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デミー東京校）
、審査委員

本橋孝朗さん（Ｅ＆Ｇアカ

なると思う。また、アレン

ることも鑑賞眼を養う事に

品を解説付きでじっくりみ

良いとされている。入賞作

は、良い物を沢山見る事が

（長野県須坂園芸高等学校） なる。特にセンスを磨くに

長特別賞は成澤勇斗さん

ジの力を高めるためにも学

と、さらにセンスも必要に

量等さまざまな技術の集積

画、設計、施工、管理、測

に審査委員長の藤井英二郎

ドバイスが述べられ、最後

われた。会場から質問やア

受賞者による作品発表が行

その後、特別賞の授与、

られた。

忘れないで欲しい」と述べ

頂き、造園のスピリットを

を契機に益々研鑽を続けて

らぎと勇気を与える。これ

プの仕事は多くの方にやす

審査会の様子

た。誠におめでとうござい

校で学ぶ全ての事を大切に

千葉大学園芸学部教授が、

第 回全国造園デザインコンクール表彰式を開催

ます。当協会では次代を担

して欲しい」とのご挨拶を
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う造園家の育成に寄与する
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が受賞
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は文部科学省、
国土交通省、 せて３９４点があり、昨年
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「応募総数は昨年より 点

に比べ 点増えた。うち、

省公園緑地・景観課緑地環

続いて梛野良明国土交通

回、高校生のデザインで目

い る 姿 が う か が え る。今

募が増え、熱心に努力して

多かった。特に高校生の応

力してまいりたい」と挨拶

境室長が「最近のコンクー

を引いたのは街区公園の計

した。

ルの傾向は地球環境問題が

画で、昨年３月の東日本大

造園学会会長賞は奥村雅代

次いで、添野龍雄文部科

クローズアップされるデザ

震災によって街区公園を身
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、㈳日本造園建設
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技術の向上を図ることを目

㈳ランドスケープコンサル
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して、
海水を淡水に変える逆浸透膜、

業の繊維メーカーはコア技術を活か
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いなく未開発の環境ビジネス分野が

と、造園建設業界においても、間違
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年追うごとに造園業の環境ビジネ
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している。商業ビルや大規模マンシ
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震災の教訓を踏まえて電

通大臣賞の受賞作品は、大

る提案も多かった。国土交

習で具体的に作ることによ

らしい作品が多かった。実

また、実習作品でも素晴

提案が多くあった。

近な空間として見つめ直す

れた。

作品は、
「住宅庭園部門」
、

立八日市南高等学校が受

ん（長野県須坂園芸高等学

作品は、日々の学び・努力
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るのが造園業だと、私は認識してい

る。他の事業者は、海外での日本庭
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ット車、電気自動車など技術革新に
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年度末労働災害防止強調月間

われている。ランドスケー

でも花や緑による復興が行

を平和な緑で植樹を行う

まず変わることで、新たなビジネス

の軌道の緑化。地域ではせん定枝・

エタノール生産も視野に入れてい

した」と総括し、講評を締

知恵、技術・ノウハウを活かせる環

る。農業用水などを利用した小水力

○プロフィール：早稲田大学政治経

年㈱オフィスメイ設立・代表取

“緑の一週間”を行ったこ
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飼料化の他、雪国では大雪の除雪、

締役、 年環境ビジネス関連のシ

め括られた。
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の多様な緑化事業、②根源的な人々

業、植物工場の事業化。造園業の地

職場環境の改善のプロデュース、④

屋根の雪おろしなど。
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ワーク」を発足・代表。

とがあった。大震災被災地
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性の生態系の一部を保全する事業、

エコビジネスネットワーク 代表
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癒し、
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義務化の普及から付加価値としての


野を広げ、言ってみれば全員参加型
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加藤 春実

大学園芸学部教授）

■藤井英二郎委員長（千葉
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とりわけ、高等学校からの
ことでデザインが深まりま

ません。実際に造り育てる

そして、応募していただい

んおめでとうございます。

きました。受賞された皆さ

ていただきました。久しぶ

立八日市南高等学校とさせ

文部科学大臣賞は滋賀県

に対し、敬意を表します。

建設業協会等関係者の皆様

ールを主催する㈳日本造園

造園は、人々の生活に潤

活躍をご祈念申し上げます。 ザインプログラムを確立」 先生方のご指導に深く感謝

した。今後のますますのご 「生物多様性を軸としたデ

の住宅庭園部門の作品で、

がなかなか増えません。ぜ

したが、公共部門は応募数

ひ、来年度は公共部門にも

すし醍醐味が味わえます。

して設計・施工したという。 しております。今回は、実

生の意欲を讃えたいと思い

た応募が増えることを期待

の応募数に目を見張るもの

加しました。特に実習作品

ございます。毎年様々な発

作品を応募して頂き有難う

本年も多くの素晴らしい

さんの作品は、東日本大震

立八日市南高校の獅子裕代

通大臣賞を受賞した滋賀県

用水路のための水源地は、

３００年程前に造られた

ご応募いただきありがとう

今年も素晴らしい作品を

学校造園教育研究協議会副

■鈴木一志委員（全国高等

しております。

スケープコンサルタンツ協

■村岡政子委員（㈳ランド

の出展を期待しております。

今後とも、素晴らしい作品

ライフラインの供給に拘っ

こを身近に感じる自然豊か

近くも忘れられていた。そ

た。その半分以上が高校生

審査させていただきまし

門は応募作品が多くなりま

校生の住宅
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習作品への応募が増加し、

本年は、昨今関心が高ま

少し荒れていた地域の遺産

りの受賞おめでとうござい

います。

た皆さん一人一人に感謝す

益々今後が楽しみです。こ

今回、特別賞を授与するこ

を対象に、豊かな自然性を

ますし、先生方の熱心なご

献する創造性の高い仕事で

れからも制作風景などを載

クールには全国から３９４

っている環境をテーマにし

与える企画・設計をもって

ます。

地域の人々と協働して施工

るとともに、御指導いただ

す。来年も多くの方が、豊

とになった実習作品はそう

かな発想で作品を応募され

指導に敬意を表したいと思

た作品に加え、昨年発生し

点の応募があり、昨年より

た東日本大震災を踏まえ、

作品の内容は、高校生ら
今後も、造園デザインを

せていただけると、生き生

いたします。

がありました。必ず取り組

理事長）

地域遺産を目指し、歴史

しいユニークなものが目立
学ぶ皆さんが、より一層の

した。

いた先生方にお礼申し上げ

ることを期待します。

ます。

防災、エネルギー等に配慮

した醍醐味が伝わってくる

レベルアップを図っていた

■鈴木誠委員（㈳日本造園

高校生のデザインで特に

昨年の東日本大震災をき

した作品が多く見られたこ

ちましたが、ＣＡＤを使用

以上のような高校生の努

だくとともに、目標を定め

学会監事）

きとした姿が見られとても

目を引きましたのは街区公

っかけに防災や減災、被災

とが印象的でした。皆様の

せずに手描きの図面にこだ
力に比べて、大学生や一般

て取り組み、一つでも多く

好評です。他の部門では、

園の計画です。ここ何年か

後の生活をどうするかとい

わっている学校や、模型を
からの応募は昨年に比べて

性と自然性の両者を兼ね備 「環境」や「絆」などをキ

の表彰式の講評で、街区公

㈳日本造園学会会長賞受

制作して写真を添付してい
様々なアイディアも活用さ

る学校もあり、それぞれ工
れ、被災地の一日も早い復

ーワードにした作品が多く

の作品を仕上げ、応募して

えた実習作品として完成さ
いただきたいと思います。

夫をしている様子が窺われ

う意識が高まっており、今

あり、しっかりとしたコン

少なく応募内容もやや見劣

セプトをもって計画に当た

園を利用してから自分たち

せた点に、独創性・先進性

の生活空間として提案して

を認めた。

賞作品は、地域に埋もれて
いた歴史的な遺産を、高校

■梛野良明委員（国土交通

興が進むことを改めてお祈

回はそのような視点からの

ました。先生方のご指導の

応募作品が多く見られまし

った事が伺えました。次回

りしました。高校生のエネ

■大室徳治委員（全国高等

ルギーを吸収し、それを大

生主体の造園実習で現代に

下さいとお願いしてきまし

りいたします。

賜物と感謝しております。

省都市局公園緑地

にも、多くのご応募を期待

た。

学校造園教育研究協議会理

きく展開させるような優れ

甦らせた作品。造園力を感

日本大震災によって街区公

■添野龍雄委員（文部科学

ございました。昨年に比し

そのような中で、国土交

園を身近な空間として見つ

省初等中等教育局児童生徒

ダム建設で役目を終え 年

景観課
･

め直す提案が多くなったよ

災の教訓を踏まえ電気・水等

緑地環境室長）

事長）

うに思います。そして、今

想による作品を拝見できる
ことに感謝申し上げます。

た防災公園を提案する時宜

な場所に変身させるべく、

街区・実習部
･

昨年度と比較すると、高

っかりと記録する意味から

また、作品をご指導された

にかなう作品となっていま

て 作品増の３９４作品を
も今後更に増えることを期

教育関係の皆様、本コンク

40
待しております。

しい審査会場で、造園を学

今年も冬枯れの木立の美

会監事）

む実習ですので、過程をし

今年もすばらしい作品を

課産業教育振興室教科調査

評価されました。造園では

たくさん拝見することがで

回はさらに地域内でデザイ

図面だけでデザインしきれ

官）

3

ンを具体化する実習も高く

昨年に比べ、応募数も増

じさせる。

た。今回は、昨年 月の東

ものでした。

㈳ランドスケープコンサルタンツ協会会長賞 本橋 孝朗 Ｅ＆Ｇアカデミー東京校（大学生の部・住宅庭園部門）

います。

㈳日本造園建設業協会会長賞

滋賀県立八日市南高等学校（高校生の部・実習作品部門）
奥村 雅代
㈳日本造園学会会長賞

滋賀県立八日市南高等学校（高校生の部・街区公園部門）
獅子 裕代
国土交通大臣賞

約 点も多くなりました。

入選18作品・審査講評
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ぶ高校生、大学生、若い造
したＥ＆Ｇアカデミー東京

ルタンツ協会会長賞を受賞
もに、来年も多数の作品の

心から敬意を表しますとと
りでなく、指導された先生

日頃の研鑽努力の姿勢ばか

されていました。また、専

収まりも隙がなくデザイン

わり、ゾーン毎、要素間の

今 後、多 く の 応 募 者 の

れたセンスを感じました。

得を成し遂げたことに、優

特 集
園家の方々の力作を拝見し
応募をお待ちしております。 方の造園への熱い想いが伝

まちなみへの景観配慮等

置の工夫や舗装面の緑化、
スケール感、端正なデザイ

で合理的な地割り、良好な

庭園部門では、駐車場の配 『凛として』は、シンプル

今回初めて審査に参加し

会技術委員会委員長）

スケープコンサルタンツ協

■萩野一彦委員（㈳ランド

Ｇアカデミー東京校の本橋

タンツ協会会長賞は、Ｅ＆

ランドスケープコンサル

足らず

て一年

を受け

ような

ンとプレゼンテーション力

技能修

隅々まで心配りのきいたデ

した。図面だけで説明なし

でこの

でもそのデザイン意図が伝

孝朗さんの作品が選ばれま

があったことに加え、高校

ました。３９４点もの応募

生の作品には、生徒自身の

が高く評価されました。
最後に関係者の方々の永

ザインが多数あり、意識の

わり、
頭の下がる思いでした。 門教育

校 本橋孝朗さんの作品

全国高等学校造園教育研究協議会会長賞 上林 千春
滋賀県立八日市南高等学校（高校生の部・住宅庭園部門）

審査をいたしました。住宅

審査委員長特別賞 成澤 勇斗
長野県須坂園芸高等学校（高校生の部・実習作品部門）

年にわたる熱意とご努力に

■卯之原昇委員（㈳日本造

感じる公園」
が受賞されま

の街区公園
「故郷を
躍されることを期待します。 芸高校）

方々が、造園界において活

した。

■風間啓秀委員（㈳日本造

す。

れることを期待しておりま

と若者が造園業界で活躍さ

飛躍がデザインコンクール

した。今後の両校の更なる

覇を阻止する結果となりま

ト数で上回り受賞となり連

藤春実さん
（長野県須坂園

園建設業協会技術委員会副

レベルアップに繋がる事と

また、高校生実習部門に

園建設業協会事業委員会副

おいては「なでしこジャパ

今年度の街区公園の作品

には、昨年の東日本大震災

全国から一般、大学生、高

ン」に象徴された事のよう

委員長）
今年は昨年を上回る３９

を教訓に防災機能を備えた

校生と総数３９４点に及ぶ

思います。
４点の作品の応募をいただ

ものが多くみられ、受賞作

多数の力作揃いの応募を頂

委員長）

きました。応募された皆様

品も公園内に水力発電、貯

しい作品が多く造園建設業

きありがとうございました。 に女子の活躍によるすばら

今回は、文部科学大臣賞

界の未来「造園力」へ繋が

水槽、食糧備蓄倉庫、マン

ホール型トイレ等の災害時

６連覇中の長野県須坂園芸

そしてご指導された皆様に

㈳日本造園建設業協会会

の避難場所として活用でき

対し御礼申し上げます。

長賞は、多くの素晴らしい

します。

うものが定着してきた頃でもあり、そう考えると縁

式部がいます。彼女らに代表される、かな文学とい

八日市南高等学校がポイン

り活躍される事を期待いた

来年も多くの作品の応募

作品の中から、計画・施工・ るよう計画されていました。 高等学校に対し、滋賀県立
利用に優れた作品とし、加

学会の目・眼・芽

遠い昔のことながら結構現代とのつながりも感じら

はほぼ古代と中世の境目にあたるそうで、律令制が

れてきます。そしてやや幅をもってみれば、この頃

を思い起こすことでしょう。否、まだ思い出などに

崩れていき天災や戦乱も絶えない中で、浄土信仰が

３月 日を迎えて多くの方々がさまざまに一年前

はなっていませんが、節目にあたり震災と復興に関

広まり末法思想が盛んになります。これに対して道

長の子である頼通が建てた（１０５２年）のが、現

わることは随所で多々語られることと思いますの

で、ここでは少し長い時間を振り返ってみたいと思

います。
「景観十年、風景百年、風土千年」という

言葉をよく耳にします。
「風土工学」を掲げる土木

工学者の著書タイトルにあったもので、造園人にも

腑に落ちる言葉かと思います。ここではその直接の

意味とは離れますが、これに触発され、というかこ

れを真に受けて、十年前は置くとして百年前と千年

前のことを考えてみたいと思います。

百年前とは大正元年、今年はちょうど大正百年に

あたります。この百年は乱暴にいえば現代につなが

るライフスタイルが定着してきた時代かと思いま

す。都市への人口流入が激しくなり大衆社会が成立

しサラリーマンが登場してくる時代です。造園でい

えば公共造園という役割が大きく浮上してくる時代

で、明治神宮造営がその大きなきっかけとなり、学

会が生まれてくるのもこの過程です。もちろん百年

の間の社会の変化や造園技術の進歩は大きなものが

ありますが、いわゆる近現代の生活空間・風景は実

質この間に形づくられてきたといえ、また私達の職

能もこの中で形成されてきたことになります。

さて千年前となると時代は平安期、１０１２年に

政治の中心にいたのは藤原道長、つまり藤原氏の摂

関政治の最盛期でした。同時代人には清少納言、紫

小野 良平

（㈳日本造園学会理事、東京大学大学院准教授）


していただけると思います。

うか。学会はそうした談論の場ということにも活用

パンで時代を振り返ることも有意義ではないでしょ

か、起こすのか、それを考えるときにいろいろなス

まに語られています。どのような転換が起きるの

震災を経て大きな時代の転換期にあることがさまざ

えてみることには意味があるといえます。この度の

ん。しかしこうしたいろいろなスケールで歴史を考

またま関連をみることができたトピックに過ぎませ

百年や千年は単なる区切りであって、右の話はた

ようにも感じられます。

ます。千年の時空は結構現在に深くつながっている

う名で荘園の景観の価値を評価する時代を迎えてい

ですが、ごく最近になり私達は「文化的景観」とい

されます。さらにこの頃は荘園が特に発達した時代

の思想がちょうど千年目を迎えていることに気付か

達が実感として理解しやすい日本の庭園空間や造園

その編になるとされるのがあの『作庭記』です。私

す。そして頼通の次男の名を橘俊綱といいますが、

存する名庭としては最古に類する宇治の平等院で

造 園の百年・千年

◦応募総数394作品◦

㈳ランドスケープコンサ

第32回

全国高等学校造園教育研究協議会会長賞 鈴木 佳保里
岩手県立花巻農業高等学校（高校生の部・実習作品部門）
黒川 拓哉 滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・公共的空間部門）

11

第38回 全国造園
高さが感じられました。

入選 中山 裕美 名城大学
（大学生の部・街区公園部門）
入選 鈴木 芳恵 西日本短期大学
（大学生の部・実習作品部門）

入選 亀井 直樹
滋賀県立八日市南高等学校
（高校生の部・街区公園部門）
坂田 由里香 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・公共的空間部門）
入選

入選

長原 千鶴 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
森田 賢 愛知県立猿投農林高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）

入選
入選

朝日 純代 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選
根岸 雅実 長野県須坂園芸高等学校
（高校生の部・住宅庭園部門）
入選

笠羽 明日美 Ｅ＆Ｇアカデミー東京校
（大学生の部・住宅庭園部門）
入選
遠藤 直子 Ｅ＆Ｇアカデミー東京校
（大学生の部・住宅庭園部門）
入選

第４５６号

協
造
日
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平成２４年３月１０日
（３）

九州初の
〝立曳き〟
でクスの巨木を移植

で以上に行うことが大切
で、定期的に要望を行うこ
とが必要」
「次世代の人材

姿で「巻いた、巻いた」と
くの実績を持つ日造協会員

たもので、
〝立曳き〟に多
術提案を行うべき」との意

境を切り口にした新たな技

育成や地方行政に対して環

掛け声をかけながら「神楽

建設㈱と地元の造園業者が
施工した。自然に優しい伝

問、横石ひとみ係長が出席

側からは髙梨雅明常任顧

ら各総支部との情報共有・

という意見があったことか

ような方式にした方が良い」

見や「環境省との意見交換
会等の内容や動きなどの情
報が欲しい」といった意見
もあがった。
さらに、北海道総支部で
は、先住民族をメインテー

マとした「ロ号国営公園」
の誘導に取組んでいるが、
今後の活動展開について、
本部にもサポートの要請を
した。
（事務局長 高橋 勲）

四国総支部・支部は１月
Ｒ、地方活動費の継続配賦

団体保険制度のさらなるＰ

小さな市町村ではとび・土

で造園に発注されており、

第一ホテル松山で本部との

少しづつ効果はある。特に

効果がある訳ではないが、

については「すぐに絶大な

また、要望書提出の成果

受注し、その下請けに造園

となっており指定管理者が

県は、公園管理は指定管理

発注されていること、徳島

と、香川県もとび・土工で

交流会を開催した。

名、本部からは藤巻司郎会

地域の声として上げること

ているので、そのような視

や、国が観光立国を標榜し

を報告した。

業者が入っていることなど

（事務局 片岡成文）

どを話し合った。

団法人移行による変更点な

地方との連携強化や一般社

この他にも日造協本部と

まず本部から活動状況の

さらに、近年植栽工事よ

点からの要望も大切である」

りも遊具関係の工事が多い

報告の後、四国総支部・支

四国総支部・支部からは

いで意見交換が行われた。

こ と に つ い て、高 知 県 で

との回答であった。

街路樹剪定士・植栽基盤診

造園フェスティバルと日造
周年事業との連携

について検討した。

や、地域リーダーズの活動

日㈬） 協創立

（３月１日㈭）

ジェクトチーム会議

・新法人移行検討プロ

審査会

㈮・沖縄国際洋蘭博覧会

交流会

㈭・北海道総支部・支部

年度から本格施行 【２月】

○事業委員会（全国）

ふまえ、再度整備を行った。

て、総支部・支部等の意見を

する資格制度規程類につい

平成

○資格制度検討会議

面内容等について審議した。

月７日㈫） 日造協３月号～６月号の紙

平成 年度事業方針、
広報

（２月

○総務委員会（広報部会）

は、工事の７割は遊具関係

（

年度事業方針等に
ついて審議した。

平成

○技術委員会（全国）

委員会等の活動

断士の有効活用や日造協の

部から現状報告を行い、次

した。

鬼頭愼一総支部長ら役員

四国総支部・支部からは

長、横石ひとみ係長が出席

などについて要望を行った。 工業者に発注されているこ

日、愛媛県松山市の東京

四国総支部・支部交流会開催

連携強化や資格者の有効活用など提案

の㈱富士植木が現場を指導

はゆっくりと動きだし見物
者の中から拍手と歓声がわ
きあがった。クスノキは
統技術が脚光を浴びたこと
で、市民の関心も高まり九

時間かけて約 ｍ先の移植

し、同じく会員の伊勢造園

桟」を巻くと、 ｔの巨木

小学生 名も参加、新たな事業展開へ期待
古 く か ら 伝 わ る〝神 楽
桟（かぐらさん）
〟を使っ
ての「立曳き」による樹齢
１００年、高さ ｍ、幹回
り ｍ、重量 ｔのクスノ
キの移植が、２月８日㈬熊
本市新屋敷の白川左岸で行
地へ無事移動を完了した。
州における新たな事業展開
への期待も高い。

今回の立曳きは、
〝森の
都熊本〟の緑を守ろうとい
う「立曳き検討委員会」の （九州総支部

し、本部からの活動状況報

交流を図りつつ“個別具体

（３月２日㈮）
年度の事業報告と

年金基金合同委員会
㈪・造園施工管理技術検
定委員会

㈬・ 総務委員会（広報部会）
㈮・ 中部総支部・支部交流会
㈪・ 東北総支部・支部交流会
・新法人移行検討プロ
ジェクトチーム会議

日造協賛助会員の紹介
㈱アボック社

公共・民間造園工事の提

ンテンツを盛り込んだサイ

ンをプロデュース。震災時

案内・ユニバーサル・観光

サインなど、サインでまち

や「植物名ラベル」の専門

●サイン取扱連絡先

案型「案 内・解説サイン」 づくりのご要望に応えます。

メーカー。全国６営業所の

企画営業マンがオリジナル

サインをご提案、
設計・制作・

㈮・ 中国総支部・支部交流会

講習委員会

㈬・ 登 録 造 園 基 幹 技 能 者

版社としての編集力を活か

パイオニア・自然史専門出

し、豊富な写真図版等のコ

財務合同部会）

㈪・ 総 務 委 員 会（企 画・

～４／９㈪

㈬・ フ ロ リ ア ー ド 監 修 等

㈭・総務委員会（全国）

・ 総務委員会（広報部会）

㈮・㈶全国建設研修セン

北海道０１１ ３７４ ６９２１及川

万種のＷｅｂ植物辞書

「花ペディア 」公開中

ター評議員会

・ 地域リーダーズ幹部会

㈪・通常理事会

・総支部長等会議

㈫・ＡＩＰＨスプリング

㈰

ミーティング（トル

コ）～

私は過去２回（１９８２年・１９

東北自動車道路・外郭環状道路・地 りますが、 年間にわたりオランダ

またＪＲ武蔵野線・首都高速道路・ ９２年）今年参加すれば３回目にな

た。

創業 年、植物名ラベルの

年金基金理事会・代

㈫・ 日 本 造 園 建 設 業 厚 生

東京 ０３ ５４０４ ７２２２長尾

大阪 ０６ ６９４２ ８４６６石井

横浜 ０４５ ６５０ ３１３９竹内

東北 ０１９ ６２２ ４５２０佐藤

仙台 ０９０ ５３３６ ３７０９斉藤



納品までを一貫担当します。
【３月】
㈭・資格制度検討会議
・運営会議
㈮・事業委員会（全国）
㈫

㈪・ 登 録 造 園 基 幹 技 能 者
講習（札幌）
～

部との意見交換会

・関東地方整備局道路

㈫・ 登 録 造 園 基 幹 技 能 者
特例講習（札幌）

ム推進等特別委員会

㈭・ ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ

運営委員会

㈬・ 建 設 系 Ｃ Ｐ Ｄ 協 議 会

振興会 夢物語交歓会

議員会

・ 造 園・ 環 境 緑 化 産 業

39

の頃から植木の動きが鈍くなりまし と感じています。

することが大切です。

最後に、昨年の３・ 東日本大震

災により、沢山の方がお亡くなりに

なり、また被害に遭われた多くの

方々に心からお悔やみ申し上げま

渡邉

進（㈱八廣園）

ました。しかし平成に入り湾岸戦争 に向けて発信していくことが必要だ たいと願っております。

り、植木の町も活気づくようになり していかなければなりません。世界 通じて明るい社会づくりに貢献をし

つ景気が回復し大木が動くようにな には、私たちも時代にあった経営を 震災の復興においても、緑化産業を

生産も減少しましたが、また少しず 「植木の町・安行」が生き残るため なくてはならないものです。今回の

（１９７９年）があり一時期植木の だと思います。さびしい限りです。 を与えてきたと思います。植木は、

（１９７３年）
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は、緑化ブームが始まり、東京オリ 車場・倉庫・マンション・住宅に変 を見ていただくことができればと考

始まり、１９６０年～１９７３年に い状態になり、植木生産農家が、駐 の緑のバイヤーを集め、日本の樹木
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戦時中、食料不足のために植木か 下鉄７号線の開通により、地価の高 のフロリアードを見てきました。そ
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