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また「第 回都市公園コ

の復元」で国土交通大臣賞

が、造園技術の継承や都市 「首里城書院・鎖之間庭園

㈱井内屋種苗園
（和歌山県） ンクール」で㈱沖縄庭芸が

の森』
」が受賞した。
（コン

デン『フジクラ木場 千年

の「ギャザリア ビオガー

さんの庭）
」と㈱富士植木

安心を担う重要な役割を果

緑化事業に永年にわたり従

るだけでなく、
都市の安全・ （北海道）
、井内優氏（ ）

たしています。また、低炭

を受賞。㈳日本公園緑地協

ルの表彰が行われた。

都市賞、都市公園コンクー

者国土交通大臣表彰、緑の

で開催され、都市緑化功労

が 月 日に日比谷公会堂

みどりの都市」全国大会

る「ひろげよう 育てよう

市緑化月間の中心行事であ

意を表します。
」と挨拶。

皆様には、心から喜びと敬

要があります。受賞される

民運動を展開・推進する必

向け一丸となり全国的な国

す。緑豊かな都市づくりに

防災公園の整備が急務で

時の復旧の救援拠点となる

とりわけ大規模地震や災害

に強く求められています。

がオープンスペースの整備

祝辞を述べた。

に期待しております。
」と

に繋がっていくことを大い

我が国の豊かなまちづくり

いくことは誠に意味深く、

都市緑化運動を展開されて

方々が一堂に会し、幅広く

とができないものです。

地域づくりのうえで欠くこ

本大震災からの復興・全国

発表した。基本方針は東日

平成 年度予算概算要求を

国土交通省は９月 日、

３割削減されている。平成

年度と比較して 兆円、約

月号で紹介）

概算要求のうち、都市局

─

１２７億６６００万円〈同

材の育成と技術力の向上が重要とな

今回のポイントは①復興

☎０３・３４４０・１１１１

用の植物廃材を地産地消型

再生可能エネルギーとして

活用するため、発電プラン

トの開発と、災害時におけ

る運営計画の策定など国営

月 日には第３次補正

予算案が発表され、国営公

として、事業費５０００万

万円
（同０・ ）
を要求した。 園 等 の 復 興 に 係 わ る 経 費

競争力を支える成長基盤の

の整備について、市町村に

る都市公園
（津波防災緑地）

被害を軽減する機能を有す

市公園事業のなかで、津波

災復興交付金（仮称）の都

加した。また、東日本大震

と安全・安心な都市の実現、 円、国費５０００万円を追

の継承、技術開発や技術情報の共有

強化、④地域活性化に向け

ィ）の構築、③都市の国際

化により技術力の向上を図ること

た質の高い都市の整備・管

おける都市公園等の整備水

準にかかわらず交付対象と

して支援することが明記さ

形成の予算要求（ 億円） れた。

②のスマート・シティの

たは拡充して要求した。

理の促進―の４つを新規ま

が、生き物を扱う唯一の建設業とし

て他業界との差別化のためにも必要

となります。

また造園建設業を社会に広くアピ

ールする普及啓発活動の展開、国際

園芸家協会（ＡＩＰＨ）活動への参

領域の拡大を目指すことも重要とい

秋の褒章

平成 年

のなかには、都市の公園・

えましょう。さらには魅力ある産業

画や海外との技術交流を通じて活動

として雇用環境の整備に力を注がな

当協会から
２氏が受章

来年４月を目途に日造協は一般社

ければなりません。

団法人へと移行することになります

が、今後とも造園建設業の発展と社

会的使命を果たすべく日造協活動に

時より

２０１２新年 造園人の集い

２０１２年 １月５日 木曜日

東京都港区高輪４─

品川プリンスホテル アネックスタワー５階 プリンスホール

は 困 難 で あ り、公 共 事 業

す。様々な機会を捉えて緑豊かな空

月に「造園工事」に屋上等緑化工事

ります。造園施工管理技士、街路樹

取組んでまいります。日造協発展の

験を行うとしている。

また、
都市環境整備では、 公園をフィールドに実証実

的な防災対策の強化を推進

予算の要求及び日本再生

策、ヒートアイランド対策などの環

間・景観を創造することこそが、造

が位置づけられ、環境対策面での活

剪定士、植栽基盤診断士等の資格取

ため皆様の一層のご支援、ご協力を

街路樹等から発生する未利

皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください

６億５０００万円［同０・

（うち国営公園整備１２

７億６６００万円〈同０・

〉
）
、国営公園維持管理１

１ ２ 億 ２ ２ ０ ０ 万 円〈同

度比１・ 倍の要求を行った。 １・ 〉
）
］を要求。

平成 年度予算概算要求
公共事業予算は平成
年・ 年度の２年間で、

に事業費１億５６００万円

関係予算は、
「国営公園等」 緑地環境整備総合支援事業

について事業費３７９億４

しつつ、持続可能な社会づ

００万円［対前年度比０・ （同０・ ）
、国費５２００
次いで表彰式では、日造

くり、安全・安心の確保、

０・ 〉
］
、国営公園維持管

②持続可能な低炭素・循環

年度は「これ以上の削減
協からは、
「都市緑化及び

重点化措置に対する要望

理１１２億２２００万円

型 都 市（ス マ ー ト・ シ テ

倍（うち、国営公園整備
都市公園等整備・保全・美

成長戦略の推進等に重点を

を 最 大 限 に 行 う 」と し て

〉
）
］
、国費３０

園建設業の発展を図り、造園技術の

境問題、地震・津波災害対策、誰も

園建設業の活動領域と規模を大きく

４兆４８３７億円、
対前年 〈同 １・

向上を通じて都市緑化の推進等に寄

が安心して暮らせる生活環境づく

広げていくと確信しております。

求・要望を行う。

与するため、同年 月４日の設立に

り、美しい景観づくり、緑のストッ

く環境は、公共事業費の大幅な削減

動領域が広がる礎が築かれました。

得の促進や登録造園基幹技能者講

心からお願い申し上げます。

30

全国大会を開催
素・循環型時代の構築に大
事するなど、都市緑化推進

会会長賞を、箱根植木㈱の

大会冒頭、主催者を代表

続いて来賓として、前田

10

都
市
緑化月間
きく寄与することが求めら

の功績が顕著であるとして

して㈳日本公園緑地協会の

武志国土交通大臣（加藤利

クール受賞作品については

れており、みどりを育み守
受賞した。

丸田頼一会長が「都市公園

化運動における都市緑化功

「
（仮称）阿佐谷北公園（Ａ

っていくことは持続可能な

等の緑のオープンスペース

男国土交通省都市局長：代

労者国土交通大臣表彰」
で、 置 い て メ リ ハ リ の あ る 要

今年で 回目を迎える都

の整備は皆様の熱心な努力

読）が「都市のみどりは、

吉原伸氏（ ）吉原種苗㈱

全国のみどりに携わる

により浸透してきました。

やすらぎやうるおいを与え

国営公園等に
事業費３７９億円

従来に増して幅広いニーズ

こぎ着けたことがわかります。それ

藤巻 司郎

わせて常に磨きをかけることが肝要

た造園力を継承し、時代に照らし合

そのためには、先人達が育んでき
クの有効活用などへの対応を挙げる
このような中、日造協の要望活動

ことができます。

から 年、現在では社会的に広く認
知されるまでになりました。これも
諸先輩方の多大なご尽力の賜物と感

社団法人 日本造園建設業協会会長

などにより厳しい状況が続いていま

これからも常に時代のニーズや課題

習、造園ＣＰＤ制度の推進による人

であります。とりわけ次代を担う人

す。一方で、将来の発展を見据えて

を的確に捉え、社会の変化に即応で

材の育成、伝統的な造園技術・技能

により、平成 年（２００３年）７

取組むべき課題が多々生じておりま

きる態勢を整えておく必要がありま

78

防災公園の 整 備 急 務 に

挨拶する丸田頼一
日本公園緑地協会会長
㈳日本造園建設業協会は、この
月４日に創立 周年を迎えることが
できました。これも国土交通省を始
め多くの関係機関の方々にご指導、
ご支援をいただいた賜物と感謝を申
し上げます。
この節目の年の３月 日に東日本
大震災が発生しました。お亡くなり
になられた方々のご冥福をお祈り申
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す。地球温暖化対策、生物多様性対

この 年余り造園建設業を取り巻

謝を申し上げます。

「日造協」創立 周年を迎えて

し上げますとともに、被災された皆

様方に心よりお見舞いを申し上げま
す。日造協では、被災地、被災会員
への支援活動、日本造園学会と連携
した復興支援調査などに取組んでま
いりました。被災地の一日も早い復
興を祈念しております。
日造協の歴史を遡ると、昭和 年

（１９７１年）４月に建設業法が改
正され「造園工事業」が土木から独
立した業種として位置づけられたの
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を契機に、先人達が一致団結し、造

平成 年秋の褒章が発表

され、黄綬褒章を鬼頭愼一

氏（ ）㈱双葉造園社長（高

知県）
、和田新也氏（ ）
、

箱根植木㈱社長（東京都）

がそれぞれ造園工事業の業

務精励の功績で受章の栄に

輝いた。

㈱双葉造園 鬼頭愼一氏

箱根植木㈱ 和田新也氏
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お か げ さ ま で 創 立40 周 年 を 迎 え ま し た
niver

人気のスタンプラリー

田松原の７万本のマツの中

ます。また、三陸海岸の高

ご来場頂いた。本特集では岩手・岐阜・愛媛・熊本で行われたフェスティバルの各支部の活動を

スターを作成し、展示を行った。ＮＨＫをはじめとするマスコミにも取り上げられ、多くの方に

） をご参照下さい。
http://www.jalc.or.jp/fest/2011/index.html

紹介する。なお開催一覧は（

本部より技術提供等のご指

で１本だけ残った 希望
｢
のマツ の保護活動に際し、
｣

電気、交通、物資等のラ

室

を生かしながら楽しく樹木

したが、会員が樹木の特徴

年は難しいとの声もありま

た。スタンプラリーは、今

ことに気が付きました。ホ

思っている人が非常に多い

日に自分で何かをしたいと

供します。この３年間で休

ローチ資材として格安に提

道路に面した箇所に植栽さ

キの両側及び市の都市計画

ン通路であるサンサンデッ

剪定作業は、会場のメイ

（高さ７ｍ）
を植樹しました。

じ大気環境木であるケヤキ

運営を行っているところで

名を教えることにより、親

ームセンターでは取り扱い

れている高さ５～８ｍのク

県からの感謝状授受

す。当緑化祭りでは、園内

しみを持っていただいたと

をしていない解体材チップ

スノキ 本を歩行者や施設

部が主体として設立してい

の樹木名を答えるというス

思っております。親子、若

等も良く売れました。入場

相談も併設しました。

病害虫、雑草退治等の無料

業界のＰＲ、樹木、庭園、

差し上げました。もちろん

行い、好評を得ています。

緑化材フリーマーケットを

示コーナーでは３年前から

絶対忘れないでしょう。展

く、この時覚えた樹木名は

す。
（岩手県支部 事務局） 残るものにしたいというこ

ていきたいと思っておりま

が増加するような企画をし

らも中身の濃い、来場者数

を下回りましたが、これか

行事、農繁期と重なり予想

者数は他のイベント、学校

とで、公共施設における緑

た。記念行事としては形の

の剪定作業の説明を行い、

もに高所作業車を使用して

シと花の種を配布するとと

に会場を訪れた方々にチラ

には、スポーツを楽しむ為

行いました。剪定作業の日

るに相応しい樹形に剪定を

ど、１年後の開会式を迎え

の支障となる枝や枯れ枝な

る

タンプラリーを行い、景品

い二人での参加は微笑まし

アンケート調査によると

工事で残ったブロック、レ

の環境整備を行うことと

緑化の大切さや緑を守る日

ＮＰＯ法人緑の相談
｢
｣が指定管理者として

（参加賞）として花の種を

リピーター客も多く、 回

ンガ、張石材、丸太等アプ

し、平成 年秋に「ぎふ清

周年

以上参加の方もおりまし

支部設立

されるようになり、業界に

ントも災害復興を願い再開

止、延期となっていたイベ

支援、応援があり、全て中

施致しました。この「岩手

まつりの協賛事業として実

さて、全国造園フェステ

来場者が見込める国営公園

のイベント活動は、多くの

通じ日造協の活動をＰＲし

パネル展示や花苗の配布を

一員としてブースを設け、

立緑化センター」秋の緑化 「全国造園フェスティバル」 ベント開催日に出展団体の

ィバルについては「岩手県

や県営公園、県庁前広場な

して、小規模なイベントで

います。
そのような中でも、 目的の１つである「環境保

企画していきたいと考えて 「造園フェスティバル」の

めるようなイベントなども

設立 周年を迎えたため、

今年度は、岐阜県支部が

る平成 年秋に記念植樹と

ター」で、その 年前とな

なる「岐阜メモリアルセン

会式が行われメイン会場と

が開催されることから、開

挨拶、目録贈呈の後、渕上

場所で行い、小栗支部長の

ていた剪定作業日が台風に

施しましたが、当初予定し

会員企業が参加協力し、実

植樹作業や剪定作業には

流国体」と「ぎふ清流大会」 造協の活動をＰＲしました。

とっても明るいきざしが見

県立緑化センター」は当支

大変残念でした。来年も動

終わらないように、もう少

全貢献のＰＲ」に合致する

記念植樹・植栽木を剪定

幸いなことに会員家族全て

やりが出来ないとのこと

物園で開催する場合には、

し子供も含めた親子で楽し

導をいただき厚く御礼申し

の無事が確認されておりま

え始め一同感謝致しており

で、色々代案は考えたので

この『餌やりイベント』を

上げます。

時期も静寂そのもの、これ

り』などといった動物園な

すが、相手はやはり生き物

復活させたいと思います。

イフラインの復旧と何より

から我々の業界はどうなる
す。

らではの親子で楽しめるイ

のことなので折り合いがつ

も関係各位からの温かいご

ものかと思う日々でした。

園業者に頼まず庭木の剪定

ベントも企画していたので

岩手県支部は今年３月
日の大震災、大津波の被害
を受け、春の活気あふれる

全国造園フェスティバルを
愛媛県立とべ動物園にて実
施しました。秋晴れの中の

の種（２５０袋）や、チュ
ーリップの球根（二個入り
を１５０個）の配布をした
ので女性のお客様には大人
気で、大変喜ばれました。
当日は週末の動物園とい

て、行事内容を検討しまし

記念の事業を行うこととし

民に知ってもらうことが、

の記念事業の活動内容を県

うことを計画しました。こ

施設内の植栽木の剪定を行

ことができました。式典は

渡しの式典に間に合わせる

ありましたが、県への引き

など作業員の調整の問題も

月５日にヤマモモの植樹

は中止となってしまいまし

性等に関する事のアピール

木に囲まれて生活する必要

際には、もっと造園や、樹

者としては、イベント等の

うことです。造園に携わる

だん薄れているな……とい

に対する興味が、毎年だん

は、訪れるお客さんの造園

ルを開催しての正直な感想

トを作っていきたいと思い

会をつくれるようなイベン

造園や木々の良さを知る機

多くのお客様とふれあい、

園資材の展示、販売などで

うな、また実際の庭木、造

もっと気軽に質問できるよ

を持ってくださった方々が

虫、育苗といった事に興味

からもこのような剪定、害

園相談がありました。これ

今年は例年になく多数の造

た。また、この入口に面し

ｍのものを 本植樹しまし

ュメントとなるよう高さ８

モモを選定し、入口のモニ

している樹種の中からヤマ

県が大気環境木として指定

うこととし、樹種は、岐阜

武道館入り口の植栽桝に行

記念植樹は、高木のない

と実施しました。

日比事業委員長の采配のも

ものとして内容を計画し、

ェスティバルの目的を達成

ことができ、今回の造園フ

の活動を広く県民に伝える

や業界紙に掲載され、今回

定活動の模様は地元一般紙

げてくれました。式典や剪

ナモちゃんも参加し盛り上

スコットキャラクターのミ

には「ぎふ清流国体」のマ

お言葉を頂きました。式典

副知事より感謝状と感謝の

ている樹木を使った散策し

ように動物園内に植えられ

子供たちに木々と親しめる

く来場されたこともあり、

例年はとべ動物園さんに

は自身の経験談も含め、皆

されました。しかし、今年

たのではないかと思います。 遽『カバの餌やり』に変更

さんのよい相談相手になれ

はさらにそのカバにも子供

らくできないとのことで急

なっている為にゾウはしば

支部とで協同企画したので

いで、とべ動物園と愛媛県

しいものにしたいという思

行うイベントとしてふさわ

させ、広報活動も広範囲に

今後は、スタッフも充実

す。

自然あふれる動物園で造園フェスを企画

イベントを行う必要性を再確認

た。自然あふれる動物園で

が必要だと実感していま

ます。

た広場の植栽桝で、過去に （岐阜県支部
協力していただき『ゾウの

が 生 ま れ た 為、カ バ も 餌

技術委員長 入口寛紀） 枯れた２か所についても同

事務局長 杉山秀志）

できたと思います。

（愛媛県支部
ながらの説明会や、さらに

餌 や り 』 や『カ バ の 餌 や

うことで家族連れの方が多

1

1

てきました。

平成 年 月 日（土） 提案・設計、お手入れの相

をされているお父さん、お

すが、昨年、ゾウの子供が

さて、このフェスティバ

開催といきたかったのです
が、あいにく前日の天候は
雨……当日の天気が心配さ
れましたが、朝までには雨
もやみ、晴れ空に期待しつ
つ曇り空からのスタートと
なりました。動物園の入園
ゲートを入って正面の案内
看板の前という絶好の場所
を提供していただき、動物
園の開園時間の９時からお
昼過ぎの 時までの間に、

23

岐阜県支部の昨年までの

談や竹垣等のサンプルの展

祖父ちゃんたちが庭木の剪

かず今年は餌やりイベント

11

愛媛県の自然における造園

30

「全国造 園 フ ェ ス テ ィ バ ル ｣
への取り組み

示を行いました。又ご来場

定に関する相談に多く訪れ

生まれ、母親の気性が荒く

15

より 週間繰り延べになる

してくださった方々に先着

ました。造園技術者として

花と緑をアピール

43

全国造園フェスティバル開催
日造協会員が様々な催事を展開

〝花と緑で美しい日本を！〟日造協会員が身近な公園や広場などを会場に全国一斉に花と緑の
アピールを行う「第 回全国造園フェスティバル」を実施した。今年は、当協会が創立 周年を
周年事業である東日本大震災復興支援活動として㈶日本緑化センター等と共

40

同で行った陸前高田市の「希望の松」の保存のための技術的な支援活動の様子などを紹介するポ

迎えることから

6

今年は近年の不況のため造

花の種や球根を配布

10

10

のあり方の説明や、庭木の

2

愛媛県支部

23

13

どで開催し、各公園等のイ

24

10

30

40
ではありますが、色々な花

岐阜県支部

特 集
岩手県支部

（２）
平成２３年１１月１０日

協
造
日
広報

第４５２号

大人向け「花の寄植え教室」
「緑の相談コーナー」設置

ョンとして、地元の「アマ

会員が来場者にプランター

「花の寄植え教室」は、

ベントを行いました。

ターもすべて配布しました。 ゼントをして、
喜ばれました。 工夫して、
混乱を防ぐこと。

なり、会場に飾ったプラン

評でまたたく間に全てなく

者に配布されました。大好

や、花、サーベル等のプレ

バルーンアートのプードル

ヘリウムガス入り風船や、

に対して、受付けの仕方を

今後の課題として来場者

バンド演奏の時に 月と

して終了しました。

チュアバンド演奏」等のイ

に花の寄植えを指導して、
「ネイチャーゲーム」
は、

年の第１回から、毎年、熊

熊本県支部は、２００６

げと、好天に恵まれ、開会

でもＰＲしてもらったおか

ＮＨＫラジオや、新聞各社

教室」
「緑の相談コーナー」

大人向けに「花の寄植え

考えました。

工夫をこらしてイベントを

と、
昨年の３倍準備をしまし

３００個、花苗１０００株

増を予想して、プランター

してもらったので、来場者

いました。マスコミでＰＲ

す。小学生や親子づれの小

について学べるイベントで

植物の知識や大切さ、自然

招いて、ゲームをしながら

ネイチャー協会より先生を

上がったように思います。

場者増もあり例年より盛り

て下さいました。今年は来

ソング等の演奏で盛り上げ

もアニメソング、フォーク

テントを張る位置を工夫す

て、少し寂しかったことで

しまって正面に人が居なく

で、聴く時に木陰に入って

は言え暑さが厳しかったの

アマチュアバンドの演奏

完成品は、持ち帰ってもら

本市に隣接する阿蘇熊本空
前から大勢の来場者があり

小学生以下が参加できる「ネイチャーゲーム」も好評

港そばのテクノ中央緑地で

入れも行い、きれいに清掃

事務局長 高田則行）

ズに出来、最後は芝生の手 （熊本県支部

べきだと反省しました。
楽しんでいました。

大会後の片付けもスムー

成させて作った堆肥も、
会員

さい子供も喜んで参加して

以下が参加できる「ネイチ

た。また樹木の剪定屑を熟

フェスティバルをいかに

今年は来場した子供達に

本大震災からの復興に係る公園緑地
捕捉した事例など、津波災害の減災

を軽減した事例や車両等の漂流物を

一方、樹林が後背地の家屋への被害

は、公園緑地の機能面の必要性や将

なお、復興まちづくりにあたって

とが必要である。

緑地の配置を適切に検討していくこ

（１） 災害廃棄物は、適切に分別

は、以下のとおり。

に関する基本的考え方のポイント

緑地造成等への災害廃棄物の活用

用について

から、その対応を行うことが必要で

る盛土の崩壊等の危険性があること

熱、ガスの発生、地震及び津波によ

については、木くずの分解による発

なお、木くずの盛土材としての活用

より提供され、無料で来場

ャーゲーム」
。アトラクシ

整備の基本的考え方』（以下、
「基本

来の維持管理の負担等に留意し、適

の活用が可能である。

的考え方」という。
）について公表
に一定の効果が見られた。

正な規模や配置を検討することが必

ある。

⑶

を行った。
ゆるハード・ソフトによる多重防御

（２） 公園緑地については、あら

（５） 津波堆積物は、盛土材及び

緑地造成等への災害廃棄物の活


本大震災からの復興に向けたまちづ

２． 基本的考え方の概要

し処分することが原則であるととも

中、多くの都市で、壊滅的な被害を

平成 年３月 日に発生した東日
くり計画の策定が本格化している

に、活用する災害廃棄物は有害物質

植栽基盤として活用が可能であるこ

要である。

とを新たに示した。

（４） 被災地の地形の特徴等も考

が含まれていないことを前提とす

なお、盛土材として活用する場合は

の一つとして、減災効果を期待する

今次の津波災害における被災状況

慮し、津波防災に資する効果的な公

る。なお、公園緑地の造成に当たっ

ものであり、以下の４つの機能を有

受けた海岸部等に津波災害の減災効
果を期待する公園緑地整備が検討さ
している。

ては、表土の保全、活用等地域生態

や公園緑地が果たした機能を踏ま

園緑地の配置計画を検討することが

れている。また、津波により発生し

必要であり、以下の①～⑤の公園緑

え、被災都市の復興計画づくりに活



用できるよう、津波災害に備えた公

の津波に対する津波エネルギー

た大量の災害廃棄物については、そ

① 多重防御の一つとして、一定

の迅速な撤去、処理とともに、緑地

盛土材としての要求品質を確保する
の減衰、市街地へ到達する水量

系へ配慮することが望ましい。

園緑地整備の考え方についてはじめ

地を配置する際の留意点を示した。

造成等への幅広い有効活用が求めら

こと、植栽基盤として活用する場合
① 海岸部の樹林帯

要である。

は必要に応じて改良を行うことが必

を減少させる湛水の場、漂流物

発生量が比較的多く盛土材や建設資
① コンクリートくず

③ 二線堤沿い等の樹林帯

② 湛水機能を有する空地等

ことが可能であることを示した。

下の
（３）～
（５）のように活用する

の３種類を基本とし、それぞれ以

③ 津波堆積物

成 年 月頃を目途に策定する予定

て検討を進め、技術的指針として平

だくとともに、工学的な検証を通じ

後、地方公共団体等から意見をいた

え方を公表したところであるが、今

今般、中間的な段階での基本的考

④ 避難地となる公園

（３） コンクリートくずは、盛土

② 木くず

⑤ 大規模公園等の広域防災拠点

東日本大震災からの復興に係る
公園緑地整備及び緑地造成等への
災害廃棄物活用の基本的考え方について
②

３．おわりに

る災害廃棄物は、東日本大震災での

てとりまとめた。

しかし、これらについて、技術的

れているところである。
体系的に整理したものがないことか
ら、国土交通省都市局公園緑地・景
観課では、造園、都市計画、津波災
害、土木工学、環境地盤工学等の専

また、被災地の復旧・復興を円滑

③

門家からなる「東日本大震災からの

に進めるため、再利用可能な災害廃

の捕捉

復興に係る公園緑地整備検討委員会

棄物は可能な限り活用することが期

授）
」を設置し、

津波に対する避難路・避難地

自衛隊等の活動拠点や資材の

仮置場など復旧・復興支援の場

（委員長：輿水肇 明治大学農学部教

待されていることから、地方公共団



環境条件や立地条件に応じて、強い

盛土材としての要求品質を確保する

なお、盛土材として活用する場合は

活用いただくだけでなく、今後、公

やそれに基づく事業計画の策定にご

災都市における復興まちづくり計画

この基本的考え方については、被

である。

耐潮性を有するマツ林だけでなく、

こと、建設資材として活用する場合

ちづくりを検討される地方公共団体

は粒度調整を行うことが必要である。 園緑地を活かした津波災害に強いま

材及び再生砕石等の建設資材として
園や、防災訓練など日頃から防

広葉樹も含む混交林により津波エネ

（４） 木くず（木材、
倒木等）は、

の活用が可能である。
災意識を醸成する場となる防災

ルギー減衰に効果の高い多層構造の

は、海からの距離によって変化する

教育機能

樹林の形成を目指すなど、多様な樹

（５） 公園緑地の整備にあたって



（３） 各都市においては上記の機

においても参考にしていただきたい。

録や教訓を留めるメモリアル公

方のポイントは、以下のとおり。

原則としてマルチング材、植栽基盤

④ 復興の象徴として大津波の記

（１） 今回の津波災害においては、 能面や必要性を踏まえ、復興マスタ

林地により津波災害に強い新たな森

等緑地の整備に関する資材等として

体が公園緑地の造成等へ災害廃棄物

計画に基づく事業計画の検討に活か

ープラン等に基づき、復興まちづく

を再生していく観点が重要である。

市における復興まちづくり計画、同

23

月６日に、中間報告として『東日

10

公園緑地整備に関する基本的考え

⑵ 公園緑地整備について

していただくため、速やかに提示し

海岸部の大部分の樹木が倒伏し、樹

りの土地利用計画全体の中で、公園

その検討成果については、被災都

ていくことが重要であり、平成 年

木自体が流出して被害が生じている

を活用できるよう、その基本的考え

○津波災害に強いまちづくりにおけ
る公園緑地の整備

2

11

○緑地造成等への災害廃棄物の活用

材などとして汎用性のある、

（２） 緑地造成等において活用す

⑴ 概要

１．背景と経緯

盛り上げるかと、いろいろ

を設けました。また小学生

ネイチャーゲームの様子

10

ました。

会場で、 月９日（日）
13

開催しています。今回も同

熊本県支部
時から開催いたしました。

10

23

の２点について検討を行ってきた。 方を提示した。

24

国土交通省
都市局
公園緑地・景観課
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平成２３年１１月１０日
（３）

学会の目・眼・芽
筆者の勤務地である千葉県松戸市で

者を探し出して、管理の方法や内容など
について合意を図ることが必要となりま
すが、この部分には行政が仲介に入
ることによって円滑化が図られてお

は、
放棄された樹林地が散在しています。 り、活動協定が締結されるケースも

過すると、樹林地は見違えるように

市民団体の活動開始から数年を経

り放棄されたために、日常的な手入れが
美しくなります。市民団体では、自

ィ形成、地域・環境貢献等を実現する場
を持つ土地所有者と、土地を活動に使い

民有地を問わず、管理に困っている土地

運用しています。この制度では、
公有地、

として、新しい価値を創造し獲得し
たい市民団体との間を市の担当課が仲介

クリエーションや環境学習、コミュニテ

ていくプロセスを見て取れます。

地等の民有地、事業未着手の土地や

棄された農地や低・未利用の企業用

るのは樹林地に限りません。耕作放

助成や支援です。また、
民間においても、

るのは市民団体や土地所有者への多様な

開始します。インセンティブになってい

内容等に係わる取り決めを行い、活動を

し、交渉が成立すれば協定等により活動

残地を含む公有地もあります。立地

建築物の屋上や低・未利用地、耕作放棄

このような可能性を内包してい

上も、様々な都市の市街地の内部か

地に着目し、
それらの所有者と利用者
（会

行いました。第２回目は各

中央職業能力開発協会主催

道路植栽・緑地管理等への
対応についても併せて検討
を行った。



○財政・運営検討チーム会

【

月】

㈫・都市緑化キャンペー
ン（東京）
㈬・第１回造園施工管理
技術検定委員会
㈭・運営会議
㈭・技術講演会（長野県
支部）
㈭・住宅管理協会植栽研
修会
・登録造園基幹技能者
講習（福岡）
～ （金）
㈪・事業委員会（事業企

㈮・ 建設系ＣＰＤ専門部会
画部会）
土交通省ヒアリング

・業種区分に関する国
・花育委員会
㈬・基幹技能者制度推進
協議会分科会（合同

みどりの都市」

りました。

とにより、有効水分量を増

加出来ます。主に斜面緑化

材料「ミラクルソル」を用

を再資源化した多目的環境

当協会では、ガラス廃材

る造園工事に使用できる保

ることが出来ます。あらゆ

境において良好な植生を得

り、植物のあらゆる生育環

や屋上緑化に使用してお

いた土木技術を開発してい

………………………

ミラクルソル協会

水材の
「ミラクルソル」
です。

することが可能な材料で、

〒１０４・００３１ 東京

ます。ミラクルソルは多孔

用途毎に使い分けていま

都中央区京橋１― ―

質で、吸水性や比重を調整

す。緑化で用いる材料は、

混合（ ％体積比）するこ

率１００％以上）で、土に

吸水性に優れた材料（吸水

☎０３・５５２４・３２１７

ッケン東京支店内

吉住ビル５Ｆ 株式会社ニ

㈬・運営会議

京～

試験（実技試験）東

㈪

㈪・ 造園施工管理技術検定

実地試験対策講習会

㈮

㈭・登録造園基幹技能者

講習～

流会

㈮・近畿総支部・支部交

特例講習

・登録造園基幹技能者

㈭・植栽基盤診断士認定

流会

㈮・ 沖 縄 総 支 部・ 支 部 交

㈫・ 総務委員会（広報部会）

・花育委員会

㈭・植栽基盤診断士認定

㈯

試験（実技試験）大

阪～

思われます。しかし、無機的な物質

ことを再認識させられた景観でもあ も相当高額に見積もる必要があると

検定委員会

・ＲＬＡ資格認定試験

意見交換会

方整備局企画部との

㈫・北陸総支部と北陸地

月】

㈪・ 総務委員会（広報部会）

全国大会

う

日造協賛助会員の紹介
ミラクルソル協会

会議）
・財政・運営検討チー 【
ム会議
㈭・ 造園・環境緑化産業振
興会代表者会議・国交
省との意見交換会

㈮・「ひろげよう 育てよ

造り守り続ける緑

震災後時間の経過と共に、海岸林 による強度の維持による防災とは違

することが必須であり、環境対策上

も必要であると思われます。

この震災から得られたことは、限

りなく成長する緑の力を信じ、樹木

（㈱宮城県林業開発センター）

んなにも近くにあることに驚かさ 大きな被害となっていることです。 です。

れ、海を生活の場とする人々、海の より高い性能・機能を有する建物や

脅威を免れながら生活する人々の丁 施設とするためには高建設コストが

度中間点に、海岸林が存在している 要求されますし、ランニングコスト

渡邉 裕一

大きく広がる水平線が見え、海がこ 被害程度が異なり、脆弱なものほど 防災資産であることだと思えたこと

空虚な空間からは長く続く海岸線と 施設はその構造、強度の差によって とが、次世代に渡し得る確実な緑の

した。無残になぎ倒された海岸林の から印象づけられたのが、建築物や 豊かな森林「緑」を創出していくこ

る守りの壁としても機能しておりま れます。このような中で、被災現場 を育て守るという行動を継続させ、

からもたらされる様々な脅威に対す

り支えられてきた人々の生活を、海

に広がる実り豊かな耕地、それによ

景観を形成して、その緑の壁は周り

に「白砂青松」日本の典型的な海岸 の評価も定まりつつあるように思わ たな防災海岸林として再整備・維持

ています。クロマツの海岸林はまさ たことが、公表され始めており、そ み、充実した緑の壁に成長させ、新

れた乱杭のようなシルエットとなっ 効果がかなりの程度で発揮されてい 苗木を植栽し樹木の生命力をたの

本大震災の津波により、粗雑に打た まり、現場調査や考察結果から減災 現況の荒涼とした海岸に郷土由来の

く続くように見えた緑の壁が、東日 の震災・津波に対する防災議論が高 った、生態系的視点も重要であり、

仙台平野を北から南に、果てしな

12

出ています。

なされなくなりました。人の眼が行き届
らが行う様々な管理活動の楽しみを
ら縁辺部、郊外部にかけて広くみら

や業界が活性化し、全国各

総支部に出向いての情報交

月 日～ 日

17

かつては里山として利用されていた樹林

かなくなったことで、犯罪の危険性が増
メンバー間で共有しています。管理

運営等を行っている企業やＮＰＯ等もあ

れます。今後、
人口減少が顕在化し、 員）との間を仲介しながら、貸し農園の
市街地の縮退を余儀なくされる都

ります。
みどり豊かなまちづくりを目指す造園

市が増加すると考えられます。その
なかで、放棄された土地あるいは低

未利用の土地を潜在的な資源とし、 界も、このようなパブリックオープンス

ければならないのではないかと考えてい

地の活動状況から新たな発

換と地域の若手との交流を

月 日）

21

地では、生産的・経済的な価値がなくな

したり、ゴミの不法投棄が目立つように

ト、収穫などがありますが、やがて

活動から派生する自然観察、クラフ

このような樹林地を、行政が支援しな
それは、子どもたちやその親、近隣

なったりしています。

がら、市民団体が管理運営していく活動
住民など地域を巻き込んだものにな
ります。市民団体同士の連携や協力

共性が高い空間～パブリックオー

ます。それを事業として成立させるため

ペースづくりにこれまで以上に関与しな

プンスペース～として資産化する

に、従来の造園的な技術に加え、新たな

コミュニティにおける共有性や公

といった社会的な要請や需要が高

システムづくり、サービス、マネジメン

想や刺激を受けることで造

行うということで、今回の

議（

「財 政・ 運 営 に 関 わ る 課
題への今後の検討方向につ
い て 」（素 案 ） を も と に、
基本方針並びに取り組み体
制などを審議した。



日）
月

周年記念

月号～

○総 務 委 員 会・ 広 報 部 会
（ 月

広報日造協

号の紙面内容、

誌、ホームページのリニュ
ーアル等について審議した。

21

が継続されています。特にここ 年ほど
は積極的な展開がみられ、筆者もその活

市民団体が管理する民有樹林地を、

も密に行われ、
２０１２年５月には、

市の「里山ボランティア入門講座」で
松戸市民に一斉公開するイベントと

まっていくと考えられます。

トに係わる手法と技術が必要になってく

園事業領域の拡大や事業の

「造園競技」はＪＲ東静

日）

10

4 10

5

13 6

20

24 21

26

36

11

動の一部をサポートしてきました。松戸

は、企業を定年退職された方や子育てを
松戸」
in

して「オープンフォレスト
も企画されています。

最近では、このようなプロセスを

甲信総支部の発表）と「造

充実を図り、業界内だけで

企画となりました。現在、

岡駅前で ㈯、 ㈰に行わ

員、競技委員として参画す
る。



月

○事業委員会・事業企画部
会（

環境省との自然公園等整

7 2

10

11

31

11

1

18

22

24

終了した主婦の方を中心に毎年約 名の
受講生が参加しています。その年の講座
ここでみられる一連の動きには、

園建設業界のこれから～地

はなく外部とのネットワー

各地域の支部でも地域リー

れる。開催に当たり当協会

らい、若手のネットワーク

19

26

修了生は一つの市民団体を結成し、樹林

柳井 重人
るのかもしれません。



支援する行政の施策がみられます。例え

備事業に関する意見交換会

放棄された樹林地を管理する中で、自ら

を運営していければと思い

に向け、テーマや話題につ

地の管理活動を開始します。活動場所と

会設立から現在までの活動

ます。

（千葉大学大学院園芸学研究科准教授）

や将来展望を学ぶというこ

ば、千葉県柏市では「カシニワ制度」を

者候補）が相互にコミュニ

とで、勉強会を前日の総会

の居場所や生きがいを見出しながら、レ

ケーションを深め、情報を

方からの発信と世界での可

クも構築することを目的に

ダーの会が設立していると

は松本透、卯之原昇両技術

しております。年２回の勉

を確立しながら、協会にも

49

いて検討した。また今後の

共有することにより、地域

地域リーダーズの第２回目

能性～」というテーマで高

しております。平成 年６

ころもあり、少しずつでは

副委員長がそれぞれ運営委

委員会等の活動

が北海道札幌市において約

野文彰ＩＦＬＡ日本会長に

月 に 準 備 会 が 設 立 し、現

ありますが、この会の趣旨

㈱四宮造園

しての樹林地を確保するには、土地所有

地域リーダーズ 活動報告
地域リーダーズ 総リーダー 四宮 繁
９月 、 日の２日間、

名の全国の若手が集まり

講演をして頂きその後、懇

在、本部の事業委員会の傘

も理解されつつあります。

出席後、翌日の６月 日に

勉強会を行いました。内容

親会を行いました。次の日

下であり、メンバー構成は

今後はメンバーが学んだこ

強会を今年から開催し、第

第 回技能五輪全国大会

としては、各地域で積極的

ゴルフが盛んに行われてい

会（北海道総支部、九州総 に は 札 幌 市 を 代 表 す る 公
支部、中国総支部、関東・ 園、モエレ沼公園とパーク

に行われている事業の発表

る五天山公園の見学会を行

各総支部から人員を選定し
ここで少しこの会、地域

いました。

てもらい 名の体制で活動

とを、各地域に反映しても （
）
www.javada.or.jp
リーダーズの説明をさせて
頂きます。

若い人が積極的に参加し活
動をしてもらえるように会

回目は東京にて「日造協

2

24

17

放棄樹林地を市民の管理で活性化

を知る」というテーマで協

40
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