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対する「会員実態調査」の

回復に向けた支援活動を行

域の生活、経済活動の早期

援などとともに、被災地地

る被災地会員への救援、支

今回の東日本大震災によ

会員の被災情報の収集、 とを決定。

被災会員に対する見舞金支

日、運営会議で、 出・義援金の募集、造園工

うこととした。

３月

実施方法の検討を行った。

伴う復興支援調査の実施、 体制実態、公園等の防災効

①東北地方太平洋沖地震に

果等の調査の実施体制づく

事完成物の被災実態、防災

②本部に「東日本大震災対
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策本部」
設置と概要を決定。 り等を当面の活動とするこ

散の恐怖や電力不足と非常

な

ど

通常理事会を開催

平成 年度

東京都千代田区の弘済会館

総支部長

等会議を３

月 日、 時

半より、東京

都千代田区

の弘済会館

で開催し、①

公益法人制

度改革、②東

日本大震災

に 係 る 対 策、

③入会に関

する取扱要綱の改正、④日

造協創立 周年記念事業の

再構築の４案件を審議し、

承認した。

があいさつ。
「東日本大震

理事会は冒頭、藤巻会長

束し、精一杯行ってまいり

できることを会員一同が結

を表します。当協会として

収支暫定予算、④給与規定

支補正予算、③平成 年度

制度改革、②平成 年度収

議案として、①公益法人

災が発生し、２万人を超え

たい」と語った。次いで、 等一部改正について、⑤会

心からお見舞いと哀悼の意

る方々が死亡・行方不明と

で開催した。

る。
被災された方々に対し、

事会を３月 日、 時より、 に 厳 し い 状 況 に な っ て い

平成 年度第２回通常理

東日本大震災対策 報告

第 ２ 回
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東日本大震災対策本部を設置

た。
３月 日、
総務委員会で、
対策本部の組織と役割

被災地会員への支援活動など実施
平成 年３月 日、 時 分に宮城県沖、 時 分に茨城県沖で相次ぎ大規模

よう要請があった。

日、 の災害応急対策に取り組む

行方不明者という想像を絶する惨事に見舞われた。
日造協では、３月
日、電話、メール等によ

部」を設置、本部長、副本

本 部 に「 地 震 災 害 対 策 本

急通行車両等確認証明書等

部長、事務局等を決定。当

また、３月 日付で、
「緊

の迅速な発行手続きについ

面の活動方針として、①会

る被災状況確認の連絡を実

通省から「東北地方太平洋

て」
、警察庁に対して「被

の申請があった場合には、 義援金募集等を掲げ、合わ

沖地震に係る災害応急対策

せて、①創立 周年事業の

員の被災情報の収集、②被

再構築、②本部・支部等事

災会員、被災地域に対する

迅速に対応いただけるよう

務所の災害時応急対応備品

災地域への災害応急対応の

資機材の調達や労働力の確

依頼した旨通知があり、両

への協力について」
、災害

保など、建設業界等の全面

件について、会長名で各会

応急対策のため、
建設機械、 ため、緊急通行車両等確認

的な協力依頼。地方公共団

施。３月 日付で、国土交
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地方、茨城県、千葉県を中心に、北海道から神奈川県に至るまで、戦後最大の死者・

地震が発生。この「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う津波などにより、東北

15

電所の被災による放射能拡

加えて、福島第一原子力発

祝辞をいただいた。

公園緑地・景観課長からご

いう大災害に至っている。 ご来賓の小林昭国土交通省

案件を審議し、承認した。

局長の再雇用についての６

員の入会について、⑥事務

急いても思いは整理がつかず、急遽この度 威に対して十分にその回避方法を検討する 一体となり叡智を結集し、まずは防災を最 状況などの実態調査や、義援金などの支援

の災害に対して造園建設業に携わる人間と とともに、強個な基礎や長大な堤防を築く 優先にしたグランドデザインの構築を図 活動計画が提案されました。そして、これ

人たちが安心して生き生きと住める新たな との調和、さらに安心と安らぎに配慮した 論され提案が支持されました。また学識の

はじめに、このたびの「東北地方太平洋 して、私の感じた事、そして思いを書かせ だけでない自然環境と調和し、そこに住む り、これに私達の得意分野である自然環境 を受けた理事会においてもこれが活発に議

寛

り、長く厳しい道のりかと思います。私達

ますが、本格的な復興活動はこれからで有

た物質的な支援活動からのスタートとなり

です。まずは、被災地の救済や復旧へ向け

提言や提案、ご意見をいただき心強い限り

被災地復興へ向けてのプロセスは、まず 都市計画を伴った街づくりをしていかなけ ランドスケープデザインを重ね合せた都市 理事からもこれからの対策について貴重な

沖地震」において被災された皆様に心より て頂くことにしました。
お見舞い申し上げると共に、犠牲になられ
た方々そしてご遺族の皆様に対し、哀悼

奥 本

計画の提案や、技術を提供することが重要 は、全国１０００社にも及ぶ会員企業（仲

そこで建設業の一員である私たち造園建 だと考えます。私達の役割は、どこからか 間）と共にこの未曽有の災害に対する危機

の揺れよりも津波の被害が大きくありまし 順番で街づくりが進みました。今後、災害

ての役割を果たすことが出来るよう最善の

㈳日本造園建設業協会においても震災後 努力を積み重ねて行きたいと思います。

この様な時こそ何かお役に立てるような た。町を元通りにするだけでは解決しない に対して安全・安心を担保できる復興を目 すぐに藤巻司郎会長を本部長とした震災対

し、ただ呆然とするばかりでした。

拡大する深刻な被災状況を目の当たりに ん。この度の東北地方太平洋沖地震は地震 場を建設し造園業界が仕上げをするという を起こすことだと思います。

原発事故の発生と、しばらくは日を追って な街づくりに取り組まなくてはなりませ フラを建設し、建築業界がビルや住宅・工 ての積極的な提言をまとめ、連携した行動 った仕事の最前線にある建設業の一員とし

て来る被災情報、追い打ちをかけるような して、その後には経済の復興にむけて新た でしょうか。これまでは、土木業界がイン 一日でも早くそして納得のゆく復興へ向け ともに、国土を造る・守ると言う使命を持

ったなと直感しました。案の定刻々と入っ の安定と安全の確保が第一と考えます。そ 設業は、どんな役割を担うことが出来るの 声がかかるのを待つようなことではなく、 感を共有し、被災地におられる会員各社と

宮城県沖と聞いてこれは大変なことが起こ て住宅・食糧・医療を中心とした日常生活

に遭遇しました。震源は何百キロも離れた 被災者の救出、ライフラインの復旧、そし ればなりません。

日造協理事、㈱日比谷アメニス

「東北地方太平洋沖地震」について思うこと
協会より本編の原稿を依頼された直後

の意を表します。

の３月 日 時 分、私が東京に生まれ育
46

って 年余、過去に経験の無い大きな揺れ
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体等と緊密な連携を図りな

総支部長等会議を開催
４案件を審議、承認
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の購入、③被災地の会員に
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員当てに通知いたしまし
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13
がら、可能な限り被災地域

25
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提言や行動を起こさなくてはと、気持ちは 多種多様な課題が沢山有ります。自然の脅 指すには、国・自治体・学会と建設業界が 策本部が設置され、当面の活動として被災

40

役 割
地震対策の全般統括
本部長の補佐
●安否情報収集・発信・共有、義援金の募集、広
報対応、会員救済処置の検討、支援活動の指揮
●海外との情報交換による義援等への対応
●造園空間被災実態、防災体制の実態、公園緑地
の役割等に関する調査の実施の検討等

役職
氏 名
本部長 会
長 ：藤巻 司郎
副本部長 副 会 長 ：林
輝幸
本 部 員 副 会 長 ：佐々木吉和
副 会 長 ：和田 新也
技術委員長：髙橋 一輔
事業委員長：梅川 真澄
事 務 局 本部事務局：職
員
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60

2,3 面 特集 造園領域での情報技術の活用について
インターネット、CAD, 電子入札など情報技術が普及・進化
3 面 【学会の目・眼・芽】第 22 回 濱野周泰氏
造園が創り出すものの科学性と技術
【緑滴】お接待の心 山口昌宏
4 面 【協会だより】中国総支部、四国総支部、中部総支部、沖縄総支部ほか
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東日本大震災において亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し

上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお悔やみを申し上げま

す。また、被災された皆さま並びにご家族、ご関係の方々に心

からお見舞い申し上げ、一日も早い復興をお祈りいたします。

２００１年６月、国土交通省が公共事業に関する電子化「ＣＡＬＳ／ＥＣ」を進めるため、地方公共団体で
の普及に向けたアクションプログラムを策定し、２００７年を目安に国、都道府県、政令指定市への普及完了、
２０１０年には市町村を含めた全ての公共工事の発注への導入を目指すとしたことを受け、翌７月の広報「日

松本吉廣副社長は、
「シ

アップも容易で、他地域で

情報の一元管理は、バック

よる障害も危惧されたが、

営判断が可能。さらに、停

理も素早く行え、迅速な経

一元管理によって、月次処

松本副社長は、
「情報の

ないということです」
。

に十分注意しなければなら

なったため、その取り扱い

単に取り扱うことが可能に

が、
必要以上に行うと、
却っ

の統一などを行いがちだ

アクセス権限の設定や書式

や統一感などから、細かな

業もあるが、同社は制限せ

メールの制限などを行う企

スクリーンを持ち込むのは

ジュール管理などに利用。 ません。プロジェクターや

開 は 自 由 で、 自 分 の ス ケ

仰々しく、見せることを前

ており、各事業所で作成さ

事に関する情報化も行われ

では、経理や原価管理、人

安全性も高められる。同社

いて、一番気を付けなけれ

ただ、こうした情報化にお

難な場合も、本社や他の事

を防止。
効率化だけでなく、 電など事業所での業務が困

入するなど、セキュリティ

どのメリットもあります。 どの処理を行うＶＰＮを導

業所で入力を代行できるな

対策も行っている。

したり、第三者から隠すな

では、通信データを暗号化

こうしたことから、同社

ルの場合、管理職以上に公

ループウエアのスケジュー

このため、同社では、グ

う。

いシステムとなってしま

て利便性を失い活用されな

て、 ギ ャ ラ ク シ ー タ ブ

み で は、 営 業 ツ ー ル と し

今後に向けての取り組

ずに利用しているという。

見て貰えるタブレットを活

足りません。さっと手軽に

やソフトでは、ちょっと物

提としていないノートＰＣ

なか言葉だけでは伝えられ

保管することにより、消失

思決定もスピーディに行え
れたデータも本社のサー

造協」３３６号から「中小建設業のための情報化」を２号にわたって特集。当時電子入札に即対応可能な会員

期的な会議、入社式にも活

地でのデータ消失や停電に

しては、セキュリティ対策

また、情報の一元化に際

れ以外の職員は、公開非公

開を義務付けているが、そ

「私たちの仕事は、なか

討している。

と、
現在研究を進めている。

ことができると思います」

事をよりわかり易く伝える

用することで、私たちの仕

ます」と、効果を語る。

やアイ
(GALAXY Tab)
パット
の活用を検
(iPad)

は ％であり（３４１号）
、その後、情報化に向けた対応策などを紹介してきた。それから 年、電子入札は

用。事業所間での打ち合わ

現在の所持者がすぐにわか

情報を大量に、瞬時に、簡

ばならないことは、重要な

今や一般化、インターネットをはじめとする情報技術はさらに進化し続けている。そこで本号では、情報化に

福岡県久留米市）の情報化
ステムの導入で、決済に要

らなかったりしますが、現

今回の大震災では、被災

おける最近の動向として、
会員の取り組みの一端を紹介する
（次号
「賛助会員の情報関連サービス紹介」
に続く）
。

効率化と活用と安全管理
内山緑地建設㈱
フトウェアパッケージを使

のポイントは、効率化と活
せなどにも利用している。
する期間を短縮、業務を可

用している。

用、そして安全な管理だ。
効 率 化 で は、 グ ル ー プ ウ

内山緑地建設㈱（本社・ でき、役員会をはじめ、定

同社の情報化は 年以上
視化することができ、情報
の一元管理により、検索や

を 経 て お り、 現 在 利 用 し

エアの導入もすでに

年

前にさかのぼり、当初から

パソコン１人１台を推進
再利用が飛躍的に向上。書

スケジュールやタスク、ド

案、
「門柱」
「土地改良材＆

スカイガーデン」などの提

ニュメント等」
「空中庭園

キのある暮らし」
「枕木モ

アプローチ」
「ウッドデッ

へのリンク、
「住まいの顔

図面アルバム」などの画像

対策なども実施。アドバイ

また、同社では、ＳＥＯ

ています」

文書や画像を送り、更新し

同社ではポスティングも

の売り上げも伸びている。

ります」と、想定外の反応

入社につながったこともあ

せて欲しいと相談があり、

で、これを見て、ぜひ働か

詳細が掲載されているの

載していませんが、事業の

と武田社長。この結果、 また、当社は求人案内を掲
ジのお手伝いをして貰い、 す」

た方に引き続きホームペー

実施。この効果も問い合わ

内で処理。煩雑なものは、 ３倍になり、肥料や表札等

手間のかからない部分は社

せ増の一因だが、ポスティ

東京在勤者をはじめ、

～ 人が本社に集まると、

成を依頼し、活用を図って

な く、 ど う い う 会 社 な の 『ちょい不良（わる）庭師

ものは、そうしたものでは 『 新 着

りがちだが、顧客が求める

業振興基金の「ワンストッ

子袋」などの商品、
そして、 ザーの方の紹介で、㈶建設

らかの形でホームページを

プサービス」
「新分野進出」 あり、ほとんどの顧客が何

たいとアクセスする傾向も

ングを見た人がもっと知り

を占めていた公共事業が６

アルは、売上げの９割近く

もある。

上に、活用されています。

ホームページの専門家と

肥料」「こだわりの盆栽」「種

効果を高めることができま

いうと、最新技術を駆使し

となる。
ます。稟議書、受注決裁な

にしました」と武田社長。

たり、華美なデザインに走

きたが、セミナー後、県か

か？、安心して任せられる

同社への問い合わせは２～

そして、この数年で特に

どは、スピード化が求めら
㈱武田園芸（本社・山形

これ以前も同社では、専

ているかを知ることができ

充実したのが、電子決済な

れており、組織が大きくな

県東根市）の情報化におけ

に利用できる。

旅費だけでも相当額で、移
どを行う「ワークフローシ

る特徴はホームページで、 門業者にホームページの作

ら派遣して貰ったアドバ

㈱武田園芸

動時間などのロスもなくな

るに従い遅くなりがちな意

活用について

のブログ（社長日記）
』へ

回、
県の助成が年１回あり、 閲覧しているという。

という助成がそれぞれ年２

割近くに減少。個人をはじ

転機は平成 年。経済産業
省の施策による県の助成で

イ ザ ー に 意 見 を 伺 い、 リ

のリンクがある。

ホームページのリニュー
銀行がＩＴ化入門セミナー

ニューアルすることにした。 のか？で、これに応える情

ジは、
営業ツールでもあり、 の意向もあり進められた。

ビデオ 』
、
YouTube
を開催。武田和博社長が受
講したのがきっかけだ。

「アクセス解析を行うと、 年５回行っているという。

そのため、安心できる会

め、民間受注を増やそうと

「 ア ド バ イ ザ ー の 方 は、 報がわかり易く用意されて

社であることを示そうとＩ

ＳＯを取得したり、有資格

武田社長は「ホームペー
「２日間にわたるセミ

どんなキーワードで検索

ＰＣを持参することもあり

「効果は顕著で、以前の
中小企業診断士でもあり、 いることが何より重要だ。

ますが、逆にお客様の方か

者数を掲示。コンクール受

ナーは、財務・経理ソフト

は、月 ～ 件程度でした

し、
当社にたどり着いたか、 ホームページへのアクセス

ら、当社のホームページを

賞歴として、日造協の全国

何のページを多くの人が閲

件。
「枕

開いて、
「ここにある庭の

造園デザインコンクール入

このため、トップページ

が、現在は

ように」と提案していただ

には、同社の専門分野、お

木」や「和風」の検索が意

くことも多々あり、想像以

いろいろな示唆をいただき

覧し、どんな方が来ている

外に多く、こうした結果を

ましたが、樹木や庭のこと

客様の声、人気商品ランキ

のかの見当をつけることが

反映していくことで、より

などを活用した経営管理の

は、当然わかりません。で

ン グ、 ホ ー ム ペ ー ジ の メ

できます。当社は、アドバ

合理化とインターネットの
活用がテーマでしたが、会

すから、こちらの意図を理

イザーとして来ていただい

～
社の規模や現状から、イン

ニューがあり、
「和風・洋
イスを得ました」
。

風の新着施工事例」
「作品

300 40
ターネットに魅力を感じ、 解して貰いながら、アドバ
ホームページを見直すこと

400

30

20

システムは、全事業所を結

情報技術が普及・進化

20

ステム」で、キャノンのソ

現在のシステムは４世代目

アップ体制も備えている。

バ ー で 一 元 管 理。 バ ッ ク

10

ホームページをどう使うか

類だと、郵送中だったり、

議」で、
９年ほど前に導入、 キュメント管理などの機能
シ ス テ ム は、 起 案 し た 人

効率化と活用でもっともわ 「

を持ち、携帯電話でもアク
も、随時、現在どこに回っ

かり易い例が、
「テレビ会

セス可能、現場でも効果的

」。
TeamWARE Office

し、
メールの送受信を開始。 て い る の は、 富 士 通 の

14

20

り、導入効果は大きい。現

㈱武田園芸のトップページ

11

30

んだ会議も低コストで運用

内山緑地建設㈱のトップページ

（２）
平成２３年４月１０日
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賞作品なども掲載。
「私は

を目に付き易い場所に配

イブや観た映画、食べ歩き

長の趣味であるバンドのラ

別化に貢献していると思わ

そ重要で、同社の個性、差

つながり、こうした情報こ

す」
と武田社長。
ホームペー

いる公園でも演奏していま

ドは指定管理者に協力して

ないこと。一度契約すると

ントは、変な業者に騙され

意点として、
「一番のポイ

なかなか解約できないなど

など、私的な内容も盛りだ

ジを核にそのつながりの輪

置、事例を掲載。顧客の開

れた。

ＣＡＤではなく、手書き図

さらにユニークなのは、 くさんで、顧客として考え

。
面ですが、
個人のお客様は、 発にも活用しています」
それに好感を持たれている

実際、
「お客さんからブ

は、先のアドバイザーだ。 る方との出会いが最も重要

このブログ掲載を勧めたの

が拡がっている。そして、 の話も聞いています。行政
ると、社長の人柄、日々の

ログ読んでるよ、との声を

トップページに配置された

良くいただき、施工後も接

ようで、作品図面アルバム

仕事ぶりがうかがえる内容

武田社長は情報化の際の注

なのでは」という。

からの紹介など、信頼でき
は、逆に安心して任せられ

点になっていますし、バン

ビデオ』や『社
YouTube

長のブログ』で、現場での

る会社、社長という評価に

へのアクセスも多くなって 『
います。また今後、力を入

施工の様子のほか、武田社

お願いしました。日本造園学会で進めている造園遺産のイ

ンベントリーづくりのさらなる活発化や、地域に埋もれて

いる古典・伝承技術を掘り起こす意味などを含めて、あえ

日本造園学会が刊行している造園技術報告集第６号の編 て再現性や統計による統一性が担保されにくい科学論文と

学会の目・眼・芽

れていきたい工場緑化管理

日造協で
は、 街 路 樹
剪定士指導

庭園の施工前の現地での事

フラワーコンテスト」出展

艶館」での「国際インドア

ホームページも、そうし

積極的だ。

など、新たな取り組みにも

トガーデン工法を生み出す

ないイベン

も客土をし

伝えながら

技術を守り

の審査過程を経ることで日本造園学会が公開する学会

術とは何かの悩みを抱かせたものと考えています。こ

て提出されるまで、査読をお願いした方々にも造園技

業進めてくれました。投稿された論文が最終原稿とし

はいかにあるべきか？の課題と向き合いながら編集作

委員も同じように造園技術とは何か？技術論文の審査

技術報告集へ投稿された論文を掲載するにあたり編集

考えさせられました。学会の学術刊行物として、この造園 かし一般に技術は、現在を中心に未来へ、そして物、人、

員 を 務 め、 集を責任者の立場で担当して、改めて造園技術とは何かを しては取り扱いの難しい論文の拾い上げを行いました。し

映像は、博覧会の目玉と

前打合せから、来場者の様

を制作した。

以来２７０編余りの論文によって造園技術が社会へ発

秀技能者「なにわの名工」 する自治体の緑化関連助成

造園工で初めての大阪府優

へのリンクもあり、
「無料

の手法や協働による緑地の管理方法、さらには計画の

らの策定に関する手法や方策、市民によるまちづくり

る上での技能、みどりを中心とした地域の計画やそれ

は、みどりを題材とした伝統的な地域の技芸を展開す

組織、場と目的を具現化する手段として適用される

なったパビリオン「美の競

誌としての公平と普遍の価値を備えることになりま

す。この課題は、６号の発刊に到るまでの各号の編集

た気風が感じられ、大規模

ス例を掲載するほか、毛虫

に関わった各委員にも共通するものです。本号で創刊
者がリラックスできる空間

道の標識を直すボランティアの人、
人、人。登校する小学生や中学生

造園技術は「時と場」によって形成される多様な条

管理、校庭の芝生化などを

件の下で展開されています。造園技術報告集第６号に

信されました。
そもそも今回の花博への

サイドバーに設け、幅広く

の駆除、ビル・マンション

出展は、同社・田中明男代

は、 編の技術論文が収録されています。収録論文

を実現した。

と声をかけてくる。茶髪の高校生が

声をかけて走り去る。

普通の庶民がさりげなく日常の習慣

を受賞し、それを知った台

相談受付中！無料お見積も

視点からみた作品の評価法まで幅広い分野に及んでい

もリンクし、府内を中心と

として、訪れる巡礼者たちに接する

湾側が出展を依頼したのが

ます。また特定の植物の種類に関する、造園的取り扱

のである。これらの人々に助けら

「まずネットで調べるで

もので、そこには科学性が求められています。

平成 年３月 日㈮午後、科学性とは何か？普遍

11

東日本大震災が発生しました。筆者は 年来、釜石

性とは何なのか？ということを重く考えさせられる

23

市箱崎半島箱崎白浜と仮宿を中心にこの一帯をライ

フワークの調査地としています。本年も３月 ～ 日

の予定で箱崎半島へ入る矢先の出来事でした。現地か

ら貴重なデータを供給していただいている当事者と

して科学に携わる一技術者としてよりも、被災状況

の報道を視聴して人と物が無くなる悲しさと虚しさ、

そして悔しさで一杯の日々を送っています。時間が

経過するとともに色々な評論が出されていますが「も

のづくり」
、特にハード面の方々の「想定外」は科学

偏重の表れともいえます。自然は人智を超えた動き

をするものであり想定は通じないものであることを

認識する必要があります。この度の震災は、
改めて
「も

のづくリ」にあたり歴史を遡ることと箴言の重要性

を示唆してくれています。

造園の大きな使命のひとつである「ものづくり」

続けている四国の人々。見えないも

の人々。他への思いやりの心を持ち

見たことがなく、今後の参

を扱ったＤＶＤはこれまで

インドアの日本庭園づくり

術というより、こんな風に

ＶＤ作成もその延長。新技

に」と田中社長。今回のＤ

録、 分にまとめました。 気軽に声を掛けられるよう

る な ら と、 そ の 模 様 を 記

したら良いのではとの思い

あろうお客さんが安心して

てはあまり拘らず、造園学会員にとって有益と思われる論

ます。

まで収載していることも、この技術報告集を特徴づけてい りません。

文として公表するには、難しい判断を求められるもの

きない単独・歴史的事象に展開される技術など科学論

地域の限定された環境下で、あるいは再現性が担保で

いについての基本的な論文も掲載されています。また

が行われているかぎり、技術は無くてはならないも

のへも心を寄せている四国の人々。

考にして貰えればと、一部

を形にする際便利だったの

文を積極的に採用する方向で審査を進めていただくことを

編集委員会は、査読者へ「新規性」や「普遍性」につい とご冥福をお祈り申し上げます。

（㈳日本造園学会理事・東京農業大学教授）

濱野 周泰

被災された方々とお亡くなりになられた方々へお見舞い

課題であることを思考の片隅に必ずおかなければな

ついて議論を交わすとき、
「科学」は必ず突き当たる

ざるを得ないものです。今後も造園技術とは何かに

のであり、まさに技術と向き合うことは宿命と言わ

そんな人たちが住む四国は温かいの

は２千円で販売し、自社の

が広い意味でのＩＴ。ごく

このような風習を持ち続ける四国

である。

自然な導入と言えそうだ。

田中社長は、
「どうせや

きっかけ。

造園が創り出すものの科学性と技術
営業ツールにも活用できま

ある。
雨の日も、
雪の日も、
風の日も。

は今日も四国の道を歩み続けるので

れ、励まされながらお遍路さんたち

実施中」の文字も踊る。

何も特別な人たちではなく、ごく

表取締役社長が平成 年、 対応。社長自らのブログに

が
「おはようございます。頑張って」

名は、
「奔向自然～
Fly to 庭 園、個 人 邸 の 施 工 例 か
～」 で、 来 園 ら、緑地施工、メンテナン
the Nature

子までを記録。庭園の作品

便利なＩＴを自然に利用
期：２０１０年 月６日～

て」と差し出す。お遍路道に接する

30

㈱田中造園土木
㈱ 田 中 造 園 土 木（ 本
２０１１年４月 日）への

登ったり下ったり、あるいは集落の

自宅の軒先を改造し、そこにイスと

第 22 回

す」と制作意図を語る。

山口昌宏（㈱岐阜造園）

28

社・大阪市）は、２０１０

ばさんが、お遍路さんを呼び止めて

焚いて待つ集落の人。道の草刈り、

出展経緯をまとめたＤＶＤ

対して「お接待」と言う風習を持ち

四国の人々は、この巡礼者たちに

る。

台 北 国 際 花 卉 博 覧 会（ 会

お 接 待 の 心
四国は温かい国だ。気候も然るこ

この国には弘法大師（空海）が遍

とながら人の心が温かいのである。 続けている。道端でミカンを売るお

と握らせる。寺の門前ですれ違った

家々の間を潜り抜けるようにして続

テーブルを置き、ポットに入った熱

41

路修行をしたと伝えられる カ所の 売り物のミカンを「食べて行けよ」 自転車に乗ったまま「おはよう」と
寺を巡るお遍路道がある。その距離

地元の参拝者の奥さんが、小さな紙

いている。この道は平安時代ごろか

いコーヒーを「どうぞ、飲んで行っ

袋に入れた五百円玉を「お接待させ

１１００キロとも１２００キロとも
言われている。
カ所、ほとんどの寺は山の中腹

にあり厳しい坂の上に、さらに急な
階段を登らないと到着できない。寺
と寺を結ぶお遍路道は海沿いに延々

ら現在まで１２００有余年、形を少

て」と無人の接待所を提供する。

と何十キロも続いたり、山の尾根を

し変えながら寺巡りのお遍路さんた

古家を改造して、何時来るとも分
万人とも言われてい からないお遍路さんを囲炉裏に火を

ちが巡礼している。その数、年間
万人とも

21

88

㈱田中造園土木のトップページ㊤
今回作成したＤＶＤ㊦

40

造園領域での情報技術の
30

26

25 11

インターネット、ＣＡＤ、電子入札など
特集
88
20
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総支部・本部との交流会を各地で開催
本部 ・総支部 ・支部の協力で要望を

中国総支部

管理工事を取り巻く状況に
ついて、各総支部の事例紹
介や要望時の本部からの参
加を希求。事業委員会で発
注実態アンケートの結果を

り、本部・総支部・支部の

基に要望方法を検討してお

建政部、企画部との意見交

中国総支部は３月４日、 総支部から、地方整備局の
広島市まちづくり市民交流

そのほか、公益法人改革

協力体制で取り組むとの回

に伴う総支部・支部の運営

換について報告。経審の実

発注減の中で競争参加資格

などについて、活発な意見

プラザで、本部との支部交

当日は、総支部・支部か
の拡大、技術要件等の加点

態に応じた工事高の計上、 答を得た。

ら８名、本部から和田副会
などを要望。植樹帯改良工
交換が行われた。

流会を開催した。

長、高梨常任顧問、清水事
事の提案等を報告した。
意見交換では、道路植栽

ついて意見が寄せられた。
われた。

業係長が参加。正本総支部
長、和田副会長挨拶の後、

道路植栽のパブリックコメント等に意見
大島総支部長、林副会長

「 街路樹剪定士指導員研修会 」
全国の推薦者参加し大阪で実施

３月 日～ 日に大阪府

のものです。

日造協が
「街路樹剪定士」 「指導員」を養成するため
の資格制度を設けて 年が
経ち、これまでに約１万名
の資格者が全国で活躍し

豊中市の服部緑地におい

路景観の創出維持に寄与す

知し、美的感覚を持った街

は街路樹の機能と効果を熟

ました。

街路樹剪定士 名が受講し

施し、全国から推薦された

部の協力のもと研修会を実

ています。
「街路樹剪定士」 て、近畿総支部・大阪府支

るもので、さまざまな発注

期待と責任も増大していま

するとともに、資格者への

など発注者の認知度が向上

要件として取り上げられる

本剪定と剪定の解説、最後

の講義、実技講師による見

定技法や指導員の役割など

研修内容は、１日目に剪

アピールの機会とし、みど

の挨拶の後、
「日造協本部 す。また、街路樹の都市環 に地域における街路樹の実
の活動状況等」について、 境に対する役割も大きく市 情や剪定手法についての意
本間事務局長ほかが説明。 民の関心も高まっています。 見交換を行いました。

これらを受けて、日造協

四国総支部は３月 日、 事が増えているシルバー人
りの大切さだけでなく、造

その後、
意見交換を行った。

周年記念事業を社会への

材センターの問題。剪定等
園技術、造園建設業の認知

意見交換では、今後、総

四国総支部
ホテルマリンパレスさぬき

度の向上に役立てる機会に

支部と相談して中部整備局

支部から鬼頭総支部長ほか

意見交換では、浦添市ほ

が減る中、条件緩和を検討

工事となっているが、発注

技術の向上を図る指導的役

全国の街路樹剪定士の剪定

てタイワンフウとイチョウ

て、ケーススタディに沿っ

平成 年度「技術情報共有発表会」

実技は「指導員講師」の

を各１本剪定しました。
景観の相談にも対応できる

割を担い、各地域の街路樹

２日目は実技試験とし

の委託業務を完工高にカウ

なるよう、広報活動に力を

に道路の維持管理の発注に

名、
本部からは林副会長、 ル、地方整備局の道路植栽

て欲しい。
また、経費削減のため、
会報や会員名簿等のあり方
を見直し、経費を節減する
工夫が必要。会員が減少傾
向にある中、事業収入の増

か２団体の景観審議会に造

中とのことであるが、推薦

今回開催した研修会は、

開催した。当日は、
総支部・ ントできないか。みどりの

で、本部との支部交流会を

大切さの社会へのアピー
入れるなどの回答をいただ

ついての要望を考えてお

のパブリックコメント等に

道路維持管理発注の要望を検討

中部総支部
交流会は、大島総支部長

り、その際は本部も同行し

いた。

高梨常任顧問、上沼技術課

長が参加して行われた。
冒頭、鬼頭総支部長、林

副会長が挨拶。高梨常任顧
問より本部の活動状況が紹
介され、次いで、各支部長
中部総支部は３月 日、

園がメンバーとして選ばれ

人の数については、再検討

の意見が出された。

ている。また、景観に関す

願いたい。

本間事務局長が参加して行

ほか、本部から林副会長、 額に努めるよう求めるなど

名古屋市内で総支部・支部・ ら総支部、支部役員 名の
本部との支部交流会を開催

また、保険の未加入、技

等が現状説明を行った。

術不足などの課題があるに
した。

る資格制度を日造協主体で

そのほか、沖縄は総支部
と支部が一体なので事業及

４月 日 鹿児島で開催へ
全国都市緑化かごしまフェア開催期間中の４月 日

㈭、 時～ 時、鹿児島市内の鹿児島東急インで開催し
ます。発表会の後、交流会も実施します。
び経理の一本化を検討して

皆様の参加をお待ちしております。

ジ】

い。

いきたいなどの意見が出さ

詳細は、随時【日造協メールニュース】
【ホームペー

さらに、入会に関する取

れた。

吉村知泰氏

㈱吉村造園 、
(
)

大場二郎氏（㈱大場造園）
、

日造協賛助会員の紹介
ミロモックル産業㈱

確立に役立つことは周知の

事実ですし、コンクリート

リーン緑樹苑）
、吉村建介

用いて国産材・間伐材の屋

殊な木材保存処理の技術を

め土木構造物等の納入を通

材に注入し公園施設をはじ

安心・安全な保存剤を木

や鉄にない良さを持ってい

氏（㈱千乗園）
、
「樹木医」

外使用の促進を図っている

ミロモックル産業㈱は特

の阿部竜也氏（㈱クリエイ

ます。

ティブ阪急）
、学科は技術

卯之原昇氏
（技術副委員長・

術顧問・立山造園事務所）

や鉄に主役の座を譲ってし

度上の問題でコンクリート

てきましたが、耐久性や強

は国内産の木でまかなわれ

０２、東京☎０３・３９０

大阪☎０６・６３９０・０１

……………………

かつて土木構造物
（橋等） して環境にやさしい社会づ

㈱昭和造園）と本部事務局

歴史文化環境整備室課長補

園緑地・景観課国営公園維

質確保課長＝澤田大介（公

貴（土地・水資源局土地政

営公園整備係長＝石川啓

▼ 公 園 緑 地・ 景 観 課 国

▼公園緑地・景観課安全

中村孝（農林水産省林野庁

▼公園緑地・景観課付＝

務所調査・品質確保課長）

整備局国営昭和記念公園事

佐＝山口亜希子（関東地方

▼都市・地域政策課長補

人材局主席試験専門官付試

公園維持係長（併）人事院

▼公園緑地・景観課国営

備総合交付金総合調整室）

係長 大臣官房社会資本整

緑地・景観課安全基準指導

合調整室＝曽根直幸（公園

会資本整備総合交付金等総

基準指導係長 大臣官房社

広報課長）

本瑞天（大臣官房政策評価

▼自然環境計画課長＝塚

＝星野一昭（自然環境計画

▼九州地方環境事務所長

環境省関係

地・景観課）

係長＝笠原由加里（公園緑

▼公園緑地・景観課法規

長）

策課土地企画調整室調整係

係長）

佐＝林直人（住宅局建築指

持係長（併）人事院人材局

技術研究センター都市・住

宅・地域政策グループ副総

森林整備部研究・保全課環

験専門官＝富所弘充（公園

連絡調整室 大臣官房社会

佐 大臣官房都市再生機構

８㈫・新法人移行検討プロ

７㈪・総務委員会（広報部会）

４㈮・中国総支部交流会

３㈭・運営会議

㈬・総務委員会（全国）

㈮・運営会議

㈫・中部総支部交流会

研修会

～ ㈬

・街路樹剪定士指導員

理事会

㈮・総支部長等会議

㈫・沖縄総支部交流会

振興会事務局会議

㈭・造園・環境緑化産業

３㈰・ＡＩＰＨスプリング

【４月】

㈫・資格制度検討会議

報部会）

㈪・技術委員会（技術情

・運営会議

>

７㈭・総務委員会（広報部会）

<

境保全専門官）

緑地・景観課国営公園整備

資本整備総合交付金等総合

ジェクト会議

４月１日付

▼関東地方整備局国営昭

調整室＝辻本慎太郎（公園

９㈬・事業委員会（全国）

ミーティング～６日㈬

画部会）

４㈪・事業委員会（事業企

課長）

和記念公園事務所調査・品

括）
）
）

官）

主席試験専門官付試験専門

くりに貢献します。

の野村徹郎技術調査部長が

８・８８５０

>

を使うことは循環型社会の

まいました。しかし、木材

委員会の立山富士彦氏（技

会社です。

富 永 和 博 氏（ ㈱ ア ー ト グ

29

担当しました。

人事異動
国土交通省
都市・地域整備局関係

都

>

導課付（国土技術研究セン
３月 日付
<
>
▼辞職
（さいたま市技監） ター研究第一部長（㈶国土
＝角南勇二
（大臣官房付
（鈴
鹿市副市長）
）

<

３月 日付
▼辞職（東京都建設局緑
化推進担当部長）＝町田誠
（大臣官房付（さいたま市
技監）
）
▼辞職（横浜市）＝正木
章子（公園緑地・景観課景
観・歴史文化環境整備室景
観企画係長）

<

４月１日付
▼大臣官房審議官

市・地域整備局（併）公園

緑地・景観課長＝小林昭
（公
園緑地・景観課長）
▼辞職＝柴田敏彦（大臣

緑地・景観課長補佐 大臣

ジェクト会議

１㈫・新法人移行検討プロ

官房付（愛知県建設部公園 【３月】
監）
）
▼公園緑地・景観課長補

官房都市再生機構連絡調整

・資格制度検討会議

・建設系ＣＰＤ協議会

㈭・四国総支部交流会

室 大臣官房社会資本整備
▼公園緑地・景観課景観・

総合交付金総合調整室）

23

も関わらず、単価が安く仕

総支部・支部事業等一本化検討

沖縄総支部
沖縄総支部は３月 日、 て行われた。
和田副会長の挨拶の後、本

当日は、下地総支部長、 創 れ な い か 検 討 し て 欲 し

部交流会を開催し、総支部

間事務局長から「本部の活

中頭郡西原町の大漁屋で支

から下地総支部長ほか 名

動状況」を説明、次いで、 扱い要綱について、完成工

（併）

23

13

等でご案内いたします。
http://www.jalc.or.jp/tec
意見交換を行った。

事高の２分の１以上が造園

が出席、本部から和田副会

～ ㈰

㈬・台北花博審査会

～ ㈮

㈫・西安博覧会審査会

24

・技術情報共有発表会

視察

㈭・全国都市緑化フェア

同会議

㈬・総支部長・支部長合

29

22 18 16

（併）

（併）

・
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20 12
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受講者が剪定した樹を自ら説明

28

25

31 29

講師陣との意見交換

30
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12

28

21

22

31

（併）

23

17

（併）

10

長、本間事務局長が参加し

10

13

（併）

（併）

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

29
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