関 す る

組織であり、
『造園・環境

運用について」及び「新設

ンに掲げ、その実現を図る

ジウムを開催している。

世紀を

の都市公園の整備とともに

ことを目的として活動を展

これまでに、
「

既設都市公園のリニューア

開。構成員は、当協会、㈳

確保の促進に関する法律の

続いて、小林国土交通省

ル・リフレシュの推進」に

ゆくとのあいさつ。

都市・地域整備局公園緑地

ついて要望を行った。

弘済会館において、国土交

去る 月９日、 時から

課長が来賓あいさつし、そ

日本造園組合連合会、㈳日

通省、造園関係五団体の会

支予算を審議し、両案とも

題の解決にあたり、都市公

ていることから、特に既設

園の役割が大きくなってき
会は 月７日㈮ 時から、 局後援緑地課長、蓑茂寿太

の公園に着目し、魅力の増

国土交通省都市・地域整備

郎㈳日本造園学会会長が講

なお、今年度からＮＨＫ

10

の後、議事に入った。

本 植 木 協 会、 ㈳ ラ ン ド ス

長、
副会長等 名が集まり、

造園・環境緑化産業振興

度事業報告及び収支決算、 会は、平成９年４月に「造

ケープコンサルタンツ協

造園・環境緑化産業振興会

議題としては、平成 年

園・環境緑化」の理念と技

会、㈳日本公園施設業協会

代表者会議が開催された。

平成 年度事業計画及び収

術を具体的に産業として展

の五団体であり、事務局は

造園・環境緑化産業振興
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