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２面「新年造園人の集い」に 600 人参加
造園基幹技能者認定研修会 開催決まる
【緑滴】清渓川（チョンゲチョン）5.9㎞の奇跡
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専門的な資格活用への動き活発に
㈳日本造園建設業協会が実施する「街路樹剪定士」
、
「植栽基盤診断士」への関心が高まっている。近年、専
門技術については、その技術の判断が難しいため、技術者倫理を欠く事件や、随意契約から指名競争、一般競
争とこれまでの実績や技術力が評価されにくい入札方法の変更などから、適切な事業を実施するために、専門
技術を客観的に評価するこれらの資格にこれまで以上の関心が寄せられているものと思われる。日造協では、

としました。

〝感性のある産業”である
ます。

業となることを目指してい

術性・意匠性などの素養も

技士の人数」とされていた

の資格が証明できる資料の

ものが、
「植栽基盤診断士

そこで、
「植栽基盤診断

必要となります。

技術力の有無を協会として

内容として「植栽基盤診断

業の施工実績」欄で、評価

独自の技術・資格を制定し、 評価項目、評価内容の「企

は、継続的に研鑽を続け、

公園における「植栽基盤診

注▼東京都港湾局による

今後、
「植栽基盤診断士」 断士による現況調査」の発

えますが、
特に重要なのは、 活用が実行されたのです。

が、公園緑地工事でなく、

「植栽基盤診断士」の活用

いて採択されたということ

らされる道路緑化工事にお

領域の拡大につながってい

度を高め、ひいては仕事の

を図ることが、技術的信頼

提案が特記仕様書に明記等

士による土壌の判定と改良

用」に際して植栽基盤診断

更なる技術的レベルアップ 「植栽工事への建設残土利

です。

さらに、 植栽基盤が厳しい条件にさ
士」
、「街路樹剪定士」など、 添付」と変更され、

認定し、その資格が、造園

があり、徐々に専門的な資

でてきました。

格を活用しようとの動きが

くことになるでしょう。

なお、このほかに「植栽

植栽に当たって、最も大

基盤診断士」の活用された

士資格の保有」が明記され

切な植栽基盤について、植

例として、▼国営飛鳥歴史

技術を必要とする工事の必

栽が難しいとされるケース

ました。
これは、九州総支部の要

し、地域活性化の推進に大

きな効果を有するだけでな

国民の誇りの向上に資する

く、我が国固有の文化力、

関連記

ものであり、国として重要

で、
「植栽基盤診断士」の

都市公園事業予算内示

国営飛鳥歴史公園整備へ

歴史・文化資産を保全・活

応し、都市公園事業におい

とから、こうした課題に対

な政策課題となっているこ

衝の結果、財務大臣より、 用したまちづくりを推進す

とめられ、復活要求大臣折

事３面

望活動が結実したものと言

携資格となることを、発注
機関に総力を挙げて要望し
てきたところです。
昨秋、国土交通省九州地
方整備局管内の国道事務所

工事」において、
「総合評

より発注された「道路植栽

診断技術、移植技術、景

価方式」による入札で、技

術者保有に基づく信頼度」

観・修景技術、動植物に関

ることが不可欠であり、日

術資料の項目「継続的な技

本庭園に代表される伝統的

平成 年度都市公園事業

芝生を植えて２～３年後からは必ず病

き取りを行えばかなりの効果があると

草対策としては校庭では生徒による抜

様相もかなり異なる可能性もあるが、 件とした意見も既に出されている。雑

拡充、特別史跡平城宮跡の

都市公園事業の補助対象の

に対して、地域活性化等の

産の保全・活用を図る取組

予算内示要旨が昨年末にま

とである。元来芝生は北方系のイネ科

害虫が発生するということを念頭にお

観点から積極的な支援を行

雇用する１級造園施工管理

の草を改良したものが主体となってい

国営公園としての整備につ

な作庭技術に支えられた芸

に、従来は「 年以上継続

する総合的な知識等を有す

こうした専門技術の適切な評価と活用に向けて今後も積極的に取り組んでいく方針だ。
日造協は、造園技術を
〝多様な生き物と共生し、

るためには、造園工事に携

このような課題に対処す

他産業との技術的差別化を

そして、この視点から、

化の技術”と定義し、造
図り、環境の時代にふさわ

自然に対する慈しみの文

園建設業は、そのような

わる造園技術者が、基本と

ても、まちづくりの中で城

られたが、その後のメンテナンスの問

て、原産地の多くは夏比較的気温が低

思われるが、病気や害虫が発生したと

なる植栽技術、植栽基盤の

るための都市公園事業の拡

題もあって、一旦立ち消えになってし

いて、予め対策を考えておく必要があ

充について理解が得られ、 跡・古墳等、歴史・文化資

まったとのことである。せっかくこの

く乾燥した場所で、日本の夏の高温と

うもの。特に、特別史跡平

ような立派な計画が進められているの

いて認められることとなっ

このところ地球温暖化にどのように

きには、薬剤を使用しない限り健全な

城宮跡については、我が国

ろう。

た。

多湿とは大きくかけ離れた環境条件に

美しい芝生を維持することは無理であ

を代表する貴重な歴史・文

る。農薬を散布するというと多くの保

これらにより、歴史・文

ゴルフ場などでは芝の病害虫や雑草

化資産であることから、そ

対策としては、従来から薬剤による防

の一層の保全・活用を図る

美しい芝生の維持が容易でないこと 虫が発生しやすく、多くの病害虫の発

化資産を保全・活用したま

ため、厳しい財政事情に配

る。その対策として環境緑化の効果 いと願うのは私一人ではないだろう。 ある。このため、わが国では病気や害

ち づ く り が 進 め ら れ、 特

慮しつつも、国営公園とし

護者は目の色を変えて反対するに違い

ない。しかし、現在登録されていて使

１３００年を迎えるという

に、２０１０年に平城遷都

除が行われている。その結果一部では

用が可能な農薬は、厳しい安全性の試

ての整備に着手する。

生が記録されている。もちろん記録さ

験を経ており、適正な使用をすれば安

節目にある特別史跡平城宮

が、復活折衝で、都市公園

備着手は認められなかった

当初、国営公園の新規整

全が保証されている。農薬の使用に際

は、ゴルフ場などのグリーンキーパー

校庭の芝生化と維持について思うこと
敏宏

跡について、平成 年度か

が高いとされ、各地で緑化運動が展開

庭に芝を植えようという運動がある。
東京都は 年から「水と緑の回廊で

梶原

ら国営公園として整備に着

「歴史・文化資産を保全・ るとともに、特別史跡平城

指導士や防除業者の多くは緑の安全管

宮跡について、国営飛鳥歴

事業の補助対象に城跡・古

史公園と一体の公園として

手されることになり、文化
ゴルフ場に散布された薬剤が環境を汚

病害虫が発生し芝生が枯れそうに

活用したまちづくりを推進

庁との連携によるその整備
の方々は身にしみてご存知だと思う。 れている病害虫のすべてが芝生に壊滅

染するという理由で、ゴルフ場建設の

なって、さあどうすると小田原評定を

するための都市公園事業の

理士を配置して、適正・安全に使用す

校の校庭３００㏊を芝生にするという

芝生管理の難しさについては、
「芝 的な害を及ぼすわけではないが、重要

反対運動にまで発展した。その対応の

しても病害虫の被害を防ぐことはでき

る指導も行っている。

事業を展開しつつある。誠に結構な話

草研究」
などでも既に指摘されていて、 なものだけでもかなりの数に達してい

ない。芝生を植えれば病害虫が発生す

墳等の復原・整備を追加す

で、諸手を挙げて声援を送りたい。

ため薬剤に頼らない方法が検討、実行

の芝生化は既に１９７０年代から試み

も紹介されている。これによると校庭

虫への対策が全く述べられていないこ

なるのはこれらの意見の中に病気や害

り、芝草学会の会誌「芝草研究」で 意見も述べられている。しかし、気に

西の都市でも既に話題に上がってお 管理組織に関する指針などについての

じように発生するとは限らず、発生の

ルフ場とは環境条件の異なる校庭で同

んこれらはゴルフ場の例であって、ゴ

草のための農薬は使用しないことも条

なっている。校庭の芝生対策として除

分とはいえず薬剤による防除は必須と

があろう。

者はその対策を十分検討しておく必要

るということを常に念頭に置き、関係

域の誇りや郷土意識を醸成

活用したまちづくりが、地

求、
理解を得ることができ、

べき歴史・文化資産を保全・ 公園事業の拡充を改めて要

拡充」は、次世代に継承す

整備着手が認められた。

整備着手できるよう、都市

校庭の芝生化は東京だけでなく、関

されかなりの成果は挙げているが、十

㈳緑の安全推進協会会長

しては各県などの自治体には農薬管理

されている。その一つに小中学校の校

で、何とか素晴らしい芝生を維持した

しい事業を展開する主役産

20

対応するのか、大きな課題となってい

〝生き物技術”を駆使する
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芝生の維持は困難と思われる。もちろ

３大目標として、都内の公立小中学

担う子供たちに夢を与える」ことを

実現する」
「スポーツを通じて次代を

「世界で最も環境負荷の少ない都市を

包まれた美しい街東京を復活させる」

06

校庭の芝生を維持するための条件や て、これらの病害虫を防除しない限り

の推進が期待される。

20
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「新年造園人の集い」に６００人参加
これまでの取り組み 実を結ぶ年にしよう
新年造園人の集いが１月７日、東京・千代田区のグランドプリンスホテル赤坂

重要性が問われ、これらの
制はもちろん吸収源も大切

かれる。ＣＯ２の削減は抑

で開かれ、約６００人が集まった。
冒頭、主催者を代表して

で、林野庁の森林がその多

した歴史的資産の保全に取

までも風致地区などでこう

格好の機会でもある。これ

り、日本の文化をＰＲする

開城４００年の都市でもあ

生物多様性会議は名古屋城

取り上げている。生活の質

年早々からマスコミが多く

間違いない。ＣＯ２など新

いが、環境が大切なことは

のねじれなど、先が見えな

なったと思う。政治や経済

的にはより充実したものに

界をリードしていけるよう

り方を紹介し、環境面で世

手に共存してきた日本のあ

を通じ、里山など自然と上

されており、これらの機会

大きな国際会議が複数予定

今後、洞爺湖サミットなど

その後、今春開催の全国都

なげていきたい」
と述べた。 要だ。緑を前面に掲げ、今

続教育に寄与し、発展につ

ホームとして、造園人の継

通じて、造園界のプラット

造園学会ではＣＰＤなどを

を続ける緑の列島改造が必

し、末永く意味のある仕事

願 で は な く、 自 ら が 提 案

られるなどといった他力本

生かしているかどうかだ。 できれば、公園や緑が設け

後の 年計画でも緑を中心

り組んできたが、文化庁と

して当協会でも積極的に提

緑化に取り組む東京都に対

に位置づけるなど、オリン
を落とすのではなく、良く

佐藤四郎㈳日本造園建設業

市緑化ぐんまフェアの概要
しながら削減することは可

協会会長が「ねずみは大黒

努力したい」とした。

共管による歴史街づくり新

能だ。
日本の削減量のうち、 茂寿太郎㈳日本造園学会長

紹介。
施工業界を代表して、 ピック招致に向け積極的な

法による創造と、景観緑３

緑の吸収分は当初

さらに、学会からは、蓑

法による規制で、今後は歴

万ｔ
史景観の保全復元を一体的

はじめである。１年を展望

だけでなく、造園界全体の

国々が関心を持つ日本の文

案を行っているが、一協会
に進めていく。また、この （ＣＯ２）だったが、さら

い年にしたい」と乾杯を発

化的資産の活用が求められ

様の使いである。縁起の良

くを占めるが、シェアは小

するのではなく、 年を展

山田勝巳㈳日本公園緑地協

年の

ている。新年度は、新たに

に 万ｔ（ＣＯ２）が追加

が、
「干支の子は、

つで福田総理が市民の立場

ように公園緑地だけでは語

近なものとしてその役割が

めた見直しも進めていきた

うになっており、名称を含

れない幅広い事業を担うよ

などに対しても積極的に緑

いる。民間のデベロッパー

され、期待が大きくなって

園界の広報各誌が素晴らし

スタートの年としたい。造

大塚守康㈳ランドスケープ

きたい」
と述べ、
散会となっ

力を結集した取り組みが大

期待されている。こうした

積極的に取り入れ、意識と

年は、 月 日に第三次生

郎大臣官房審議官が、
「昨

環境省からは、黒田大三

小川陽一大臣官房審議官

次いで、国土交通省から

く変わってきている。その

し、世の中も仕組みも大き

人３法もいよいよ本格化

ど大きな動きがあった。新

立国戦略が閣議決定するな

先立つ６月には 世紀環境

物多様性国家戦略、これに

地よいものでした。そもそも、私が 目で見てみたいと云う気持ちがあり 川の復元の部分だけでなく、交通問

にその畔を散策してみると非常に心 その頃から機会があれば、是非この から取水しています。また、この河

「漢江」
ゲチョン）に行ってきました。実際 速が走っていますし。そんな訳で、 そのほとんどを近くの大河川

どうせ、実際には大した事無いだろ ていました。

価値が付されるようになっ

が、
「大変な年の幕開けで、 ほか、久方ぶりの国営公園

年度についての予算は厳し

清渓川を知った（興味を持った）の ました。

年にこの川の復元計画がス

題、地域の活性と絡めてこのプロ

話を現地に戻しましょう。復元し ジェクトを考察してみる事が大切だ

ではスマートカード）があり、タク

シーまで使えちゃう訳です。料金も

日本の半値位で、交通の運営そのも

発センター（東京都文京区

技能者」は、新制度の基幹

定された全ての「造園基幹

講していなくても基幹技能

いて、過去に職長教育を受

技能者に移行できる⑵につ

請」すれば新制度下の基幹

経験を積んでから「移行申

（自転車は禁止）②有 に便利だと云う事が市民にも浸透し
本当にそんな事が出来るのかな？ 非常に多い。

していました。

この事はアジアがそして世界が注目 歩いても２時間みれば充分です。そ 常に便利でした。つまり、乗用車を

を撤去して河川を復元した事。
また、 分です。写真を撮りながらゆっくり 身、実際に使用してみましたが、非

事。②市民の合意をもとに高速道路

のを大きく見直したそうです。私自

ます（ただし、技術職員の

後楽１の９の５）▼受講料

料トイレが適当な頻度で整備されて て、高速道路を撤去した後遺症より

① 年から 年の短期間で復元する

衝撃を受けた事は、
大きく２点です。

いたのがきっかけでした。この時に

は、

源流からの水量はわずかで、
先日、ソウル市の清渓川（チョン 近くのお江戸日本橋の上にも首都高 ですが、

また、特筆すべきは清渓川の水源

た。さらに、インド、中国

は平安遷都１３００年に合

かったが例年並みで、内容

タートした直後に韓国の土木学会の た５・９㎞は、実際に歩いてみると と思いました。その一例として、日

うな？と半信半疑でした。勤務地の

をはじめ、アジアの時代と

京都議定書の約束の年が始

わせ供用し、２０１０年の

の実務経験年数が１年以上

５・９㎞の奇跡

いわれ、観光立国を目指す

まり、洞爺湖サミットが開

ら申込要領と申込書をダウ

（チョンゲチョン）

日本にとって、その関係の

（注意）今年度認定された

幹部の方が来日して、直接お話を聞 上流から下流までおよそ１時間数十 本のパスネットの様なカード（韓国

▼日程＝平成 年２月

ご了承の下さい。

http://www.jalc.or.jp/ 以上有ること（⑴について、
kikanginou/kensyuannai. 年度認定者は、先に特例
）
講習を受講し、１年の実務
html

保有する資格等が複数の場

＝会員３万８千円（会員関

技能者に移行するために、 者は「上級職長」という位

平成 ～ 年度までに認

都立中央・城北職業能力開 【特例講習について】

合、その最高点のみがカウ

係会社の社員を含む）▼受

特例講習を受講する必要が

れてから３年以上経過して
いれば⑵の条件は満たして
いることになる）
※日程

受講料など詳細
･
が決まりましたら、申込書

類を対象者へ郵送します。

この川の今後が非常に楽しみで

荒井一行

かつての道路橋脚㊤清渓川中流部㊦ など、非常に快適な環境が整備され （日産緑化㈱、小田原市環境審議会委員）

センター（清渓川文化館）がある。

適切に管理されている。⑥ビジター す。

にかならずバス停がある。⑤緑地が

いない。④河川区域を出れば、近く す。

いる。③ゴミがほとんど散らかって も現在のところ恩恵の方が多い様で

の間、①ジョギングをしている人が 利用しなくともバスや地下鉄が非常

ントされます）
。

講資格＝以下の両方の条件

度の５年間▼受講資格＝以

▼開催年＝平成 ～ 年
経験年数１年以上の経歴を

下の両方の条件を満たすこ
19

置付けであるため、認定さ
※参考＝１級造園施工管

あります。

05

21

を満たすこと①実務経験年

日㈫～ 日㈬▼会場＝東京

03

03

講が必要になりますので、 （

有ること⑵職長経験が３年

清渓川

「街ができれば、道が
ンスにつなげていきたい。 るが、
問題はこれらを読み、 が、

中締めは、設計界から、 切。連携・協働を進めてい

備に着手することになっ

身近な対策が重要で、森林

望し、今後 年に向けての

た。世界や日本の状況が大

た。

年の間引継ぎ開催されてい

財源の面から対策が進めら

いたが、非常に大切なこと

きく変わる中、この新年会

コンサルタンツ協会会長

る。こうした取り組みが花

であり、我々もこれまで以

い新年の企画を掲載してい

要がある。また、地球規模

開き、
実を結ぶ年としたい」 れている。年内には公益法

上に利用者の立場に立った

化を働きかけビジネスチャ

声、歓談となった。

さいものの都市緑化は、身

会会長は、
「年頭のあいさ

10

国営平城宮跡歴史公園の整

12

12
い」と語った。

12

に立ってとおっしゃられて

28

ン ロ ー ド し、 本 部 へ 送 付

27

方は、改めて特例講習の受

11

数 年以上、そのうち指導

19

理技士＝５点／造園基幹技

有すること②１級造園技能
年度から経審のＺ

と

平成

士の資格を保有すること▼

に、平成 年度から新制度

申込方法＝ホームページか

21

り３点の評価点が与えられ

⑴造園基幹技能者として
者認定研修会 実施概要】

修会を実施することになり

20

46

税や環境税などを自治体が

の環境問題も深刻化し、Ｃ

は故佐藤昌先生の趣旨を

Ｏ２が１ｔ当たり３７００
と述べた。

環境づくりを進めていく必

円となるなど、大きな経済

28
26

能者＝３点／造園技能士１

東京会場 申込受付中
(
)

までに認定された全ての

例講習を受講し、新制度の

20

造園基幹技能者認定研修会 開催決まる

ます。

２月 ～ 日

【平成 年度から基幹技能

･

試験内容を見直し、平成

することが必要です。

年度から新制度の研修体 「造園基幹技能者」に移行

制で実施することになりま

27

乾杯のあいさつを述べる佐藤四郎㈳日本造園建設業協会会長

それに伴い、平成 年度
19

する「基幹技能者」は講習 「造園基幹技能者」は、特

専門工事業 職種が実施

者は新制度になります】

27

新制度の基幹技能者は、 級＝２点

24

19

26

す。 造 園 に お い て も 同 様

20

21

10

平成 19 年度

20

のカリキュラムでの認定研 （技術力）項目で１人あた 【平成 年度 造園基幹技能

10

20

（２）
平成２０年２月１０日

協
造
日
広 報

第４０７号

画」に基づく関連事業と連

0.95

リー新法に基づく「移動等

【背景・目的】バリアフ

化緊急支援事業の創設

次期社会資本整備重点計画 （平成 年度から５箇年間

アフリー化に課題があり、 と に よ り 緊 急 に 支 援 す る

【概要】都市公園のバリ

の形成を図る。

快適に生活できる都市環境

かかわらず一括採択するこ

を、一人当たり公園面積に

フリー化のための施設整備

費用の２分の１以内かつ、

共団体が行う補助に要する

設を整備する際に、地方公

者が借地公園となる緑化施

の）②補助率＝▽民間事業

用の３分の１以内▽地方公

当該施設の整備に要する費

⑷都市公園バリアフリー

円滑化の促進に関する基本

【事業効果】
「移動等円滑

に限定）
。

期間（平成 年～平成 年

度）における都市公園のバ

方針」を踏まえ、具体的な
都市公園のバリアフリー化

いで発生した大規模地震に
おいて防災公園が災害復

共団体が事業主体となる場

成に資する防災公園の整備

化の促進に関する基本方針

【背景・目的】近年相次

防災公園の対象要件の拡充
な ど、６ 事 項 を 新 た に 承 認

が行う整備に対して地方公

都市公園事業予算 内示要旨
園事業について、補助対象
共団体が補助する場合に、 携し、地震に強い都市の形

リアフリー化の目標を統合

当該地方公共団体が補助に

を拡充し、地域活性化の核

率向上に関する目標を定め

となる歴史・文化資産の保

0.99

24

幅な減少となり、都市公園
防災事業費補助が１・ 倍
の微増となったものの全体

新規事項等では、以下の
６つの事項について認めら
れた。

5,314

110,104

20

平成 年度都市公園等事
業予算内示総括表による
と、都市公園内示額は、前

旧・復興の拠点として有効

合は施設費の２分の１。

を推進する。

」の目標達成に向けて都市

要する費用の一部を国が補

補助事業計画に定めた市町

全活用に資する都市公園の

た市町村において、緊急か

性を発揮したことを踏ま

【事業効果】省ＣＯ２型

【概要】市町村が策定す

都市の先導となる拠点的開

助することができるものと

公園のバリアフリー化が推

整備を推進する。

進され、高齢者、障害者等
被災した場合に甚大な被害

村に対して、都市公園統合

る「地震に強い都市づくり

補助事業において、複数の

【事業効果】多様な主体

する。

者、障害者を含め、誰もが

アフリー化を推進し、高齢

【概要】
「歴史的風致維持

が想定される都市におい

え、人口や産業が集中し、 つ計画的に都市公園のバリ

向上計画（仮称）
」に基づ
推進５箇年計画」に位置付

発において、民有地を活用

けられた防災公園の整備を

誰もが快適に都市公園を利

による歴史・文化資産を保

都市公園におけるバリア

いて実施する都市公園事業

0.95

のための緑地環境整備総合

支援事業の拡充

び建築物等における熱環境

の改善が図られる。

面的利用、都市交通対策等

進するため、エネルギーの

境負荷削減対策を協力に推

区・街区レベルにおける環

的 市 街 地 等 に お い て、 地

市構造の実現に資する拠点

一層の利用促進を図るた

入する。また、国営公園の

添者の入園料免除措置を導

層寄与するため、障害者介

において、障害者福祉に一

【背景・目的】国営公園

る制度の充実

⑹国営公園の入園料に係

と一体的に行う緑地環境整

【背景・目的】集約型都

より、ＣＯ２吸収源対策及

した緑化を推進することに

㊤省ＣＯ２型都市の実現のための「先導的都市環境形成計画区域」のイメージ

ため、市町村が作成し、国

的風致維持向上機構
（仮称） い都市づくり推進５箇年計

歴史的風致の維持向上を図る重点地区のイメージ

の整備費が０・ 倍となり、 したまちづくりを推進する

6,593

133,707

これらをあわせ０・ 倍と

104,790

⑸省ＣＯ２型都市の実現

用することができる。
て、災害時に地域防災拠点
となる防災公園の整備を全

重点的に支援するととも
に、避難所・防災拠点とし

【概要】防災公園のうち、

国的に推進する。

全・活用したまちづくりの

受けて都市公園内に設置・ 推進が図られる。

て機能する公園施設の耐

⑴歴史・文化資産を保全・ のうち、公園管理者許可を

年度当初予算額に対し０・ で０・ 倍となった。
倍の１０４７億円、都市

環境整備０・ 倍の 億円
の合わせて１１０１億円と
なり、前年度当初予算に比
べ 億円減、
０・ 倍となっ
活用したまちづくりを推進

震診断を補助対象に追加す

⑵地震に強い都市づくりの

管理する施設の整備につい
て、補助対象となる事業主

地域防災拠点となる防災公

拡充

園の対象都市要件に、ＤＩ

維持管理費と整備費を合わ

Ｄ区域を有する都市を追加

る。
【事業効果】都市公園の

する。

ための防災公園の整備推進

耐震性が向上すること、ま

体に公園管理者以外の地方

た、複数の事業手法と連携

【背景・目的】地域の歴

年に発生した能登半島地

せ３４６億円で、維持管理

このうち、国営公園は、 するための都市公園事業の

た。

19

震、新潟県中越沖地震の被

【事業効果】全国的に地

【 背 景・ 目 的 】 平 成

持向上機構（仮称）を追加

することにより、都市にお

域防災拠点の整備が推進さ

公共団体及び歴史的風致維

する。

害状況を踏まえ、地震対策

いて緊急かつ総合的に防災

史・文化資産を保全・活用

の 認 定 を 受 け た「 歴 史 的

の早期実施を図るため、市

れ、地震発生時における被

費が１・ 倍となったもの

なった。予算に占める割合
風致維持向上計画（仮称）
」 地方公共団体に対しては直

性の向上が図られる。

127,114

なお、公園管理者以外の

が最も高い都市公園事業費

町村の策定する「地震に強

110,349

害の軽減、早期の復旧・復

接補助することとし、歴史

0.97
0.90
0.94
1.01
0.17

に基づいて実施する都市公

興が可能となる。

者の入園料免除措置＝障害

め、年間パスポート料金の

者福祉対策の一環として、

備総合支援事業について拡

【概要】地区全体の緑化

国営公園における国営公園

【概要】①障害者介添え

の目標を定めた先導的都市

における障害者の利用促進

見直しを図る。

環境形成計画の区域におい

充し、民有地等を活用した

て実施する市民緑地等整備

を図るため、障害者を介添

緑化の推進を図る。

事業（緑地環境整備総合支

援事業の要素事業）
のうち、 する方の入園料を免除（対

もに、事業実施後の整備効

以下のとおり支援するとと

入園無料となる滝野すずら

見直し＝積雪のため冬季に

②年間パスポート料金の

借地公園の整備について、 象１名）する。

果の検証を行う（平成 年

緑化率が ％以上の公園で

①面積要件＝高木を含む

度から５箇年間に限定）
。

用促進を図るため、年間パ

陵公園において、一層の利

ん丘陵公園及び国営越後丘

20

5,369

合計

115,718
緑地環境整備総合支援事業費補助

440
37,721
4,711
27,250
6
計

481
47,086
5,783
31,587
51
都市公園事業調査費
都市公園事業費補助
古都及び緑地保全
都市公園防災事業費補助
補助率差額

454
41,689
4,986
27,085
36

補助が、０・ 倍と最も大

【都市環境整備】

96

94

90

【都市公園】
国営公園
維持管理費
整備費

20

もの（事業主体が民間事業

緑化面積が５００㎡以上の

５００円）
。

す（大人２５００円、小人

スポート券の料金を見直

公園として開設するするも

者の場合は、整備後に借地

80

53

01

20

01

内示額
対前年度倍率
（C)
（C/A)
34,662
0.96
11,532
1.01
23,130
0.94
前年度予算額 20 年度要求額
（A)
（B)
36,099
42,126
11,362
12,153
24,737
29,973
区分

⑶地域防災拠点となる防災
公園の対象都市要件の拡充

㊦都市公園におけるバリアフリー化のイメージ

99

95

95

平成 20 年度

95
56

平成 20 年度都市公園等事業予算内示総括表（国費）
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洞爺湖サミットを見据えて
している者に緑の重要性の

の具体的な説明には、聴講

名の参加者をもって開催 （１・２㏊）が必要となると

この講演会は、昨年９月

した。

沖縄 らしい景観づくりめざす

二人目の講師は、日本造

関心を持たせた。

園学会北海道支部長の小林

に行った室蘭開発建設部へ
の要望会の意見交換時の中

昭裕氏（専修大学北海道短
域づくりを目指していくべ

「新年緑化講演会」を開催

から、緑や植物などに関し

造園・緑化３団体恒例の

きだ」と提言されました。

講演会を開催
てお互いの共通認識を深め
大教授）が「沿道景観の創
新年講演会並びに懇親会

緑豊かな環境
づくりを考える

ていくため、開発建設部職
造について」と題して、観

縄らしい風景」
を再認識し、 る年にしたい」と抱負を語

の個性と多様性のある「沖

然や文化、歴史遺産などそ

であるとの解説があり、自

いる。我々も改革を断行す

見い出すことが求められて

に積極的に取り組み活路を

を述べました。

に努めていきたい」と決意

力ある造園建設産業の発展

方針転換を視野に入れて魅

の環境づくりに力を注いで

なる。皆様も潤いある沖縄

にも、保全・管理が重要に

る。沖縄の観光振興のため

関連の業務へのシフト等、 は重要な役割を担ってい

園建設業協会の渡嘉敷正彦

懇親会では、㈳沖縄県造

副知事）は、
「昨年に引き

多知事（代読・安里カツ子

来賓挨拶をした仲井眞弘

の祝辞がありました。その

読・大城清紀建設管理部長）

あり、
続いて、
那覇市長（代

いただきたい」との祝辞が

りました。
景づくりを視野に入れた具

続き、今年も環境共生型社

後、㈶海洋博覧会記念公園

観光立県として戦略的な風

要である。
」と訴えました。 会長が主催者を代表して挨

体的かつ継続的な実践が重

拶し「 世紀は環境の世紀

会の実現に向けて取り組ん

を も た ら す 自 然 景 観 と 住 「旧年来、公共工事の予算

緑、景観づくりは、造園界

我々の仕事において、花と

ほしい。
」と挨拶しました。 負を語りながら、和やかな

と言われ、環境への社会的

ましく、
快適な風景の演出」 ルで開催されました。講演

削減により厳しい状況にあ

に親睦を深め新たな飛躍を

講演会での主催者挨拶の
中で、沖縄県緑化種苗協同

管理財団の冨田佑次理事長

会では、琉球大学工学部環

む人々の暮らしが織りな

続いて、内閣府沖縄総合事

誓いました。

また、
「沖縄の景観・風

沖縄総支部

北海道総支部は、年明け 「緑豊かな環境づくりを考
員向けの講習会でも開催し

北海道総支部
える講演会」を、室蘭開発
てはどうかという機運が高

早々の１月 日に国土交通
建設部大会議室において開

の音頭で乾杯し、新年の抱

の必要性を解り易く・レベ

境建設工学科の池田孝之教

の範疇にあると認識してい

田畑正敏 公園・まちづく

務局木下誠也次長（代読・

が、１月 日、沖縄都ホテ

省北海道開発局室蘭開発建
発建設部の職員を中心に約

な県土づくりに力を貸して

ルの高いプロジェクター操

す「沖縄らしさ」の認識と、 るが、積極的に新しい事業

る。訪れる観光客に感動と

健康増進につながるものと

とで、更なる医療費削減や

どり」を有効に活用するこ

うな時代背景を踏まえ、「み

出するために、どのような

とであり、これを新たに創

プとは、人を癒す風景のこ

ヒーリングランドスケー

くことを予定しています。

ケープについてお話いただ

富山県厚生部長、富山赤十

トには、
浅野教授をはじめ、
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センター理事長をコーディ

法人財団とやま医療健康

討論会においては、医療

北陸総支部

組合の新垣善孝理事長は、 認識も深まってきている。 でいきたい。皆様も緑豊か

部で、事務的な手配関係を

作を用いながらの説明は、 授が「沖縄の景観・風景づ

喜びを与えられるよう努力

的風景・人とくらしの風景

確信しております。

視点が必要となるか、風景
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北海道総支部で、それぞれ

聴講者への緑を活用した沿
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る側の視点に合わせた「好

設部との共同事業として
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分担し綿密な連携をとりな
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中、造園界は、公共工事重
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㈫・意見交換会
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くことが、風景づくりの基

部は、
健康と「みどり」
（３

植栽、風景の維持管理、ボ

の可能性にチャレンジした 【１月】

連合会総務部会
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