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総支部
意見交換など実施

支 部
事務局長兼雇用管理責任者会議開く

共有発表会について、⑥全

ついて、⑪ＣＰＤの活用に

ついて、⑩地域リーダーに

フェスティバル２０１０に

策への義援金について、そ

ついて、⑮宮崎県口蹄疫対

ンストップサービス事業に

良」づくりを目指す。

た緑ゆたかな「花の都・奈

典を繰り広げ、花があふれ

だき、花と緑の展示を中心

市民団体の参加協力をいた

優しく感動が生まれる会場

る魅力的な事業や来場者に

民間企業の出展事業、
市民・ 効率的な運営、発信力があ

の提供等、幅広く質の高い

園芸教室、市民の交流機会

していただく庭園コンテス

また、造園企業等に出展

に造園・園芸技術の紹介、 づくりに取り組んでいく。

国造園デザインコンクール

緑化フェアは、国・地方

全国都市緑化フェアとは

について、⑦施工管理受験

質疑応答を行った。

の他について、報告、説明、

推薦基準等について、⑭ワ

催について、⑬各種表彰の

対策講習会実施について、 ついて、⑫支部交流会の開
⑧平成 年度資格制度実施
概要について、⑨全国造園

･

造園・庭園技術の紹介を行

より都市緑化の啓発活動や

市民・市民団体等の協力に

人と自然のコミュケーショ

化フェアを花と緑を通じた

㈶都市緑化基金では、緑

建設業協会の会員企業をは

ンを図るイベントとして、 体・企業、そして日本造園

来場者のみならず市民・団

財務の適正化等を踏まえ、

体等との地域連携の促進、

トの一層の充実、企業 団

し、これからの花と緑のま

その主役は花と緑に関わる

自治体・造園・園芸等業界・ 事業に発展してきた。

「緑豊かな潤いのある
ちづくりの推進力として、 い、

平成 年度事務局長兼雇

メイン会場として開催され

全国に情報を発信する。ま

じめとする造園・園芸にか

㈶都市緑化基金

る。フェアは、同県で開催

団体・企業や市民等、一人

全国都市緑化フェアについて
される「平城遷都１３００

た、多くの県民をはじめ、 に開催している。

平成 年度事業計画・収支

弘済会館で開催し、
前半は、

日、東京・千代田区麹町の

昨年の岡山フェアに続

年事業」の一環として「花

今年は奈良で９月開催

予算をはじめ、業界実践ス

き、今年の第 回全国都市

協力によって、県内全域で

業、市民団体等との連携と

て以降、毎年各地で開催さ

阪府の服部緑地で開催され

を支えていると捉えてい

の熱意と行動力がこの事業

ひとりであり、多くの方々

実感できる緑化フェアの開

を得て、充実感と満足感を

かわる皆様のご支援と協力

昭和 年に第１回目を大
事業で、奈良が持つ「日本

催を目指している。

県内市町村、関係機関、企

文化の原点」に連なる花と

る。そして、これらの事業

の都・奈良」を目的とした

月 日から奈良県馬見丘陵

質疑応答を実施。後半は、 よみ２０１０」として、９

れ、造園業界を中心とする

総支部、支部の要望などに

楽しく華やかに花と緑の祭

や 信 頼 を 生 み 出 し、 緑 化

は、３月 日から、メイン

なお、来年の緑化フェア

とが、花と緑を通じた連携

フェア開催後の大きな財産

来年は鹿児島で開催

緑の文化の価値を再発見

ついての意見交換を行い、 公園（広陵町・河合町）を
その後、懇談会を行った。
会議は冒頭の藤巻司郎会
長挨拶に次いで議事とな
り、①平成 年度事業計画
及び収支予算について、②
業界実践スローガン 決議
について、③公益法人制度
改革について、④広報日造

考えている。

り」を推進する力となると

となり、
「緑豊かな街づく

あいスポーツランド（鹿児

市）
、サブ会場鹿児島ふれ

会場吉野公園会場（鹿児島

島市）で開催する。フェア

を記念して県内各地で開催

は、九州新幹線の全線開通

される記念事業と合わせ、

社会状況の変化に対応

緑化フェアは社会状況の

岡山フェア全国都市緑化祭秋篠宮殿
下・妃殿下国土交通大臣受賞庭園説明

変化や市民意識の向上等を

岡山フェア全国都市緑化祭
国土交通大臣賞授賞式

ています。また、このような時代だか

県民活動と連携し花緑のイ

協等について、⑤技術情報

かりと考え、地に足を付けた行動をす

背景に、多様な開催形態に

社会の動きがあります。様々な業界が

らこそ、造園業界の存在意義を社会に

新たな力として地域リーダーを育成

使命であると考えます。

造園業界の地位向上につなげていきた 「環境」というキーワードのもとに大 ることが求められているのではないか
と思います。
へ良質な環境を引き継ぐために、我々

する試みが今年から始まりました。こ

れからの造園界を担う世代が、日造協

の中心となりつつ、全国の緑を愛する

会員が一致団結することが大切です。

環境への取り組みはこれからが本番
かし同時に、長年にわたり緑化・環境

とを自らが改めて認識することではな

様の存在意義が非常に大きいというこ

を次世代へ引き継ぐためにも、これま

国各地域くまなく、世界に誇れる日本

です。環境・緑化の専門家として、全
問題について専門家として携わってき

いりたいと思います。
会員の皆様また、

で以上に、専門家としての提案ができ
ことが前提であり、協会としてはその

いでしょうか。もちろん、そのために

ための会員の皆様に対する様々な活動

た者として、その意味を深く考え、造
何をしなければならないのか、単なる

る日造協組織となるよう取り組んでま
ビジネスチャンスとして「環境」とい

関係者の皆様には今後とも引き続きご

労者等国土交通大臣表彰の

原恒男（埼玉県）
、箱根植

ビス㈱代表取締役社長・藤

形県）
、埼玉グリーンサー

表彰式が７月 日、国土交

平成 年建設事業関係功

建設事業関
国土交通大臣表彰
係功労者等
日造協から７氏が受賞

対応し、
今後さらに効果的・ ベントを展開する。

きなビジネスチャンスが到来したと捉
我々造園界が、これをチャンスと捉

もう一点、大切なことは、次の世代
切磋琢磨しつつ、助け合いの気持ちを

えて行動を起こしています。

に景気は悪く、厳しい時代が長く続い

造園界の役割、特に地方での会員の皆

環境の世紀はまだ始まったばかりで

藤巻 司郎

持つことも大切ではないでしょうか。 えることは当然のことであります。し

す。社会資本整備総合交付金制度や生

協力をお願い申し上げます。

う流行を追い求めるのではなく、しっ

がこれからも非常に大切であると考え

園界が社会に対して何ができるのか、 は企業としての足場をしっかりと築く

㈳日本造園建設業協会会長

ており、そして今、運命の巡り会わせ

めに、もう一度原点に戻ってお互いに

いと考えております。そして、そのた

の地域にあった提案に替え、結束して

18

18

か、大変な時期に会長という大役を仰
せつかりました。非常にプレッシャー
を感じております。また政権が変わり
様々な改革が行われ、どこに軸足を置

本部としては今年度も総支部・支部

いて良いのか解らない昨今でもありま
す。特に地方におきましては、より厳

の皆様と懇談会を開き、各地域が少し

可能な造園建設業界を目指すために、

とが役割と思っております。

でも前進するためのお手伝いをするこ

しい状況であることを十分に認識して
おります。

を多くの人々ともに行うこ

企業出展区域

22

我々が長年に渡って培ってきた技術や

日造協のスローガンにある、持続

都市づくり」の推進を目的

ローガン 決議など、 議

用管理責任者会議を７月

22

事について、報告や説明、 緑化フェアは「やまと花ご
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岡山フェア企業出展庭園

22
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理解していただくことが協会の重要な

会議のようす

環境への取り組みはこれからが本番

私が、社長となった 年前から、既
16

物多様性等々、我々を応援するような

日造協からは、多年造園

樹園代表取締役・久郷愼治

新也（東京都）
、㈱久郷一

園㈱代表取締役・大場啓壽

与したこと等から、青葉造

井県）
、井上緑化㈱代表取

代表取締役・土
井直紀（福
、

の７氏が受賞した。

締役・井上幹雄（鳥取県）

代表取締役・渡部佐界（山

（宮城県）
、庄内園芸緑化㈱

、土井造園土木㈱
役員として業界の発展に寄 （富山県）

工事業に精励し関係団体の

通省大会議室 で行われた。 木㈱代表取締役社長・和田

12

平成22年度

資格・感性等に更なる磨きをかけ、
各々

22

２面 特集 適切な企業経営 造園建設業の経営改善を考える
適切な企業経営を実践するためのヒント 後藤吾郎
３面 【学会の目・眼・芽】第 15 回 金岡 省吾
都市公園技術標準解説書について 野村 徹郎
４面 第４回 技術情報共有発表会 ９月 10 日大阪で開催
【緑滴】中国江南地方の旧い庭園など（前編） 平井善樹
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１．はじめに

がほとんどであります。
思います。
図表１

えます。また、自

営改善にはつながらないの

っ張る状況で

本業の足を引

社が得意としな

で、経営者がはっきりとし

社の「強み（
）
」
、
Strengths
）
」
、
Weaknesses

■受注高の
「 弱 み（

このような状況の下、財
い分野の工事や

は、新事業に

減少への対

た意思を伝えることが必要

団法人建設業振興基金で
工事実績がない

３． 新分野進出のポイント

外 部 環 境 の「 機 会

公共工事の削減をはじ
応
（

」
、
「 脅 威
Opportunities
）
」を分析するこ
Threats

進出する意味

は、中小・中堅建設業に対
分野の工事であ

とをこれらの頭文字をとっ

であると考えられます。

め、一昨年秋のサブプライ
会社として

て

■２代目（３代目）の経営

者が事業承継を行う際のポ

イント

まず、２代目としてどの

する経営指導のあり方や建
れ ば、 同 業 他 社

がないからで

ムローン問題から端を発し

よ り も 価 格、 品

ように経営を行っていくか

の営業方針

の方針が必要だと思われま

を決定する

す。新分野の

設業経営に関する支援方策

事業リスクが

等に係る調査、検討を行う

公共工事の削減などで建

た景気の低迷など造園業を

す。ここで２代目の経営者

はじめとする建設業界全体

ある程度高い

か ら で す。

て積極的な営業

その分野につい

達します。また、

書等を受け取ることが必要

計画の立て方」について解

■指値受注への対応

分析の例）
SWOT

分析と呼びます。
SWOT

設業界を取り巻く環境は非

（ 図 表 ２： 受 注 活 動 の

場合について

質などで劣るこ

も、本業への

必要があり

常に厳しいものがあるとい

影響を避ける

目的で「建設業経営支援研

えます。そのような環境の

ため、建設業

が非常に厳しい経営状況で

中で、新分野に進出を検討

本稿は、ハンドブックか

営業方針を

活動を行うので

な場合には、できるだけ書

Q024新分野進出の事業

事 項 審 査 で の 留 意 点 」と
面で工事請負契約書、発注 「

ます。

■新分野に進出する際の事

けないことは「暖簾を守る

こと」だと思われます。そ

れができなければ、先代の

経営者が今まで築き上げて

きた信用力、ブランド力を

生かして経営することが困

難になるからです。それ以

外にも、
「仕事で成果を挙

また、どのような分野に

別をつけること」
、
「新しい

結で行うこと」
、
「公私の区

げること」
、
「仕事は自己完

進出するかも検討する必要

であると考えられます。新

立案することも非常に大切

功しなかった場合の計画を

に重要ですが、新分野が成

計画を立案することも非常

新分野が成功するような

業のほうが会社の経営資源

業よりも、関連性がある事

れます。全く関連がない事

ほうが成功しやすいと思わ

対象にした事業に進出した

たは既存の市場（顧客）を

既存の技術を用いた事業ま

人事、財務（金融機関との

営管理の習得（経営全般、

ろんのこと人脈の構築、経

実務を習得することはもち

た、
後継者育成のためには、

になると考えられます。ま

学を持つこと」などが必要

関心を持つこと」
、
「経営哲

、
「経営に
があります。
可能であれば、 風を入れること」

分野進出を行った後で、事

を生かすことができるから

業計画の立て方

が最も大切にしなければい

されている企業もあると思

と別法人で新

とが予想されま

公共事業の元請が下請業者

われます。ハンドブックで

事業を実施す

ま す。 な ぜ

に相談せずに指値で原価割

は、

ることを検討

究会」を設置し、公認会計

れになるような工事を発注

新分野進出のポイントを記

ら経営改善に役立つと思わ

決定する際

から
まで
Q023
Q034

述しています。
その中でも、 する必要があ

れる数項目を取り上げ、こ

に最も注意

説させていただきたいと思

ると考えられ

した場合には、建設業法違

が重要だと思われます。

反となる可能性が非常に高

あると思われます。このよ
す。 そ の よ う な

力がない分野に

な ら ば、 営

な る の で、 積 極

士、中小企業診断士などの

定しなけれ

的な営業活動は

うな状況の下、多くの経営

ば 効 果 的・

行うべきではな

場 合 に は、 競 争

効率的な営

いという結論に

業方針を決

業活動が実

委員で「Ｑ＆Ａ中小建設業

行っていると思われます。 （以下、ハンドブックとい

減などを行い、経営改善を

う）
」を昨年秋に出版しま

施できない

が、最近では無駄な経費を

れらの解説を行うことによ

だと思われます。また、元

の経営改善ハンドブック

私も長年建設業の経営コン
した。

者はリストラなどの経費削

サルタントとして多くの建

支出しているような建設業

って、適切な企業経営を実

あれば、技術力を高めて、 業活動を行うことが不可欠

います。

設業者を指導してきました

者はほとんどなく、本社経

しなければ

請業者に対し、見積書など

いと思われます。このよう 「

費も極限まで削減し、なお
践するための参考情報を提

といえます。一方、公共工

２．経営戦略、営業戦略

業計画を達成できずに、資

況を正確に把握することで

これらの「脅威」を克服す

伴う競争の激化は、市場や

事の減少や一般競争入札に

者と協議し、解決を図る必

た場合には速やかに元請業

と金額、工期などが異なっ

す。これが自社の「弱み」 業界の「脅威」といえます。 ます。さらに、当初の条件

す。自社の
「強み」
、「弱み」
、 活動を行うべきだといえま

るための営業活動が必要と

件を明確にする必要があり

の書類を提出し、自社の条

伴うような場合や創業直後

で固定資産の大幅な増加が

設備投資が必要な新事業

事項審査での留意点

■新分野進出する際の経営

数パターン作成し、仮に失

ス、失敗するケースなど複

ス、通常どおり進んだケー

計画を事業が成功するケー

れに備えるためにも、事業

が最悪のシナリオです。そ

管理のポイントを記述して

から
まで経営
Q035
Q056

ハ ン ド ブ ッ ク で は、 経営業務管理責任者や専任

吾 郎

然例外ではありません。そ

市場や業界の「機会」
、
「脅

といえます。なお、
「営業

いえます。

公認会計士・税理士 後 藤

適切な企業経営を実践するためのヒント
後藤会計事務所

です。
（図表３）

交渉を含む）
）を行う必要

金繰りに窮してしまうこと

のような環境の中で、企業

威」を分析し、会社の経営

力が弱い」
、
「技術力が乏し

る分野の工事であれば、同

例えば、自社が得意とす

工事を必要とする物件が出

共工事の増加や近隣に造園

次に、補正予算に伴う公

で経営戦略・営業戦略のポ （図表１：受注活動の基本） 「弱み」といえるでしょう。

自社の
「強み」
をいかし、「弱

の
「機会」
、「脅威」
を分析し、 応し、赤字受注になってし

み」
、
「弱み」
、市場や業界

強化する際には、
自社の
「強

このように、営業活動を

ュニケーションをとって対

元請企業とは、よくコミ

要があります。

いため注意が必要となりま

下がってしまう危険性が高

って経営事項審査の点数が

場合には、新分野進出によ

要だと思われます。新事業

投資を行うなどの計画が必

な影響がない範囲内で新規

敗した場合でも本業に大き

が最も重要だからです。そ

本業の経営改善を行うこと

たすように事業承継を実施

うのかを記述しています。 めに後継者が資格要件を満

の経営管理をどのように行

する必要があります。

る場合には、できるだけ早

営者がこれらを担当してい

必要になるので、先代の経

てください。
」
、
「

積極的な営業活動を行って

ので、チャンスを逃さず営

いくべきだと思われます。 行う上での「チャンス」な

ます。
「機会」とは経営を

われるので、
競争力があり、 「機会」が得られたといえ

定する必要があります。自

軟に対応し、営業方針を決

の「機会」や「脅威」に柔

み 」 を 克 服 し、 外 部 環 境

で赤字受注したとしても経

も大切です。資金繰り目的

意思を相手方に伝えること

には、はっきりとできない

まうなど受注が困難な場合

要 に な り ま す。 新 事 業 が

を実施するなどの工夫が必

る会社と別の会社で新事業

建設業の許可を保有してい

社は倒産しないという想定

の程度の投資額であれば会

すが、失敗したときでもこ

になるという想定も必要で

す。そのような場合には、 が成功したときにどのよう

ます。

させていただきたいと思い

の中でも事業承継問題を

Q008受注

イントを記述しています。

で は、

その中でも、
「

業他社よりも価格、品質な

た場合には、市場や業界の

から
ま
Q001
Q022

高の減少への対応につい

どで上回ることが可能と思

値受注への対応について教

それが自社の「強み」とい

Q012指
えてください。
」について

取り扱った
、
、
Q039
Q040
、
について解説
Q042
Q048
解説させていただきたいと

承継を行う際には、一定の

さらに、中小企業が事業

継税制について

■事業承継法制及び事業承

て、どうしたら良いか教え

技術者が事業継続のために

次に、
建設業の場合には、

がどのように受注獲得して

資源に適合した営業方針を

があるでしょう。

いくかが経営上大きな課題

決定する必要があります。 い」といったことも自社の

４．経営管理のポイント

となります。ハンドブック

います。ここでは、建設業

な状態になってから、営業

図表３

は赤字が計画されるような

戦しています。造園業も当

の建設業者は受注獲得に苦

の低迷を原因として、多く

公共工事の削減及び景気

のポイント

Q023新分野進出と経営

経営努力を行っている企業

同業他社と競争できるよう

適切な企業経営

です。

いけないことは、自社の状

図表２

供することができれば幸い

設業の経営改善を考える

（２）
平成２２年８月１０日

協
造
日
広 報

第４３７号

要件の下で、法律上、税務

ることを避ける目的で設け

題で事業承継ができなくな

に、相続問題や相続税の問

た。これによって、中小企

ることが可能になりまし

前に遺産分割の協議ができ

推定相続人全員の合意で事

式総数の３分の２を限度と

小企業の株式の発行済み株

とは、一定の要件の下で中

とが可能になりました。

相続人に遺産分割しないこ

「 事 業 承 継 法 制 」 と は、 げた場合であっても、他の

が必要となります。赤伝処

内容・条件の書面への明示

元請企業との合意、その

研 修・ 実 習 を 行

実習期間２年間）

修 期 間 １ 年 間、

最 大 ３ 年 間（ 研

外国人研修生は

Ｂ５版３２０頁／定価

㈶建設業振興基金 編著

建設業経営支援研究会著

善ハンドブック」 ㈱清文社

「Ｑ＆Ａ 中小建設業の経営改

送料込）にて頒布】

は２割引。２１００円
（税・

２６２５円 【日造協会員

うことができま

■元請の赤伝処理の対応

理とは、元請人が①下請代

世界同時不況克服への各国政府協調型経済対策「グリー コア技術や企業経営の強みにさらに付加価値をつけ、点と

継できないという問題が起

えないという理由で事業承

これによって、相続税が払

の処理費用、③上記以外の

次的に発生する建設廃棄物

②下請工事の施工に伴い副

関連法令によく

存 在 す る た め、

法などの法律が

度 は、 入 国 管 理

詳しくは、公認会計士・ 会費等）を相殺する行為を

検討する必要が

れるかどうかを

さい。

※同封の申込書をご利用下

Ｑ＆Ａ 中小建設業の経営改善ハンドブック

上の優遇規程が設けられて

られた法律になります。法

業の後継者が経営努力によ

いる建設業者も

おります。これは、中小企

律上の規定を「事業承継法

って、会社の株式価値を上

いて解説させていただきた

業が事業承継を円滑に行う

制」
、税務上の規定を「事

多 く あ り ま す。

ために平成 年度に設けら

業承継税制」といいます。

いと思います。

れた規定になります。中小

して、評価額の ％を相続

す。 た だ し、 外

税の納税猶予ができるとい

金の支払いに関し発生す

ま た、
「事業承継税制」

企業の事業承継を行う際

体・経済界などが提案プロジェクトを磨きあげ実践性を強

化しています。これらは、ＣＳＲの一環としてではなく、 う規定が設けられました。 る諸費用（振込手数料等）
、 国人研修生の制

ンニューディール」が展開され、我が国も経済産業省、環 しての活動ではなく、面的なシステムとして地域活性化を

諸費用（駐車場代、弁当ゴ

各企業がランドスケープの知を取り入れることで、自らの

「緑」 こりにくくなったといえま
境省、日本経済団体連合会等が、緑の社会資本、緑の消費、 試行する動きとして、産学官金メディア連携のもと、
緑の投資、緑の技術革新を推進しています。皆さんに馴染 で地域経済の活性化を胎動させ始めています。

いいます。このような赤伝

あります。なお、

では、何故、大学がこのような動きを行っているので

税理士等の専門家にご相談

処理がすべて建設業法違反

みが深い「緑」を
循環・生物多様性社会の両立が国内外の重要な政策課題と しょうか。大学改革の流れとともに、地方大学は、地域の

の上対応することが望まし

Key Wordsに、地域繁栄と低炭素・

なり、エコ活動連動型環境商品開発、排出量取引制度等の 発展とともにいかに歩むことができるのかが問われていま

することが予定

外国人研修生の

は建設業法違反になります

ます。本書がそのような経

されているため、今後の法

営者にとって少しでも経営

ので、元請企業とよくコミ

制度は今後改正

て公園管理者へ通知されて

解説書では、敷地造成工

されたものである。

際のチェックリストや参考

で、各種施設等を施工する

さまざまな造園工事の現場

また、都市公園に限らず

確認しておきたい。

あり、仕様書等とあわせて

把握しておくことが必要で

めにも施工段階でも十分に

は、設計図書を読み込むた

したつもりです。
もちろん、 す。

か ら 経営について客観的な答え
理のポイント
Q073
」
、
「 Ⅵ． 組 織 再 編・ があるわけではなく、経営
Q081
企業再生のポイント
Q082 者はさまざまな経営上の問
から
」についても記 題点を抱えていると思われ
Q105

述しています。ハンドブッ

６．まとめ

クでは、建設業の経営上必

令改正にもよく注意する必

上 記 以 外 で も、 ハ ン ド

要 が あ り ま す。
（ 図 表 ４：

上のヒントを与えることが

ュニケーションをとって下

要となる論点をＱ＆Ａ方式

請企業の負担割合を把握し

ブ ッ ク で は「 Ⅳ． 財 務

できれば幸いだと思いま

外国人研修・技能実習の流

でできるだけ網羅的に記述

ておく必要があります。

にはなりませんが、適正な

す。なかでも、大学の個性や特色を生かした地域再
生人材の育成や、社会人の学び直しニーズに応える

ハ ン ド ブ ッ ク で は、 個

５．個別論点

研究活動が中心であった大学に、地域貢献機能を強

実践的教育に関する競争資金の創設は、従来、教育・

化させ、地域との包括協定締結、相談窓口一本化、

その中でも、
「

自治体との人事交流、地域科学への取り組み強化等、

別論点として
から
Q106
まで記述しています。
Q112

各大学は創意工夫に努めています。このような動き

Q110元請

これら近年策定された技

の赤伝処理の対応」
、「

外国人研修生を活用して

由に安全で快適に利用でき

Q112 ■外国人労働力の利用
外国人労働力の活用」につ

都市公園は、小さな子供

ら

都市公園技術標準は、公

は学術団体でも同様です。日本造園学会では、従来

の「学」を中心とした全国大会の開催から、平成

年度より、地域との密着性を深め、産官学や市民と

の連携等により多方面からの参加を可能とする全国

れ）

手続に基づかない赤伝処理

環境配慮型経済活動、環境投資促進型金融商品、

里山里海づくりへの人材育成による地域活性化

など、様々な企業が先駆的地域づくりに挑戦し
ています。しかし、馴染み深い「緑」に新たな

何かが求められ始めています。そこで、私が生
活する富山での、この新たな何かを求めた取り

組みを紹介したいと思います。
富山は、剣岳、黒部峡谷、幻想的なホタルイ

カ、蜃気楼などの観光資源が有名ですが、水平

方向わずか１００㎞にある高さ３０００ｍの立
山連峰から深海１０００ｍの富山湾までの高度

術指針や関連法令等の改定
工を確保するための技術的

るよう計画・設計・施工を

指針として各種の公園施設

から高齢者まで、誰もが自

さて、富山での取り組みには、残念ながら造園業

園緑地等の安全で的確な施

界の方々の参加はまだありません。造園の知に長け

ごとに国土交通省が策定

大会の開催を目指しています。

たプロの方々の力を是非とも取り入れたいと考えて

いる。

野村 徹郎

書としても活用することが

遊具の安全確保に関する指

イン」
「都市公園における

移動等円滑化整備ガイドラ

的指針として「都市公園の

書」
（解説書）として刊行

り「都市公園技術標準解説

もと㈳日本公園緑地協会よ

公園緑地・景観課の監修の

交通省 都市・地域整備局

標準の改定が行われ、国土

いる内容を理解すること

計画・設計で検討されて

細な解説がされている。

針や技術基準等について詳

討すべき事項、関連する指

設計における基本方針や検

１万２８５７円＋税）送料実費

定 価： １ 万 ３ ５ ０ ０ 円（ 本 体

「都市公園技術標準解説書」

……………………

種ごとに都市公園の計画・ できる。

から管理施設工までの各工

技術・調査部長

を反映して、平成 年４月

に 年ぶりに都市公園技術

針改訂版」等が策定されて

協会☎０３・６３２８・３８２９

問い合わせは、㈳日本公園緑地

きた。

ことから、より詳細な技術

することが求められている

㈳日本造園建設業協会

「都市公園技術標準解説書」
平成 年度版について
企業経営の強みを活かし、新たなる連携を自らが組

います。そのためには、皆さんも自らのコア技術、 し、国の技術的な助言とし
む行動を起こすことが必要です。富山のような取り
組みは、社会起業家養成に資する専門職大学院、個
別のプロジェクト支援など、各大学の個性を活かし
て取り組まれています。このような大学の動きの扇

ものづくり、食品、建設、ＩＴ、旅行、デザイン、鉄道、 の要の役割を担うのが学術団体である日本造園学会です。
金融、メディアと幅広い企業人が参加しています。塾生た 大学との連携による新たなる地域づくりへの挑戦に向け、
ちは、環境志向消費者増大を見据え、里山地域再生につな 大学の多様な人材が集積する日本造園学会を活用して、１
がる海山連携型食品開発、環境技術開発による小水力発電 歩前にでてみませんか？
金岡 省吾

22

差４０００ｍは豊かできれいな水を育み、水力
発電、企業立地、稲作、湧水をいかした生活など、
私たちの暮らしや産業を支えるインフラ基盤の
役割を担っています。しかし、少子高齢化によ
る里山荒廃など、高度差４０００ｍに警笛が鳴
らされています。そこで、大学が中心となり、
高度差４０００ｍを守り×育みながら、活用す
ることで地域経済の繁栄を誘う地域づくりのシ
ステムを、ビジネス≒企業活動として創出しよ

―大学の変化、産学官・金融・メディア等との連 携 ―

（㈳日本造園学会理事、富山大学地域連携推進機構教授）

19 年ぶりの改定が行われた
「都市公園技術標準解説書」

18

図表４

管理のポイント
か
Q057
」
、
「 Ⅴ． 現 場 管
Q072

いと思われます。

す。

注意して受け入

学会の目・眼・芽

80

20

ミ等の処理費用、安全協力

第 15 回

を活用した低炭素・循環型地域づくりプロジェクなど環境

22

造園建

適応型ビジネスを立案し、国・自治体・金融機関・関係団

19

特集
うと、地域再生塾「高度差４０００」を開講し、

変化する地域づくり

第４３７号

協
造
日
広 報
平成２２年８月１０日
（３）

技術情報共有発表会

造園技術者による
造園技術者のための

９月 日に大阪市で開催

もなう植栽工事について紹
ご参加をお待ちしていま

支部で取り組まれている調

歴史あるご神木大銀杏の移

化 → ＬＩＤ（低影響開

（福岡）
「高架下緑
ついて」倒伏した一千年の 【九州】

倉鶴岡八幡宮大銀杏移植に

発）
」九州総支部で開発し
をご覧ください。

ページ（

）
www.halc.or.jp/

委員会等の活動
ＵＲ植栽基盤研修会
ＵＲ（独立行政法人都市
再生機構）の若手造園技術
者を対象に、植栽基盤整備

まできておりますが、その

疫”の終息が見通せる段階

ＰＨ（国際園芸家協会）の

中国江南地方の旧い庭園など
たまには造園的感性を高めよう

るツアーに昔の仲間と参加した。３

泊４日の慌ただしい旅なので人気上

昇中の上海博覧会はパスしてしまっ

㈭・事務局長会議

・建設物価懇談会

と、蘇州と上海の旧い庭園が見られ

５㈪・造園・環境緑化産業

【７月】

振興会事務局会議
７㈬・総務委員会広報部会
・ ＡＩＰＨ唐山（中国）博
覧会会場査察～ ㈯
８㈭・運営会議
㈪・ＩＦＰＲＡ総会
㈫・ＵＲ植栽基盤研修会

審査委員会

㈬・植栽基盤診断士認定

㈭・登録造園基幹技能者
試験委員会

（前編）

品は３７０件。 年間の作
品の変化とその特徴を報告
する。
〔㈳日本造園学会理
事・造園作品選集刊行委員
会委員長・鈴木誠 （東京

なお、発表会の後、全国

農業大学教授）〕

（奈良）
「東院庭園
めざして」草刈作業におけ 【近畿】
の技術者との交流を図る場

４回目を迎える技術情報
復元植栽工事」１９６７年
として、近畿総支部主催に

つみ造園土木㈱技術部長・ 南北 ｍの東院の復元にと

る飛石事故撲滅のための作

共有発表会（ＣＰＤ認定プ
発掘調査された東西 ｍ×

三浦顕兒〕
す。

よる交流会も開催。皆様の

ログラム）を９月 日㈮、 業方法の改善について〔む
大阪市内の「大阪キャッス
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【太湖石】 園地の中にシンボルのよう 【回廊】 建物や庭をつなぐ園路の役目
に立っている。銘石らしいが？
を果たしている
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寄せられました
「義援金」 に配分されます。皆さまの
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【本社】埼玉県さいたま市
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【鋪地（舗装）】 園路や広場の舗装が面白かった。鋪地は色々な
石を組み合わせて造られており、日本のコンサルタント「Ｚ設計
集団」を思い出した。園路や広場は布地の織物の様に繊細で単純
であり、石段下や建物の入口にはアクセントとして鶴や鳳凰のデ
ザインが施されていた
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