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第２回 通常理事会開催
平成 年度補正予算や平成 年度暫定予算、
登録基幹技能者講習事務の申請等について説明

日造協は、平成 年度第２回通常理事会を３月 日、東京・千代田区麹町の弘
済会館で開催した。

術承継のテキスト「樹木移

会」の開催、伝統的造園技

し て「 技 術 情 報 共 有 発 表

理解が得られつつある。

を発注者側に訴え、一定の

適正評価される体制の整備

理事会では、冒頭、佐藤

植編」
・
「石組み編」のＤＶ

会長があいさつ。
今年度は「財政・運営基

と、これまでの取り組み

本対策」の実施１年目でも

と、その成果などについて

また、造園建設工事の発

省都市・地域整備局公園緑

次いで、小林昭国土交通

あり、本部事務所の移転、 Ｄ作成を進めてきた。

注における
「総合評価方式」

語った。

本部人員の削減等による経

の適用拡大に対し「造園工

いさつをいただいた。

事は、
造園専門工事業者へ」 地課長から来賓としてごあ

費の削減を進め、また、会

」に

費の改正もお願いした。
一方、
「ビジョン

の原則のもと、造園技術が

議事では、平成 年度補
正予算 案 、)平成 年度
(
暫定予算 案
( 、)登録基幹
技能者講習事務の申請、規
程等の制定及び一部改正等
が審議され、承認された。

あいさつする小林昭国土交
通省公園緑地課長

佐藤四郎会長の受章祝う

うに努力していきたい」と

向かい、社会貢献できるよ

考えている。明るい未来に

活躍できるのではないかと

産業界が時代の主役として

世紀といわれ、私ども造園

世紀は、環境の世紀、緑の

黄綬褒章受章祝賀会に３５０人が参加

佐藤四郎会長の黄綬褒章

受章記念祝賀会が３月

日、東京・千代田区のルポ

ール麹町で開かれ、３５０

人がお祝いに集まった。

祝賀会は須磨佳津江氏の

司会で、佐藤会長の略歴紹

新年早々から新聞・テレビでは環境を

極のペンギン、キリマンジャロの頂上

タリアのスローフード運動を紹介し、 変えていくかこそが急務に思える。南

年前に通過して、いまや主婦がエコ

バックの時代である。

環境メディアのパイオニアとして、

今、最大の関心をよせているのが、人

の企業に応援していただき、今年の６

い風となり、日本を代表するいくつか

び問う、グリーンな宗教の創世記なの

人間がいかに自然と生きるべきかを再

小黒 一三
バンツー語で木陰、の意味で、ここら

だ。

の心の環境である。環境の時代とは、

で木陰でちょっと休んで、もう一度人

月５日、環境の日の発売号で９周年に

に、環境問題は頭のいい人達のテーマ

ルを紹介し、爆発的に認知が高まり、 フ、ロハスなどのライフスタイルをい

ご活躍を」
と乾杯を発声
（写

真）
、祝宴となり、小林定

夫日比谷アメニス代表取締

役が中締め、散会した。

部地方整備局国営備北丘陵

公園事務所調査設計課長）

▼関東地方整備局東京湾岸

村隆（中部地方整備局建政

土木部都市計画課長）＝田

所副所長）▼辞職（富山県

備局国営昭和記念公園事務

＝辻本慎太郎（関東地方整

域整備局公園緑地課長補佐

部主任研究員）▼都市・地

工技術総合研究所研究第四

部公園監）＝柴田敏彦（施

園監）▼辞職（愛知県建設

西川嘉輝（愛知県建設部公

▼辞職（大臣官房付）＝

＝脇坂隆一（都市・地域整

都市計画課景観室課長補佐

補佐）▼都市・地域整備局

備局都市計画課景観室課長

＝舟久保敏（都市・地域整

歴史公園工事事務所副所長

▼近畿地方整備局国営飛鳥

センター調査第二部参事）

＝廣田龍也（国土技術研究

武蔵丘陵森林公園管理所長

長）▼関東地方整備局国営

武蔵丘陵森林公園管理所

尚巳（関東地方整備局国営

道路調査事務所長＝大日向

部公園調整官）▼中部地方

環境省関係４月１日付

備局公園緑地課長補佐）

黒澤伸行（国土計画局大都

▼自然環境局自然環境整

備担当参事官＝正木清郎

専門調査官＝井上綾子（中 （大臣官房秘書課調査官）

国土計画局大都市圏計画課

市圏計画課専門調査官）▼

整備局建政部公園調整官＝

国土交通省関係４月１日付

人事異動

中畑清氏が「今後ますます

その後、
元プロ野球選手・

介の後、
発起人を代表して、 謝辞、抱負を語った。

成家次男前日造協会長があ

いさつ。

次いで、野呂田芳成衆議

院議員、増田優一国土交通

省都市・地域整備局長、山

田勝巳㈳日本公園緑地協会

会長、蓑茂寿太郎㈳日本造

園学会会長、大澤貫寿東京

農業大学学長からの祝辞を

受けて、佐藤会長は、
「

かイエスかノーかハッキリさせたが 境ではなく、ガキ大将が一緒に遊ぼう

テーマにしたものが目白押しだが、私

今年は洞爺湖サミットのおかげで、

と誘うエコ・ファッション・マガジン

かったわけである。学級委員が語る環

る。グリーンピースしかり、捕鯨船に

には、地球がどうしたではなく、もっ

者として、１９９８年６月に日本で初

食を通して環境を語りだすと読者が倍

と自分たちの身の回りの暮らしをどう

めての環境ファッションマガジン『ソ

の雪に思いをはせる時期は、はるか

発売当初は全く売れなかったが、イ

「愛・地球博」が追
トコト』を発刊した。ソトコトとは、 増した。さらに、

日本に戻った私は、本業の雑誌編集

体当たりする船長さんも好例だろう。 の誕生である。

が、連中は宗教観の違いなのか、何故

基づく技術力向上の施策と
全く違った未知の世界だった。
その中でも最大の難問が、環境問題

バンナに、どこまで人の手を入れてい

だった。手付かずの自然が残るこのサ
アフリカでホテルを経営して今年で

いのか。開発か保護か。また、国立公
園を中国製の自転車、オートバイで往

年になる。ナイロビから軽飛行機で

１時間あまり飛ぶと、これぞアフリカ

会議を持つたびに私は大いなる違和感

間社会を動物・植物と一緒に考えてみ

月刊『ソトコト』編集・発行人

身の回りの暮らし変えることこそ急務

か。近隣のロッジの経営者たちは、ほ

という広大なサバンナが眼下に拡が 来するマサイの人々を排除すべきなの
る。ジャリ道だらけの名ばかりの滑走

分あまりゆるやかな丘を

路に降り立ち、ランド・クルーザーに
乗り換え

昇っていった所にあるそのホテルは、
ムパタという私が動物画の絵かきに惚
れて通ううちに、若気の至りでゼロか

ロッジである。当初は、バリ島のアマ

を覚えた。

ら造ってしまった五つ星のサファリ・ とんど外国籍の白人なのだが、彼等と

ン・グループの向こうを張って、アフ

〔おぐろ・かずみ氏＝１９５０年東
私の答えはいつも連中とは違うので

なる。近年は、アメリカの西海岸が発
ある。私は、環境の時代には一つの正

ませんかという意味を込めてみた。
リカ中に快適なリゾート・ホテルを

解はありえず、各々の立場、立場でい

京生まれ。スローフード、スローライ
造ってやろうと思ったわけだが、たっ

ファッションや音楽が好きな若者 祥であるロハスというライフ・スタイ
た一軒のホテルの運営ですら、日本人

ち早く日本に紹介。各種メディアを通

多数の会員の皆様の
ご参加をお待ちしています
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ＦＭラジオやテレビにまで、ロハスの
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ではなく、カッコいいのが好きな君達

ルポール麹町
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くつもの答えがあり、それをどう調整

６月 24 日（火）
14:00 ～
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平成 19 年度

の私には荷が重すぎた。アフリカは人

講演会・懇談会

理事会であいさつする佐藤四郎会長

じ、新たな価値観の提案をしている〕

通常総会

････････････････
平成 20 年度
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も自然も、社会の仕組みも、経済も、 していくかしかないように思うのだ のフィールドだよとメッセージした 番組を持たせていただいている。

お知らせ

２面 平成 20 年度都市公園 ･ 緑地保全等事業の解説
都市公園バリアフリー化緊急支援事業について
３面【技術レポート】技術情報共有発表会より
「巨木の移植技術について」 北陸総支部
４面【総・支部だより】
茨城・埼玉・山梨県支部 ／【事務局の動き】
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国土交通省の平成 年度都市公園・緑地保全等事業予算概要が１月に発表され
た〔４０７号（２月 日）概要既報〕
。本号では、このうち、ポイントとなる５
つの事業、７つの新規・重点事項に掲げられた「都市公園バリアフリー化緊急支

ためのソフト施策も充実さ

ら れ た「 バ リ ア フ リ ー 化

ついては、施設ごとに定め

公園をはじめ、各種施設に

進めるために、当該地区の

での事業を重点・一体的に

た地区（重点整備地区）

リー化を図る推進力となっ

ことで、包括的にバリアフ

や地方自治体の責務とした

い。

よう務めなければならな

ついても、基準に適合する

ている。

法律では、①主務大臣に
基準（移動等円滑化基準）
」 バリアフリー化のための方

も、基準に適合するよう努

の講ずべき措置、③重点・ 既存の都市公園等において

都市公園における義務

％、

％となってい

％、駐車場が約

れており、園路及び広場が

する基準適合の割合で示さ

目標は、都市公園全体に対

また、都市公園における

せるもの。

よる推進のための「基本計
事業等を内容とする
「基
への適合が義務付けられ、 針、

一体的な実施、④住民参加

義務の内容

画」の作成。②施設設置者

妊婦、けが人などの移動や

援事業の創設」について、事業の背景や内容について紹介する。

施設利用の利便性や安全性

そ の ほ か、 ス パ イ ラ ル

般 的・ 総 合 的 な バ リ ア フ

本構想」が作成できる。

リー施策を推進するため

は、特定公園施設の新設・ 約

市公園移動等円滑化基準」 る。

便所が約
展を図って

への適合義務となってお

増設・改築を行う際に「都

い く「 ス パ

り、既設の特定公園施設に

統合補助で実施
イラルアッ

は、 段 階 的・ 継 続 的 な 発

プ」と、国

35

目的

力義務が課せられるなど、 アップと心のバリアフリー
義務として実施しなければ

の向上を促進するために、 の措置、⑤スパイラルアッ
公共施設、公共交通機関、 プと心のバリアフリーの促

に、ハートビル法と交通バ
リアフリー法を統合・拡充

「平成 年度 都市公園・緑地保全等事業」解説

ならなくなったのが、最大

30

都市公園バリアフリー化
緊急支援事業は、バリアフ
リー新法に基づく「移動等
円滑化の促進に関する基本
方針」を踏まえ、具体的な
都市公園のバリアフリー化
率向上に関する目標を定め

進、⑥協定など――の６つ

「都市公園バリアフリー化緊急支援事業」
平成 年度まで５年限定で施設整備推進
建築物のバリアフリー化を

都市公園バリアフリー化

かかわらず一括採択して、

これにより、小規模な都

緊急に支援するのがポイン

市公園などにおいても、バ

緊急支援事業は、都市公園

あり、次期社会資本整備重

園のバリアフリー化の目標

を統合補助事業計画に定め

た市町村に対して、平成

年度から５カ年間に限定し

ができる。

全省２千５百億円

なお、総合的なバリアフ

象としている都市計画区域

支援は、統合補助事業が対

るが、バリアフリー化緊急

補助事業において実施され

事業は、都市公園等統合

るなど、移動の円滑化を推

であっても段差の解消を図

いては、乗降客５千人未満

観光の拠点性が高い駅につ

省全省で進められ、交通・

事業だけでなく、国土交通

リー化の推進は、都市公園

内住民一人当たりの敷地面

進。予算減少が相次ぐ中、

㎡）以上）と異なり、複数

の都市公園におけるバリア

フリー化のための施設整備

を、一人当たり公園面積に

平成 年度予算には、対前

積（ ㎡（ＤＩＤ区域は５

て実施する。

リアフリー化を進めること

点計画期間（平成 年度か

ト。

等の円滑化の目標（平成 22 年度）

のバリアフリー化に課題が

■移動等円滑化基準を満たす
「園路及び広場」が設置された
都市公園の割合：約 45％

ら 年度）における都市公

20

た市町村において、緊急か
つ計画的に都市公園のバリ

した「高齢者、障害者等の

民の理解と

アフリー化を推進し、高齢
者、障害者を含め、誰もが

のポイント。

協力を求め

の基本的仕組みで推進。

また、③重点・一体的な

推進するとともに、こうし
た施設が集まった地区にお

移動等の円滑化の促進に関

る「 心 の

する法律」として、平成

実施では、市町村が都市公

バリアフ

基準適合が義務化

園など、高齢者や障害者な

リー」を国

快適に生活できる都市環境

いて、重点的かつ一体的な

このうち、講ずべき措置

どが利用する施設が集まっ

の形成を図るのが目的。
年６月 日に公布、 月
バリアフリー化を推進。あ

では、新たに整備する都市

都市公園における公園施設の移動

年度比 ％増の２５３０億

円が計上されている。

誰もが快適に生活できる
都市環境の形成が求められている

日に施行された。
法律は、
高齢者や障害者、 わせて、バリアフリー化の

特定公園施設と都市公園移動円滑化基準

■移動等円滑化基準を満たす
「駐車場」が設置された
都市公園の割合：約 35％

20

24

■移動等円滑化基準を満たす
「便所」が設置された
都市公園の割合：約 30％

20

10

バリアフリー新法
バリアフリー新法は、一

出入り口からの主な公園施設への移
動をはじめ、水飲場や便所、管理事
務所などに円滑に移動できるような

都市公園バリアフリー化緊急支援事業は、
特定公園施設に対して、緊急に支援する

20 18

24

10

20

12

45

10 20

施設整備が義務付けられている

都市公園におけるバリアフリー化のイメージ

21

（２）
平成２０年４月１０日

協
造
日
広 報

第４０９号

巨木の移植技術について
北陸総支部

西置賜郡小国町の横川ダム

つである立て曳き工法と曳

出し、
「造園移植技術の一

法について、問題点を洗い

このため、当初発注の工

縮で、移植木への負担を減

安全が高められ、工期の短

る方法を考案、不安要素が

２・３ｍがいかに巨大であ

の土工は３分の１に減少。 根鉢直径９ｍ、根鉢の高さ

なくなり、さらに運搬経路

るかがわかるようになりま

移植の概観が見えはじめ、 し、移動の準備が整いまし

１次掘削と根巻下巻で、 り鉄板挿入押さえ桁を設置

晩秋の雨で崩れやすいため

架台の撤去や埋め戻しは

る予定でしたが、連日の降

基礎コンクリートで固定す

性の良さから、遅れた工期

並みの抵抗力があり、施工

５年は注意が必要ですが生

れました。老齢のため４、

木医から樹勢良好と診断さ

受桁などを示した平面図

慎重に実施し、根を傷つけ

し、発生土の埋め戻しを行

作業では、根が少ないた

いました。

け、
ベイジリの仮受けから、 丸太に固定し、レールを敷

なったら、円柱状根鉢受け

そ し て、 所 定 の 高 さ に

ました。

導入し、根鉢の崩壊を防ぎ

て固定する方法も試験的に

らに、ウレタンを吹き付け

の答えの一つが、今、地方でも大き めて病院に来るわけですから、治癒

撤去。まずは、改良土での

し、主桁や敷き鉄板などを

移 動 後 は、 架 台 を 撤 去

植地まで移動しました。

すことによって、目的の移

直・水平移動を５回繰り返

今回の移植では、この垂

ホールが６台でもかなりの

初予定していた３㌧のチル

せるチルホールを用い、当

があり、微妙な感覚が生か

や傾きに十分注意する必要

と、重心が高いため、振動

者でも経験の少ない重量

水平曳きは、曳き専門業

を行ったかを少しお話したいと思い

う試みです。

し、みどりとの連携を模索するとい ということでした。

健康という題目のどれか一つを選択 新たな事業の創出にこぎ着けないか し、そこにある生き生きとした草花

と題し、各県がそれぞれ福祉、医療、 をうまくコラボレートすることで、 物の周囲に生きた緑の空間を提供

た。
「
（福祉・医療・健康）とみどり」 として「みどり」を使い、その能力

陸３県リレーフォーラムを行いまし し、その削減に対する効果的な施策 けです。

な問題となっている、少子高齢化が と同時に「さあ社会復帰だ」という

埋め戻しを行い、酸素管や

重労働であったため、８台

そこで、無機質な病院の中や、建

や、風にそよぐ木々を目にすること

しかし、残念ながら、医療機関だ

うというわけです。

結果として医療費の削減へと繋げよ

院への強い思いが芽生える、それを

の希望が生まれ、早期離床、早期退

今、医療現場では、高額医療機器 で、患者さんの心に、新たな生活へ

「癒し」を求
地方を動かすきっかけはないか、そ 心の疲労に対しても、

加茂輝隆（富山興業㈱）

会的事業展開の考えに対して、何か 治すだけではなく、病による身体と と思います。

動くに至らず」の状態です。この都 患を持つ患者にとっては、ただ病を 新たな道を開く方向に展開できれば

園の必要性においても、
「論ずれど、 を供給する側からの見方であり、疾 努力次第ではありますが、当業界に

対する要望は少なく、また、防災公 るようです。しかし、これは、医療 進する必要があるわけです。今後の

ているような屋上緑化や壁面緑化に 費の削減につながると考えられてい 明し、産学官一体となって事業を推

「みどり」の効果を説
景がありますので、大都会で騒がれ を合い言葉に効率の良い治療が医療 政に対して、

せば、川あり、田あり、畑ありの情 り、早期発見、早期治療、早期離床 けでは資金が足りません。そこで行

が都市の至る所に残り、辺りを見渡 と最先端技術の導入にしのぎを削

当地方には、いまだに多くの自然

最初に、なぜこのような取り組み

本年２月、総支部事業として、北 もたらす高齢者の医療費増大に対 考えには非常に不安がつきまとうわ

控えワイヤーを設置、その

ます。

ベイジリ部下の人力による掘削のようす㊤と根鉢断面図㊦

まで増設して行いました。

緑で生きる

育は良好で、今後も見守っ

雨のため、鉄板を埋設し、 も短縮できました。

主桁設置、
カンザシ桁設置、 き込み、人力による曳き工

さらに、３～６次掘削を続

法（チルホール）で引き込

移植後のイチョウは、５

土圧で固定しました。

植樹木の診断や仮設準備の

みを行います。

ていきたいと思います。

ないように埋め戻し、控え

架台に乗せると重さで根鉢

ほか、運搬経路の土工・段

受桁設置を行い、７次掘削

月に芽吹きが確認され、樹

め、ベイジリ部の掘削を始

枕木を井桁状に組み上げて

自体が崩壊する恐れがある

当初の工法は、高低差９

差土留め矢板の打ち込みや

で、底受鋼材を設置、根切

結果的に、コンクリート

ワイヤー６本は当初７㌧の

⑦ 5,6 次掘削・鋼材設置
カンザシ桁・受桁設置

めた瞬間土砂が崩壊する事
態もありましたが、当て板

削を行い、ベイジリ部（根

いくことで、所定の高さま

アップにより根鉢を上げ、 の数を増やし、空洞のまま

移 動 は、 ま ず ジ ャ ッ キ

垂直・水平を繰返す

た。

家工法とのコラボレーショ
した。

底）に当たっては、人力で

ため、土嚢を詰め込み、さ

次いで、２次・３次と掘

らすことができました。

移植工の施工手順は、大

移植の手順

ン」による、より安全で工
期短縮、コスト低減が可能
な提案を行い、実施するこ
とになりました。

で垂直移動を行います。

ｍを３％勾配でＶ字型に

基礎工・仮設鉄板の敷設な

の掘削となりました。

ルとして親しまれている町

３２８ｍ移動させるもので

どを同時進行しました。

きく①～⑫の通りで、移植

指定の天然記念物「飛泉寺

した。しかし、架台下のコ

建設に伴い、ダム湖に沈む

イチョウ」の移植工事を行

ロ棒の固定方法などに不安

垂直移動を導入

移植は、貯水位の変動が
があり、横滑りや作業終了

その後、
根巻本巻を行い、

根に影響を与えない場所へ
時の固定方法など、多くの

いました。

⑥ 3,4 次堀削・鋼材設置
仮設サポート撤去・主桁設置

後、排水管・排水層を設置

微妙な感覚は人力で

の移動で、イチョウは、樹

そこで、落差を垂直移動
で対応、最短距離を移動す

準備工事に当たっては、移

⑤根巻本巻
樽巻の延長を固定

問題点がありました。

場所にあり、地域のシンボ

④土工
2,3 次堀削・ベイジリ部人力掘削

高約 ｍ、根廻約９ｍ、重
量は、根鉢を含め３２０㌧
に及びました。

３％勾配として迂回するルートの当初計画㊤を変更し、垂直

（5 回繰返し）
⑧垂直移動
ジャッキアップし枕木組む

⑫土工
発生土埋め戻し・排水管設置ほか

②移植準備工
作業ヤード造成ほか

移動を取り入れ、最短経路とした提案工法のルート㊦

⑪土工
改良土埋め戻し・酸素管設置ほか

③土工
１次堀削・根巻下巻・土留め矢板
移植後のようす（昨年８月）

⑩架台撤去
主桁・敷鉄板撤去・受けＨ鋼設置

①準備工
現地調査・施工計画・測量
1 回目の人力による水平移動（チルホール使用）

⑨水平移動
（5 回繰返し）
レール敷きチルホールで引き込む

技術情報共有発表会より
日造協

北陸総支部では、山形県
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公益法人の意義を実践

県造園建設業協会が実施し

日造協茨城県支部と茨城

メイン事業の一部になって

び、以来継続され、今では

でしたが、好評が好評を呼

返し」という単年度の企画

ある社会福祉施設の庭木や

２施設を各ブロックがロー

ロックに区分し、年に１～

具体的には、県内を４ブ

ホーム、知的障害児施設、

設を実施し、特別養護老人

継続する方針ですが、その

社会還元事業は、今後も
ボランティアは、その意義

の緑と環境の管理にかかる

の拠点である社会福祉施設

実施にあたっては、各ブ

知的障害者援護施設、知的

り、大きな影響力を持つと

をまさしく実践で示してお

の慈善の奉仕行為のほか

意図は単に受入れ施設へ

及んでいます。

ロックの会員が協調体制を

障害者更生施設など多様な

とって行っています。
これまでの５年間で 施
福祉施設に

思慮され、活動のアピール

防災協定結び訓練など実施

地道な活動で地域に貢献

埼玉県支部

動拠点として利用できるよ

という面でも効果が大きい
日造協埼玉県支部は、埼

う、応急対策業務を実施す

に、 協 会 に と

玉県造園業協会とともに昨

ることになりました。

ってもプラス

さらに、緑化や環境管理

年の平成 年３月に、埼玉

と想像できます。

期待が寄せら

の大切さが広く知られるこ
とは当支部・協会の本分で

事務所長と防災細目協定を

の伝達訓練を行い、１２１

には災害時における電話で

会員が 公園等の連絡を

員企業が担当する公園等で

互の連絡体制を確認しまし

分で終了するなど、会員相

協定の特徴は条文に、会

締結しました。

復旧活動を実施するとき

た。

さらに、平成 年２月に

は、県土整備事務所長に加

え指定管理者の指示にも従

県営上尾運動公園で、指定

管理者や県土整備事務所、

う記述があることです。

これは、埼玉県が指定管

地元自治会住民、消防署員

の方々と防災施設の稼動訓

理者の要件に多くの防災関

練に参加しました。

会住民らが自ら鍵を開けス

ためで、この条文は他の造

県知事と災害時の防災基本

この基本協定を受けて、 連項目の履行を求めている
協定を締結しました。これ

いずれにしても、協定に

イッチ操作をする実務的な

会員企業が災害の時に動員

もありますので、当該施設

公益法人の

関係者の方々はもちろん、 により、両団体の会員企業

できる車両

重機などを一
･

より会員企業は、埼玉県の

埼玉県支部では、長年に

わたり公園緑地などの建設

いう時しっかりした体制で

その一方で、いざ災害と

責任ある造園建設企業とし

動を通し、協会団体として

に加え、こうした地道な活

や管理に携わってきた経験

復旧活動に参加し、地元地

振興会事務局会議

㈪・造園・環境緑化産業

（事務局長・伊藤正博）

ちたいと願っています。

て、地域の方々のお役に立

㈯・第 回全国都市緑化

議会設立総会

・全国花育活動推進協

ンクール運営会議

㈮・全国造園デザインコ

員会

・造園団体連携特別委

㈭・理事会

交換会

・造園ものづくり意見

会

～６／８迄

ぐんまフェアー開会

㈰・台北国際花弁博覧会

綱要計画アドバイス

（台北市）～４／４

㈯・全国都市緑化祭

科会

㈮・入札契約制度対応分

ム部会

㈭・建設系ＣＰＤシステ

８㈫・造園ＣＰＤ協議会

会議

７㈪・
「広報日造協」編集

ンポジウム
（熊本市）

と管理」オープンシ

・
「市民と公園・公園

委員会

３㈭・公園緑地功労賞選考

・九州総支部技術研修 【４月】

スト審査会

ぐんまフェアコンテ

このため、平成 年 月

れます。

域に貢献することが求めら

れることとなりました。

点）
・主観点 点が加算さ

点、
（平成 年４月から

訓練でした。

この訓練は、非常用発電
１２１社は大規模災害が発

覧表に取りまとめ、平成

年７月に カ所の県土整備

ループ委員会

員会」ワーキンググ

性等のマニュアル委

協会「危険性・有害

・建設業労働災害防止

委員会

㈬・造園基幹技能者運営

上田知事 （左２番目 ）との締結のもようと訓練のようす

【３月】
１㈯・技能五輪全国大会
～２日

（千葉県・木場公園）

㈭・総務委員会財務部会

北総支部）

㈯・造園技術研修会（東

㈪・造園技能承継モデル

事業発表会

㈫・総務委員会（全国）

・造園学会国際部会

推進協議会

㈬・造園基幹技能者制度

・全国建設産業教育訓

練協会事務局長会議

㈮・第 回全国都市緑化

経営審査事項で総合評点３

園団体が結んでいる協定と

生したとき、 カ所の県営

する形で、東京農大の近藤

できる人数や連絡網、確保

あり方とし

報道記事により広く知って

公園等が避難場所や防災活

三雄教授をお招きし、
「校

機や防災井戸、耐震性貯水
いただくことは、計り知れ

奉仕活動に対しては、福

庭の芝生化講演会」を開催

異なるところであると思い

て、
「地域との

ない効果を生み出している

祉施設や保育園等の関係者

し、当支部会員だけでなく

槽などを、会員企業や自治
かかわりは非

（事務局長・小松崎武男）

切 な こ と だ 」 ものと思っています。
と言われてい

章」として表彰を受けまし
た。
この奉仕活動を通じて、

こうした当支部の事業の

から大いに感謝され、行政

行政や教育関係者２００余

３㈪・公共用緑化樹木等品
質寸法規格基準改定
委員会

会議

・
「広報日造協」編集

50

ます。
常に重要で大

です。

れているから

になる大きな

社会還元事業のもよう

ま す が、 地 域

成 年度は、県内福祉施設
カ所の庭木の剪定を行い

中で、特筆すべきものは社

当局をはじめ県民からも大

名が参加する中で、芝生化

当支部は小さな組織ではあ

20

社会還元事業のご紹介

ている『社会還元事業』に

茨城県支部

ついて紹介します。

生垣・芝生などの植栽管理

テーションで実施。対象施

います。

をボランティアで行うもの

社会還元事業は、県内に

です。
設の選択は県の社会福祉協
議会（社会福祉法人）の協

この事業は、平成 年に
初めて実施し、
「平素お世
力を得て行っています。

剪定や園庭の芝生化など

芝生化の素晴らしさを具体

に伝え、かつ感じてもらう

的に教育関係者や園児たち
所の公立幼稚園・保育園の

ことができたものと思われ

平成 年度は、県内５カ

ました。

園庭の芝生化を実施し、引

年度は、

ます。
さらに、平成

き続いて平成 年度は、県

会奉仕活動です。

きな評価を受けています。

の効果、重要性を知ってい

内４カ所の園庭の芝生化を

な変化のうねりは、造園建

当支部では従来から、行

特に、園庭の芝生化の奉

の中で精一杯に事業を実施

山梨県支部

前向きな取り組みを実施

公共工事の激減、入札契

設業界に厳しい対応を迫っ

政主催の河川清掃や花いっ

仕活動は大きな反響もあ

この芝生化奉仕活動と平行

こうした中で当支部で

ぱい運動等への参加、
また、

ただきました。

実施しました。

は、県造協との連携をさら

自主事業として街路樹剪定

り、新聞やテレビで取り上

しています。

に強めながら、両者一丸と

などの奉仕活動を実施して

約制度の改革と言った大き

なってさまざまな事業を積

りますが、こうした奉仕活

ています。

極的に展開しています。規

全県下に報道されました。

５㈬・㈶日本造園修景協会
理事会
・
「建築教育の需給構
造と建築職能の将来
像」特別研究委員会
６㈭・運営会議

15

10

29

厳しい時代であります。 ４㈫・総務委員会企画部会
きました。しかし、平成

支部ではありますが、
総務、 年度からは明確に「社会奉

また、そこを利用する園

げられて、ニュースとして
模的にも財政的にも小さな

仕活動」と銘打ち、社団法
技術、事業、特別の各委員

動なども行いながら、前向
人に相応しい地域社会への

児達からの喜びの声や、芝
会は頻繁な会合を開きなが

きに取り組んでいます。
真も送られて来るなど、子

（事務局長・深澤勝彦）

生の上で元気に遊び回る写
これは、当支部の存在感

ども達の評判もよく、昨年

貢献に努めています。

を他に示す有効な手段であ

ら工夫を重ね、少ない予算

ると考えたからであり、平

月には甲府市から「善行

園庭の芝生化に取り組む会

10

19

19

29

㈯・第 回全国「みどり

口市）

の愛護」の集い（山

19

19

10

員と芝生の上の子どもたち
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各総支部・支部からの記事を紹介します

話になっている社会への恩

総・支部
総・支部
だより
だより

（４）
平成２０年４月１０日
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