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「新年造園人の集い」開催

新たな年の抱負を語る
２０１１年新年造園人の集いが１月５日、東京・千代田区のグランドプリンス
ホテル赤坂で開かれた。
会場には、
造園関係者ら５００人が集まり、
開催に当たり、
各界からの年頭の抱負が語られたほか、参加者相互の盛大な交流の場となった。

界をテーマとしており、日
本の人口が減少し、世界で
は 億人増えると言われる
中で、造園がどう展開して

年が過ぎ

世紀は環境の世

いくかを考えたいと思って
い る。

紀 と い わ れ、

平成 年度「技術情報共有発表会」鹿児島市内で開催

平成 年度の技術情報共有発表会を４月 日㈭、 時～ 時、鹿児島市内の鹿児島

詳細は、随時【日造協メールニュース】等でご案内いたします。全国都市緑化かご

東急インで開催します。発表会の後、交流会も実施します。

実現に向け、今年はとても

緑が失われてきた中で、都

政は、
人口が都市に集中し、 思っている」と、造園界の

して成立した。都市公園行

（連休前ですので、宿泊・交通機関等の早めの手配をお勧めします）

しまフェアの見学と併せて、皆様のご参加をお待ちしております。

大事な年となり、新しい戦

り、屋上や壁面など様々な

７％となっており、これく

カの先進都市では５％から

価値を踏まえた空間づくり

さや文化や風土など多様な

アティブが提唱され、美し

は、

間の取り組みが増々重要に

く。今後、地方自治体や民

年を掛けて作業を進めてい

市の緑をどう描くかといっ

といえるが、これからの都

市の緑の創出を担ってきた

宴となった。

祈念して、乾杯を発声、祝

発展と、関係者のご多幸を

に立ち向かっていきたいと

成９年のピークから６割

略へ向けての検討も今後２

減 っ て い る。Ｃ Ｏ Ｐ

表して、丸田頼一㈳日本公

らいの財源が、定年的に得

業、市民が協力して、この

示された。今後、行政、企

で開催され、緑の存在感が

能な空間が広くなる。境界

定めると、それだけ緑化可

１区画の面積や間隔を広く

間隔が規定される。ここで

れており、１区画の広さや

年頭の抱負を述べた。

なっていくように思う」
と、 ントになっている」などと

景観的にも素晴らしい街に

進めることで、低炭素で、 入れられており、これから

要だ。こうした取り組みを

どう展開していくかがポイ

を行う造園の考え方が取り

活躍が期待される」
「新政

まとめ役として、造園界の

活動が行われ、活動の取り

様々なセクターでの活発な

な り、 市 民 や Ｎ Ｐ Ｏ な ど

てくる。さらに、２００１

みが今後の大きな柱になっ

ＣＯＰ を踏まえた取り組

り、先にいろいろ語られた

たことから考える必要もあ

かない。いくら造園の技術

には、もはや実践で示すし

業界のことを分かって貰う

ツ協会会長が、
「我々造園

ンドスケープコンサルタン

中締めは、大塚守康㈳ラ

られるようにすることも重

流れを盛り上げていただき

て、 高 梨 雅 明 ㈳ 日 本 造 園

次 い で、 学 界 を 代 表 し

官、国土交通省から小林昭

綱男環境省大臣官房審議

その後、環境省から渡邉

非常に圧縮され、これまで

予算は、対前年度 ％減と

るが、今後もより良い都市

る。様々な課題と変化があ

政の再編も検討されてい

し、積極的に売り込むこと

易いパッケージ商品を開発

などを盛り込んだ、わかり

緑と水と土、子どもの遊び

語った。

たい。現実的なところで考

学会副会長は、
「今年の学

都市・地域整備局公園緑地・ の縦割りの投資を抜本的に

環境づくりに邁進していき

や知識が優れているといっ

会 の 全 国 大 会 は、 東 京 農

会資本整備総合交付金」と

「社
景観課長がそれぞれ挨拶。 見直し、横括りにして、

年に国の省庁再編が行われ
化事業を推進する上で必要

化施設整備計画認定制度、 お結構だ。また、様々な緑

業 大 学 で 開 催 す る。 大 会

権が取り組んだ平成 年度

地区計画など、現在の制度

な財源については、みどり

は、２０５０年の造園の世 「ＣＯＰ を受けた目標の

ても伝わらない。我々は、

をうまく使っても、一層の

税などの提案も行われてい

従って、緑化の失敗事例も多々あり、施

方自治体にも認められ、緑化の義務化や補 されていますが、屋上利用については、売 が多いようです。
助金などにより支援されています。
最近は、 電可能な太陽光発電の設置や室内のエネル

推し進めるべきでしょう。

例えば、最近話題となっているＥＶ自動

業界は、長引く不況のあおりを受け非常 屋上・壁面に続き駐車場舗装面の緑化も注 ギー効率からのみ考慮した高反射塗料の塗 工側（ゼネコン）としては緑化という未知 車の充電ステーションは、舗装面緑化や壁

日造協理事、大島造園土木㈱

大島 嘉七

なども提案されています。この場合、緑化

はエコイメージで、地球にやさしいイメー

ジを創ります。もし、全国にエコ充電ステ

ーションが展開されるとなれば、膨大な箇

所数になります。ただし、これらが、単な

る緑化の施工のみにならないよう充電設備

メーカーや自動車業界との連携が必要でし
周知のように緑化には、数値で表現され ょう。

園建設業協会会長が、
「先

表して、藤巻司郎㈳日本造

その後、乾杯は業界を代

安売りしない。人々が求め

ということを明確にして、

くるには、これだけかかる

には、これだけのものをつ

るものは、こうしたお話を

ここに集う我々造園に関わ

ていきたい」と述べた。

中にわかり易い行動で示し

我々にはある。それを世の

とすると、
市場規模は約１００億円ですが、 んでした。しかし、ここ数年自治体等が駐 性舗装も開発されています。これら建築業 などが本来の目的であるはずです。当業界 乗って緑化が求められている業界との連携

今、我々が必要なのは、環境イメージに

ンクール表彰式を開催し

第 回全国造園デザインコ

出席をいただき、文部科学

員の方々をはじめ、文部科

当日は、受賞者、審査委

報）
。

な ど が 行 わ れ た（ 次 号 詳

芸学部教授による審査講評

37

学省、国土交通省からもご

長の藤井英二郎千葉大学園

による作品発表、審査委員

どの特別賞の表彰や受賞者

都千代田区の弘済会館で、 大臣賞、国土交通大臣賞な

日造協は２月５日、東京

造園デザインコンクール
表彰式を開催

踏まえ、ともに２０１１年

の様々なお話を頂戴した。 る も の を つ く り だ す 力 が

ほどから、新年にあたって

たい」と述べた。

10

た。

の効果や緑化の可能性を検証しています。 く、とりわけ緑化が生き物であり、気候、 をアピールするとともに、他業界のことも 請負の緑化工事業ではなく、提案、連携、

都市部では従来の公園や街路樹に加え、 天候（特に最近の異常気象）による維持管 勉強しお互いの工法、システムを尊重し、 協働する緑化施工業にしたいものです。

が必要だ。そして、その際

る。こうした予算はアメリ

18

今後はますます期待できる市場と考えられ 車場舗装面での試験施工を行い、環境面で 界や舗装業界では、緑に対する知識が乏し は、建築、土木業界にもっとこれらのこと によるビジネスモデルの構築です。単なる
ます。
屋上・壁面緑化は、ＣＯ２削減、ヒート

17

てから 年が経ち、都市行

10

緑化が可能だ。緑化施設整

23

備計画認定制度はすでに全

10

布なども補助金等の支援があり、ビルオー のものを避け、同じ環境対応では緑化以外 面緑化を組み込んだエコ充電ステーション
舗装面の緑化資材は、従来からあります ナーにとっては魅力ある環境対策となって の選択肢をとることも増えています。

に苦しい時代が続いています。少し景気も 目されています。
戻りつつ安堵していたところにリーマンシ
ョックを受け、更なる試練が訪れました。

13

も生垣等に指定されればな

55

また、舗装業界では緑化舗装以外に保水 る環境改善以外の修景、癒し、生態系改善

前（平成 年）の３・３倍となっています。 が、緑化の永続性という観点から不十分な います。

46

仮に平均施工金額が１㎡当たり２万円強 ものが多く、一部でしか利用されていませ

12

28
で

た。しかし、関係予算は平

23

23

緑化が進められている。地

イニシ
SATOYAMA

10

区計画は全国 カ所で作ら

国で カ所が認定されてお

10

21

「昨年は ＣＯＰ が名古屋

集いは冒頭、世話人を代

25

園緑地協会会長が挨拶。

26

えると、緑化地域制度や緑

10

アイランド対策など、環境面から国及び地 建物の屋上、壁面、駐車場の緑化が重要視 理の難しさなどを理解していただけない人 かつコラボレーションし、環境対策全般を

グランドプリンスホテル赤坂で開かれた新年造園人の集いで乾杯の挨拶を行う藤巻司郎会長

そのような中、右肩上がりに増えてい
特殊緑化は、異業種との連携が必要
るのは、屋上、壁面に代表される特殊緑
化の部門です。国土交通省の統計によると
平成 年における屋上・壁面緑化の年間施
工面積は、約 万㎡で、統計を始めた８年

20

2,3 面 特集 造 園 の 安 全 衛 生 管 理 に つ い て
潜在的事故を含めた具体的な事故事例 ほか
3 面 【学会の目・眼・芽】第 20 回 小木曽 裕
技術と学術の連携で造園界を活性化
4 面 2010 台北国際花博覧会視察ツアー報告
【緑滴】異業種参入について思う 吉岡 威
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どうしても安全に対してお

チョウに登るだけの技量が

資質は確かにあり、適材適

われ、服装に気を付けるよ

している最中だ。

済んだが、
切断していたら、 え切れておらず、確認もな

建設業全般で、近年労働災害が増加傾向にある。これから年度末に向けては、繁

現場作業者の心構えによ

所に人を振り分けることも

るところも大きい。かつて

ろそかになってしまう部分

うに言っているが、どうし

大事な仕事である。

ても汚れが気になり、服装

なかったのではないかとの

いというコミュニケーショ

発言もあった。

ン不足で起きた事故と言え

があり、引き続き、こうし

工場が停電になり、大変な

た部分にこそ、注意が必要

ことになっていた。

の職人気質の方々は、ケガ

が付かない量だったが、イ

こぼれた砂は、運転手も気

避けられたかもしれない。

るかどうかを作業者が判断

を支えるだけの耐久力があ

安全帯を掛けた枝が自分

バイクに接触したとのこと

なければと、
車を左に寄せ、

鳴り、車を止めて電話に出

故を起こした。携帯電話が

この社員は、昨年、交通事

至らなかったかもしれない

用いていれば、パンクには

クさせてしまった。

して、誤ってタイヤをパン

に車の際まで草を刈ろうと
●低い擁壁からの転落
擁壁の上を歩きながら灌

できなかったことが、原因

だった。事故は注意力とい

が、回転歯を用いていたた

年ほど前、職長クラス

●樹上の剪定で足を切る

め、一瞬の出来事だった。

刈払いに、ワイヤー式を
木の刈り込みを行っていた

だと考えている。

う点で共通している。

トリマー使用時の事故も

●トリマーに手を挟む

になってしまう〝気の抜け

ある。両手で届かない部分

して体勢を立て直したが、 かったが、数年後にはダメ
足から着地し、かかとを骨

た枝〟だったと言え、それ

たが、同じ協力会社で、安

発生後、安全指導を徹底し

低い擁壁からの転落事故

気が付くと背中が痛かった

走馬灯のように思い出し、 注意しなければならない。

思った時には、昔のことを

て 枝 先 に 移 動 し、 ア ッ と

本人は、大丈夫だと思っ

と、
片手で作業しがちだが、 てしまった。当然、安全帯

まった。もう少し伸ばせば

戻す際に、右手を挟んでし

た剪定で、自らの足を切っ

樹上のチェーンソーを使っ

を見抜けなかった。

折した。

職歴 年のベテランが、
を左手を伸ばして作業し、 で、

ともに掛け替え時の事故

易に掛けた脚立が滑り、脚

●脚立からの転落

で、もう一件は、落下した

安全帯は付けていたが、
ンスを傷つけてしまったこ

ところが植え込み地で、圧

るなどして、落下し、フェ

とがあり、これも、油断が

と言っている。

という大変な事故になって

や過信からか、１カ月入院

いたはずだが、長年の慣れ

をして、安全に気を遣って
要因と言える。

立から転落する事故が起き

草刈時に石を飛ばし、ガ

●刈払機による飛石
迫骨折で済んだが、一歩間

転落事故が立て続けに２

●刈払による車のパンク

は濃い色になりがちだ。

ルトの埋設された高圧線を

ンターロッキング下地用の

件あった。１件は、下半身

高所をまったく怖がらな

る。

忙期を迎えることもあり、より一層の労働安全衛生への注意が求められる。造園建
雷雨という急な出来事

切断する事故があった。

粗目の砂で、土や川砂など

不随になる重大事故になっ

かった作業者の資質も関係

気を付けていても起きて

だと指導している。

しまうのが事故である。駐

は自分の恥という認識から

している。しかし、作業者

協力会社を含め、毒を吸

と、これを片付ければ終わ

の技量を見抜けなかった現
しかし、上に登って枝を

●枝ごと高木から転落

車場の草刈の際は、数日前

か、安全への意識も高かっ

場代理人、それを任せてい

から作業日に駐車しないよ

た。

る会社の責任も痛切に感じ

引するポイズンリムーバー

いイチョウの剪定で、経験

う告知するが、止めてあっ

ちんとしていない人ほど、 していたものの枝とともに

樹高約 ｍの下枝の少な
切ればいいんだろというよ

た。

斜面地での樹木伐採で、 などを配っているが、本人
も周囲も心配なので、病院

斜面地の植栽工事で、埋

と比べ、滑り易かった。

周囲に人がいないという

てしまった。

また、
資質ということで、 た車があり、作業者が丁寧

５年の社員が安全帯を使用

りといった焦り、明日は休

落とした枝が地上作業者に

激突。
頭蓋骨にひびが入り、 に行って対処している。
●ハチ刺されの被害なし

うに、仕事への心構えがき

みという気の緩みなどが原
因になったと思う。
● こぼれた砂でバイク転倒

●落とした枝が激突

設業の現場は、多くの人が出入し日々の作業状況や作業環境が変化し、ケガや事故
の危険性が高くなる。
「災害は忘れた頃にやってくる」
、ひとたび事故を起こすと、
被災者本人の苦痛や家族の心配や悲しみ、事業主自体も多くの責任を負わなければ
ならない。労働災害を絶対起こさない、労働者の生命、健康を守ることが企業の社
会的責任である。日造協は昨年度、会員そして造園に係わるすべての人々の安全作
業のお役に立てばと「造園安全衛生管理の手引き」の改訂版を発刊した（関連記事
４面）
。社内の安全教育の教材として活用していただきたい。これらを踏まえ「広
山の斜面地で、人がおら

３日間の入院となった。

を落としていた。しかし、 ら他の業者の方から多くの

ず、３ｍ程度の長さで、枝

話を聞いていたので、作業

報日造協」では、繁忙期を迎えるにあたって一般論ではなく、造園の安全衛生管理
ていた砂が、カーブで少し

前にハチの有無の確認を徹

設されていることは伝えて

バイク搭乗者は大ケガに

安心感からか、長めに枝を

転落した。

こぼれ、その夜、バイクが

周りの木々にぶつかり、誘

底させるなど、対策を取る

が、擁壁の一部が欠けてお

公園内の排水を道路の本

い た が、 夕 方 や 斜 面 地 で

至らなかったが、大型バイ

これまでに発生した事故

管に直結する工事で、道路

あったことも、原因の一つ

ク、
ミニバイクとも損傷し、 切り、思わぬ方向にぶつか

●埋設管内の配線損傷

を規制しながらの作業だっ

になったと思う。営業時間

街路樹剪定で、落ちた枝

事故を起こしやすい。

担当者、経営者の方から、具体的で鮮度の高い情報、現場ですぐに役立つ対策につ

２台転倒する事故が起き

導を行う自分の方に引いて

ことができ、事故発生の報

安全帯を掛けた枝は、見

た。本管は陶管で古く、中

内 の 遊 園 地 で、 切 断 し た

や事故になりそうだった、

に入っていた連絡用光ファ

弁償する必要が生じた。

ハチについては、早くか

いて、忌憚のないご意見をいただいた。

で、シートを掛けていた。 しまい、足場も悪く、瞬時

た。運搬は２トントラック

に逃げられなかった。１ｍ

り、
安定を損ない転落した。

かけは太く、腐ってもいな

具体的な事故事例について

程度の長さにしていれば、 告はなかった。

若い作業員で、ジャンプを

いわゆる「ヒヤリハット」
、

イバーのビニール被覆を傷
ケーブルは観覧車のもの

間に復旧できたが、一歩間

が自転車に当たり、乗って

●掛け替え時の転落

潜在的事故を含めた具体的

つけてしまった。切断に至
だったが、誰も乗っておら

安全衛生管理について

●落とした枝での物損

な事故事例について

らなかったが、通信チェッ
ず、翌日が休園日で、その

線し直す場合、２千万円は

違えば、大変な事故になる

た。転落の際にツリーサー

事故当日、
本人退院後も、
違 え ば、 死 亡 事 故 に つ な

●ハチ刺されの被害

ともに高さ１ｍ前後で、 限りのことを話して貰った

なく、除草しかさせないな

すことがあれば、草刈では

業者だったりする。繰り返

特に注意が必要だ。

は、魔の時間帯ともいえ、

過ぎ、さらに休日前の夕方

いが、仕事始め、夕方４時

○は大丈夫か？」など、声

また、特定の事故ではな

が、事故原因を本人は理解

どの手立てを取ることにな

しまった。

できず、自分を支えられる

ラスを割るなど事故を起こ
安 全 帯 は、 掛 け 替 え 時

高ければ気を付けていたの

枝だと思ったと言う。協力

すのは、ほぼ同じ業者や作
ハチ刺されの被害が２件

に落下の危険があるため、

かもしれないが、ちょっと

勉強会を協力会社を含めて
う事故で、賠償責任を負っ

あった。日頃から注意して

登っている最中は絶対に外

した気の緩みが生んだ事故

行い、本人から覚えている
た。

はいるものの灌木の中に巣

さない親綱を用いたロープ

クルに手を付き、右手首の

工場の敷地内作業で、夕

当日は、現場代理人が変

ワークによる剪定作業の研

骨折となった。

線の存在には気付いた筈

方４時過ぎ、急な雷雨もあ

があり、気づくのが遅かっ

昨年は暑さが長く続き、 がっていた。

で、配慮が必要だった。

た。

るが、事故を起こしやすい

わった日で、枝を落とした

と言える。低い位置など、 会 社 の 親 方 か ら、 あ の イ

重機の周りに近づかない

など、基本的な安全対策だ

気を悪くせず、ありがたく

を掛ける。言われた方も、

けでも十分効果がある。ま

●お節介焼き運動の実施

修を協力会社を含めて実施

作業員もこの現場の初日

黒いものが良くないと言

●現場の状況に合わせる

全第一で、私は間違っても

り、ユニックのアームを伸

●埋設高圧線を切断
バックホウが６６００ボ

現場に応じた対策への取り組み

かしてはならないと思って

街 路 樹 の 剪 定 と い う よ う 「早くしろ」と作業員を急

昨年、
「お節介焼きにな
に、同じ剪定でも、現場の

た、
「安全に気を付けよう」 りましょう」と皆で決め、 思う。そうすることで、互

半月ほど付きっ切りで街

いるが、現場にいる者はそ

路樹剪定の現場を回ったこ

られるが、その切り替えが

状況に合わせた作業が求め

た、使用する道具も多い。 しなければならない。これ

とがある。現場代理人が一

●具体的な指示が大切

いに確認できる。事故の減
らの造園を取り巻く安全衛

できていないように思う場

といった抽象的なものは効 「お節介焼き運動」を行っ
対象も古い構造物から最新

番に考えていることは、作

面もあった。どの現場も安

うではないと感じている。
で、屋外のため天候の影響

業の進み具合だ。また、昨

少は明言できないが、忘れ
生面のリスクに関わる対策

物は確実に減り効果があ
について

ている。わかっているだろ
の設備であったり、自然物

うと思うのではなく、
「○
や見えない土の中まで想定

果がなく、具体的な指示を
を受けやすく、斜面地や樹

することが不可欠だ。
上といった足場も悪く、ま

造園の現場は多種多様

日は公園での剪定、今日は

ばしたまま移動してしまい

込んでしまった。入院を伴

掛かるということだった。
光ファイバーが入ってい
ることは知らなかったが、

20

だった。現場のルールを伝

マンホールを開けた時、配

10

団地の改修工事で運搬し

20

高圧線に接触した。接触で

●ユニックが架線に接触

いた人が驚き、建物に突っ

80

ところだった。

●落ちた枝に驚き激突

クに 万円程度掛かり、配

年度末 繁忙期を迎える造園の現場における

（２）
平成２３年２月１０日

協
造
日
広 報

第４４３号

造園の
る。ナタなどの刃物やガソ
し、事故は減少している。

前に安全管理委員会を設置

年の造園の世界」となりました。ＣＯＰ において西暦

受審
JABEE

造園施工業界の方々にも学会の企画運営に携わっ

は難しい。

なる。

険と思われている造園でよ

伝わらない。一歩間違えた

併用なども考えられるが、 の悪いところでも使いやす

く使う３脚の脚立は、足場

ら重大事故という潜在的事

ロープワークと安全帯の

巡回し、また来ることを伝

り一層の注意が必要だ。

●資格更新で安全講習

『街路樹剪定士』の資格

えておくと、現場が引き締

いメリットがあることか

更新講習時に、安全衛生管

より安全で現実的な方法を

ら、公に認められるように

故からも学ぶことは多い。

提案し、早期に認めて貰う

理についての強化を行うこ

まると思い実行している。

常駐ではない現場では、 について一方的に話しても
の資質と無関係ではない。 た、

●作業者による 実施

役立つのではないか。

運転手当を払っており、 こうした対応も安全管理に
職員の許可を得て、免許セ
ン タ ー か ら、 交 通 違 反 の
データを得ている。これま

とも考えられる。

●安全対策の提案も必須

なった。これは、先人がそ

●持ち物すべてに紐

の有効性を説明し、理解し

事故が発生した場合、保

て貰った成果だ。

必要がある。

●末端まで意識を共有

現在、労働基準監督署が

険が下りる、下りないとい

近年、ゼネコンなどの仕

認めているのは、安全帯と

以 前、 一 般 的 な Ｋ Ｙ

で飲酒に関わる違反者がい

たが、現在は現場ごとに、 事は、いろいろな書類があ

う話にもなり、リスクを確

間無事故無違反だった者を

スピード違反をしている者

高所作業車の使用だ。建設

）はやってい
kiken yochi

該当者がいなかった。無事

り、安全対策も事細かに指

落下防止を図り、発注者に

持ち物すべてに紐をつけ、

壁面緑化の管理の際に、

造園にはいろいろな作業

● 作業者の意識高める資格

があり、特に高木の剪定は

葉が落ちることだけは承諾

実に移転できる方法でなけ

その代表だ。この作業での

して貰うようにしている。

ればならない。

こうした安全対策につい

安全が十分に図られている

一般の安全ネットを張るの

て、私たちは関係機関に積

かどうかが気になるところ

は現実的ではないし、費用
全意識を共有することは難

造園の現場には、安全帯

極的に提案し、また、安全

だが、
『街路樹剪定士』と

示されている。しかし、末

比較データはないが、効果

しく、慣れなどの部分で、

を掛けられない樹木、高所

を追求し、高所作業車を使

街路樹など、道路に関わ

も計上されていない。

があるように思う。

事故を起こしてしまうこと

作業車が入れない場所が現

用するのであれば、歩掛り

いった資格自体が、作業者

●刈払時の飛石防止柵
実的に存在し、安全対策が

●現場の会話・巡回

があるというのが現状だ。

直接的な安全対策ではな

を変えて貰うなど、様々な

仕事に繋がらない現在、目

事をしたからといって次の

建築の現場などでは、危

じめ、いろいろ手が掛かる

様、私たちも安全対策をは

早くとなるが、発注者側同

る。すると時間がないから

の切る作業も多くなる。よ

剪定だけでなく、伐採など

めた技術の向上を更新時を

樹剪定士』の安全管理を含

日造協としては、
『街路

どを使用し、
防止している。

として、いわゆる玉除けな

また、
管理の時代になり、 機による石などの飛散対策

求められている。
しかし、安全を監督する

●参考になる実際の話
身近で実際にあった事故

機関が対策を有している訳

いが、現場代理人に、職人

の話は、現場代理人や作業

る作業に注意を要するが、
さんと積極的に会話をする

実際の作業者が、
者に、大いに参考になる。 ではなく、

及についての協力が盛り込まれています。言葉を

の前の仕事をいかに手早く

ようになってきた。無理に
２本の樹木に集中して行う

工程と原価は常に頭にある

欠けてもいけない。また、

全はワンセットで、どれが

しかし、工程、品質、安

体制を考えてもいい。

単年度にせず、発注できる

職長、現場代理人、経営者

含めて行うことをはじめ、

●協会としても対策検討

行うかに注力しがちだ。

ため、２人が同時に登り、

が、品質と安全が置き去り

られたかもしれないが、近

競うようにして剪定するこ

年は安全確保の面から１、
●この時期こそ慎重に

とも珍しくない。さらに、

保険加入といったリスク管

理がきちんと行われている

年度末は短期や新規で現

適正工期は、安全にもつ

理などについての案内、さ

かの確認が求められる。

●有効性の理解求める

の意識を高め、事故防止に
よう指導している。職人さ

安全を検証し、その結果を

面から安全対策を講ずる必

んの資質を知るために役立

安全管理を他人事のように

監督機関に認めて貰う形に

中でも中央分離帯での刈払

ち、社内でこれらを共有す

思っている者もおり、安全

つながっていると思う。

ると、さらに効果的だ。ま

要がある。

換えれば、学術と技術の協力による造園分野の発
日本には伝統的な移植技術に立て曳き工法があ

ります。施工の機会は少なくなっていますが、貴

重な技術です。剪定技術も様々で毎年の手の入れ

方次第で、その後の景観は変わってきます。現場

での施工者のノウハウは長年の経験と実績から構

年度末の繁忙期に、特に

●現場任せでない対策を

場に入ってくる人が多い。

にされがちなのは、大きな

ながり、植物をはじめ、よ

注意を要する点について

年度末は、期日に間に合

作業コストが下がり、１本

問題。安全を損なう、事故

築されていると思います。これぞプロの技で、今

わせるべく、業者や作業者

短期だと意思疎通の機会も

でも多く剪定しようと、急

現場に想像以上の大型の重機が入り、住む人の為

以前仕事において、建替団地の移植工事の際に、

の技術は適切な評価を受け発展できると考えます。

以上に一般市民に知ってもらうことにより、造園

が増え、現場の人口密度が

不足しがちだが、こうした

いだ様子も伺え、せっかく

り、それこそ発生したら、

の発生は一番のリスクであ

理解を求めたい。

ため、発注者側のさらなる

り良い環境づくりに役立つ

おいて、安全をテーマにし

術情報共有発表会」などに

らに、例年行っている「技

識の普及を図り、加えて、

に至る安全管理衛生への意
に大切な樹木を移植している姿を居住者が身近に

高くなる。しかし、特別な

日本庭園等の伝統的な施工技術をはじめ、大規

の技術も生かされないので

すべてが失われてしまう。

●適正工期が安全対策
見た時に、驚きと感謝をされていました。

時期こそ、より慎重な安全

はと、非常に気になる。
に街路樹の剪定の場合、作

入札については、いろい

業を評価できる体制や人材

正な価格、そして、その作

た技術者による作業と、適

ポイントは、資格を持っ

リットが活かせる筈だ。

で協会としてのスケールメ

らうなど、いろいろな部分

た研究や活動を発表しても

繁忙期に限らないが、特

管理が求められる。

ると、工程管理に気を奪わ

ろ課題はあるが、発注者側

●発注の改善も一案
業者の神経を使う時間が長

無事故で、いい仕事をし

●改めて「安全第一」を
れ が ち で、 現 場 だ け で な

ていけば、次の仕事が来る

まずは、潜在的事故も含

過ぎるように思う。一度木

であり、発注機関における

めた情報収集など、実施可

に登ると、枝を切る、落と

という時代は、工程、品質、 も従前に比べ、手間が掛か

造園に関わる職員増が、安

く、会社側も進み具合はど

るようになったようで、剪

能な対策から、順次進めて

うだと聞きたくなるのが心

ることが大切だ。忙しくな

模な造園工事、身近な維持管理までの奥深い造園 対策がある訳ではなく、通
技術は、環境時代の現在、重要で価値ある仕事です。 常の安全管理をきっちりや

これらを具体化するためにも造園学会への入会をお勧めす

のでした。スタートから第５号までを見てみますと、
近年、 術と学術の連携で造園界を活性化」することが必要です。
施工業界の方々からの投稿が伸び悩んでいます。

私は本来、
造園の最終的なアウトプットは物作りであり、 るとともに、積極的な学会での活動や参加を御期待申し上
この技術を担うのは施工者であると考えます。公共工事は げます。

安全をワンセットで考える

全対策に繋がると思う。

情だ。だから、
この時期は、 す、自分の身の安全にずっ
と気を配らなければならな

定適期の６月に作業を開始

最後になりましたが、日本造園建設業協会の益々のご発

安全管理について、現場任

することが難しい場合もあ

小木曽 裕

ことができた。事故を起こ

の選択や納まりなど、多くの部分で施工側の工夫に委ねら 展を祈念いたします。
れ、民間や個人の作庭などでは、施工者が設計から施工ま

したら終わりだが、いい仕

いくことを期待したい。
登り、自分のペースで進め

（都市環境担当）
） 進み具合ではなく、安全管

せではなく、現場を回り、 い。かつてはそれぞれ木に

機会は多くなります。ここに多くの造園技術が集積されて

で任されることもあり、自社の造園技術を存分に発揮する （㈳日本造園学会理事・㈱ＵＲリンケージ 分任部長

基本的に設計図に基づき施工されますが、施工方法や材料

繁忙期や今後の安全対策について

展を目指すことがいま必要ではないでしょうか。

20

らいいかを作業者自身に示

この現場で何に気を付けた

た時に、後進や自分自身の為にもその技術のポイントをま

日本造園建設業協会と日本造園学会は平成 年に
「造園・

年とされたことも鑑み、統一テーマが付けられました。東 は造園界に於いても貴重な資料になっています。
京農業大学で開催され、初日の５月 日は

示、 日は分科会という内容を予定しています。
ていただき感謝するとともに、大会には是非お誘
いの上多くの方々の参加をしていただきたく思い

ます。造園界を取りまく課題解決や今後の有るべ

き姿に対するヒントを得ることもでき、造園ＣＰ
Ｄの取得にも有効な機会でもあります。詳細は現

在検討中でありますが、学会ホームページをご覧

頂くか、事務局にお尋ねいただければ幸いです。
さて、造園学会の刊行物の一つに「造園技術報
告集」があり、施工界の方々に馴染みがあろうか
と思います。第１号は平成 年に刊行され、その

技術と学術の連携で
造園界を活性化

「技
より広範な技術のうち価値ある有用な技術を対象としたも これらを今まで以上に意義のあるものにする為にも、

があり、後者は造園建設に関わる技術を中心に、

を期待していました。
「論説編」と「技術報告編」

を開くもので、施工業界の方々からの多くの投稿

です。技術報告集の創刊は造園技術の振興に門戸

後隔年の発刊がされ、現在第６号の発刊の作業中

13

して貰うことにしている。 端の作業者までこうした安

がおり、せっかちなど、人

完成した作品は貴重で作品は現地には残りますが、その後

多くの造園施工の工夫を凝らした結果、人の和む空間が

いると考えます。

故無違反であり続けること

表彰しているが、ある年、 ないのが何よりだが、毎年 （

社内の安全大会で、５年

●安全大会での表彰

リンン１缶など、その時は

12

２０５０年が生物多様性の保全再生に向けたターゲットの とめておくことが重要であり、その一つ一つの技術の蓄積

10

校による造園教育の現状視察、 日は総会、学会賞表彰 環境分野における社会貢献や人材育成を行うための包括協

21

式・講演、ミニフォーラム、ポスター展示、シンポジュー 定」を締結しています。その中には、造園技術報告集の普

22

ム等が行われ、 日には研究発表会、ポスター展
23

KY

ちょっとした忘れ物かもし
れないが、これらが大変な
事故につながることもあ
る。
●安全管理委員会の設置
管理業務の増大から 年

第 20 回

今年の日本造園学会の全国大会のテーマは「２０５０ この作品の施工技術を他で活かしたり、参考にしようとし

学会の目・眼・芽

特集
24
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２０１０台北国際花博覧会視察ツアー 報告
２０１０台北国際花博覧会視察ツアーは、全国各地から発着できて自由に行動で
きる気軽なツアーを提供しようという国際委員会の企画により募集し、２０１１年
１月 日から 日にかけて、全行程、短縮行程など、藤巻会長、林副会長、
、執行

台湾側の

九州副総支部長ほか総勢 名の参加者により実施した。 （技術調査部長 野村 徹郎）
る市民意識の高まりにも応

写真３ 視察先では「日造
協歓迎」の横断幕も用意さ
れていた

写真４ ゴミ処理場跡地の
公園は現地発生材を活用し
たエコロジカルな計画

委員会等の活動
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
記載事項のチェック等を
行った。
（２月４日）

優れたものがあり、平日に

技術情報共有発表会、技

技術委員会技術情報部会

えるよう、都市の再整備を （台湾花卉発展協会）
、中華
もかかわらず多くの入場者

や
AIPH
TFDA 場計画や企画展示は非常に

民国景観工程公会、台湾景

コンセプトに盛り込んだ環

術情報共有システム等につ

境負荷の少ない会場計画が

会の認証機関である

事長はじめ、台北市内で造

プロフェッショナルツアー

後の日程は参加者自身がプ

すでに３５７万人以上の入

ログラムできるような企画

会場内の説明、混雑してい

８名が参加し、にぎやかな

とした。自由なプログラム

をコアプログラムとして前

会話とともに材料や工法な

に戸惑う方もおられたかも

園業を営む方たちを中心に

プロフェッショナルツアー
：造園事情視察

どの情報交換が進み、今後

総務委員会広報部会
広報日造協２月号から３

当 社 は、 価 格 競 争 に 巻

主力商品の天然木ウッド

販売」を行っております。

日造協賛助会員の紹介

き込まれない差別化商品を

デッキ、枕木、郵便ポスト

㈱リーベ

世界 カ国から輸入し、造

守りだけの経営では事業拡大は困

難である。もてる技術で異業種へも

参入し、事業拡大をはかる。そのた

めには、先に述べた我々の強みを発

揮させることである。我々造園業界

人が造園・植物の持つ魅力、可能性

に気づき、
『異業種ではわからない

知識と技術がある』と明言できるも

のを確立することが異業種参入の早

道だろう。この方法であれば巨額の

投資は必要ではなく、造園業界のみ

が出来うる異業種参入の方法である

と考える。

㈮・登録造園基幹技能者

特例講習（東京）

・技術委員会技術情

報部会

㈪・総務委員会広報部会

㈭・登録造園基幹技能者

講習（東京）～ ㈮

・事業委員会正副委

員長会議

㈯・第 回全国造園デザ

インコンクール審査会

・台北花博ツアー

～ ㈬

㈭・建専連会員団体事務

局長会議

㈪・街路樹剪定ハンドブ

ック編集委員会

【２月】

３㈭・運営会議

・新法人移行検討プロ

４㈮・九州総支部交流会

者様へ施工案件紹介も行っ

ております。

■取り扱い商品：天然木

ウッドデッキ材（ウリン・

イペ・セランガンバツー・

サイプレス・レッドシダー

など）
、枕木（中古・新品）
、

人工木・木製フェンス、表

……………………

ホームページ・
www.1128.
jp連絡先・法人営業部☎

０４７・４７０・９５０１

ジェクト会議

５㈯・第 回全国造園デザ

インコンクール表彰式

会表彰式

・沖縄国際洋蘭博覧

７㈪・総務委員会広報部会

㈭・地域リーダーズ会合

８㈫・総務委員会財務部会
㈫・新年造園界の集い
（関西） ９㈬・関東・甲信総支部交
流会

５㈬・新年造園人の集い

【１月】

ノウハウを生かし、造園業

さらに、当社の高い集客

いております。

に対して高い評価をいただ

付加価値の高い差別化商品

ナル商品）の開発にも力を 札、郵便ポスト、石材、タ
入れ、造園業者様からも、 イル、塗料、塗り壁、オー
ニング、ガレージなど。

また、ＰＢ商品（オリジ

ります。

は国内トップの販売量を誇

27

園、
建設関係の業者様へ
「卸

月号、 周年記念事業など

を審議した。
（１月 日）

日造協ベストセラー 技術者必携

「造園安全衛生管理の手引き」販売中

価格は２５００円（日造協

管理にお役立てください。
し、新たな情報を加え、造

会員９８０円）
。ご注文は

年に改訂
関連ビジネスにも参考とな

園作業の実態を踏まえた作

本書は平成

るような企画を継続したい

ください。

業別安全基準なども収録。 日造協ホームページをご覧

は異業種の人には理解できないだろ

これまでの知識や技術で異業種に
比べれば植物を扱う農業、林業ある
いは自然・環境にまつわる部門への
参入のハードルは高くない。

も有望である。

常に手元に置き、安全衛生

る。独特のバランス感覚、経験に基

景気低迷の影響か、あるいは環境

う。これらのことが我々の強みであ

づく『感』など。木と話をするなど

の時代なのか、緑化業界への他業界

る。しかし、造園業界が異業種へ参

本、組織力ではかなわないが、異業

迎え撃つ造園業界はどうか？ 資

もあった。

バブル景気のころ大企業の造園参入

物材料の販売へ参入など。
かつては、 入した話は少ない。

を表明。石油業や印刷業の企業が植

業が屋上緑化や壁面緑化事業へ参入

周知のとおりである。電気業界の企

にする。食品大手の壁面緑化参入は

からの参入についての話しをよく耳

異業種参入について思う

と考えている。

くの方々が参加でき、造園

のビジネスにもつながるこ

場者を記録している。

の配慮をしていただいた。

景観工程公会の協力によ

事現場の視察を行った。台

しれないが、今後もより多

博覧会事務局長でもある鍾

北市内では、銀行の庭園、

今回のツアーは、従来型

り台湾の造園技術や造園工

國成氏の丁寧な説明を受け

ホテルの屋上緑化など造園

の添乗員同行、スケジュー

代表であり
AIPH

たあと、美の競演館、国際

工事事例を視察。台北県郊

ル通りという団体旅行のス

台湾

出展エリアの日本出展、未

外の三鶯地区ではゴミ処理

長はじめ、国立台湾大学

おわりに

来館など人気のパビリオン

場跡地の公園建設現場、歴

視察先では、担当者から

日本の庭園デ

李名誉教授、許教授、中華

14

台北国際花博覧会とは
でにぎわっており、目標入

タイルではなく、博覧会と

観学会など多くの造園関係

日の交流会には、謝理

いて審議した。
（１月 日）

る国際園芸博覧会として台
の日本代表会員機関である

ろ、１月 日夕方時点では

場者数８００万人のとこ

湾では初めて（アジアでは
とともにアジア地区の代表

画や運営企画にアドバイス

を中心に視察

史的街並み保存地区である

とが期待される。

るパビリオンへの優先入

会場へのスムーズな入場や

者のご協力により、博覧会

日造協は、国際園芸博覧

７番目）の開催となる博覧

会であり、
テーマを「彩花、 会員でもあり、台北花博覧

として、圓山公園、美術公
等を行ってきた。また、街

流水、色鮮やかな新世界」 会の開催に際しても会場計

園、新生公園、大佳河濱公
路樹剪定講習会や造園技術
などを通じての交流もあ
り、今回の視察ツアーにも

博覧会会場の視察

AIPH 場、造園工事現場視察など

（
AIPH
The International 行われている（写真２）。
Association of
台湾と日造協
Horticultural Producers:

国際園芸家協会）が認定す

26

園など ・８ の会場面積

で、２０１０年 月６日か

46

した。

リアには、浜松

説明を受けることができ、

三峡老街を視察した。

市、福岡のＮＰ

参加者からは活発な質疑応

国際出展エ

Ｏ遠東亜太交

答がされていた（写真３、

ザインに多く

民国景観学会 蔡秘書長、

20

37

20

40

吉岡 威（内山緑地建設㈱）

AIPH Antalya Expo

～ ㈫

田国際委員長）

（ ト ル コ ）査 察（ 和

㈭・

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

15 14 10

16

ら２０１１年４月 日まで

開催されている（写真１）
。
国際園芸博覧会としては
初めての試みとして、大都
市の中心部にある公園やス
タジアムなど既存の施設を

流センター、埼

４）
。

日の交流会には、中華

交流会

玉の安藤龍二
＆ＮＰＯ地域
環境緑創造交
流協会の３庭

の来場者が関

など博覧会・造園関係者

園芸療法、ヒーリングなどの分野

37

25

種ではわからない知識と技術があ

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

㈫・造園施工管理技術検

修部会

・事業委員会教育・研

㈮・北海道支部交流会

22

21

26

17

11

14

20 17

22

27

31

18

22

23

24

園が出展され、 民国景観工程公会 謝理事

心を寄せてい

催された。

名以上が参加し和やかに開
博覧会の会

た。

10

巧みに利用し、都市化の進
む台北市内での緑化に対す
壁面緑化で作られた博覧会ゲート

25

24

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

ha

11

17

22

写真 2 既存のサッカー
スタジアムのスタンドを
活用した花修景
写真 1

24

協
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