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アメリカの運動生理学者ケネス・
クーパーが開発した有酸素運動のエ
アロビクスが、１９８０年代、我が
国でも注目され、週三回、一回 分
の有酸素運動の有効性が期待され
た。健康運動公園として、比較的小
規模なコミュニティープールとコミ
ュニティー体育館を備えた住区基幹
公園（主として地区公園）が整備さ
れ始めたのもこの頃である。当時か
ら医療費軽減の効果は期待できた
が、
残念ながら圧倒的な国民の理解・
超高齢化社会を迎えるにあたり、

支持が得られたとは言い難い。
最大の課題は、高齢者医療費、介護

加入促進計画（案）等、資
平成 年度の総支部長・支部長合同会議を 月 日、東京・品川プリンスホテ
格制度関連規程の制定と周
ルで開催した。議事では、社会保険等未加入対策への取り組みなどを報告した。
知など、総務・技術・事業・
議事では、
委員会の運営、 国際・資格制度・アクショ

に、関係書類の改訂などを

等の体制を整えるととも

「新法人に移行し、委員会

した。

きたい」との旨、あいさつ

り、今後にお役立ていただ

も行われる。意見交換を図

加入対策における日造協の

括をはじめ、社会保険等未

日造協 周年事業などの総

流会での意見とその対応、

主催の「花と緑のつどい」 平成 年度総支部・支部交

など、意見交換を行った。

部・支部からの報告・提案

取り組みなどを報告。総支

員会の各委員会が今年度の

ンプログラム等推進特別委

後は、本部及び東京都支部

進めている。こうした中、
間の受注競争が激化し、社

地での開催が恒例となった

全国都市緑化フェア開催

大臣官房審議官が「まだ就

して、佐藤憲雄国土交通省

長があいさつ。来賓を代表

開会についで、藤巻司郎会

長が中締め、散会した。

加勢充晴関東・甲信総支部

声、
しばし交流の場となり、

化機構理事長が乾杯の発

部及び東京都支部主催で実

平成 年

秋の叙勲・褒章

日造協関係５氏が受章

建設㈱代表取締役、元日造

章を木下文二氏 木下緑化

協理事（福岡県）
、黄綬褒

章を大場啓壽氏 青葉造園

㈱代表取締役（仙台市）
、
平成 年秋の叙勲・褒章 橋本荘八氏 ㈱福田園社長
が発表され、瑞宝小綬章を （富山県）
、渡部佐界氏 日

部長（群馬県）
、旭日双光

事、元中国地方建設局用地

小林脩氏 元日造協常務理

県）が受章の栄に輝いた。

芸緑化㈱代表取締役（山形

造協山形県支部長、庄内園

く求められている」と述べ

ープンスペースの整備が強

きくなり、さらに多くのオ

えで欠かすことができない」

可能な国土を残していくう

に、快適で質の高い、持続

こ と は、孫 子 た ち の 世 代

を守り、大切に育んでいく

辞（写真）
。町田誠東京都

一般社団法人日本公園緑

公園を活用した「すこやか健康づく

建設局公園緑地部長が「フ

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会

るとともに、
「東日本大震

とあいさつした。この後、

任したばかり。皆様のお知

災は、多くの人々が犠牲と

表彰が行われ、 名１団体

施。総支部長・支部長をは

冒頭丸田頼一・日本公園

なった。頻発する大規模地

の都市緑化功労者が国土交

取り組んでいきたい」と祝

地協会は 月 日、平成

緑地協会会長があいさつ

震に対して、災害時の避難

恵をいただき諸々の課題に

の方々が参加した。

年度「ひろげよう 育てよ

地・避難路、救援活動の拠

手軽に日常的に参加できるように

康づくりに役立つさまざまな活動と

な環境のもとで行われる、心身の健

現しています。健康活動とは、良好

は厚労省、運動は文科省、公園は国

する運動を起こそう。

箇所の「すこやか健康公園」を充実

そのために、まず各自治体に最低一

減につながることを期待している。

国各地に拡がり、ひいては医療費削

としての「すこやか健康公園」が全

再整備ではなく、国民の健康の象徴

って良いと思う。単なる公園整備や

思うし、いろいろなプログラムがあ

いろいろなタイプがあって良いと

要になる。

加しやすいように工夫することが重

にする必要がある。興味を持って参

ぞれの体力に応じて活動できるよう

中高年だけでなく、老若男女がそれ

都市公園再整備のモデルにもなろう。

園」の内容を充実させていきたい。

知恵を出し合って「すこやか健康公

な対応と規制緩和により、お互いの

とも出来なくなることもあり、柔軟

れの立場を主張し過ぎると出来るこ

連携することが少なかった。それぞ

なく、都道府県も市町村もお互いに

公会堂で開催した。

都市緑化功労者などを表彰
ェア開催に当たって、日造

「公園緑地の果たす機
う みどりの都市全国大会」 し、

い。食べることや寝ること同じよう

り」推進事業を展開している。公園

田丸敬三東京都支部長の

協には大変お世話になっ

能・役割は今日ますます大

じめ、多数の会員、ご来賓

「花と緑のつどい」は、本

「花と緑のつどい」開催

などを削ってのダンピング
受注が増加している。これ
に伴い社会保険等の未加入
が大きな問題となってお
り、国土交通省では、未加
入業者の根絶を目指した取
り組みを進めている。日造
協の会員の皆様にとっても
大変厳しいものといえる

た。ぜひ、会場を訪れて欲

を東京・千代田区の日比谷

いつづけるために何をすれば良いの

に、生活の中のリズムとして取り込

などで健康活動がいきいきと展開

するには、身近なところで運動でき

民的な運動にするムーブメントを起

交省の所管というように、国だけで

24

が、懸命に取り組んでまい

（75）

しい」と述べた。

か。このため、生活習慣病予防、介

まれていないことによるのではない

し、多様な効果を発揮して、望まし

る環境を整えることが重要になる。

こしていきたい。単なるハードの整

（一社）日本公園緑地協会では、

26

りたい。本日は、こうした
問題のほか、厚生労働省が
制度廃止の方針を示した厚
生年金基金についても議題

24

点等となる防災公園の整備

護予防のための運動処方やサプリメ

だろうか。そのためには運動する機

な健康法も提案されている。多くの

公 園 で 健 康

有効であるが、全国津津浦々で成立

備だけでなくソフトをふくめた公園

「すこやか健康公園」運動を、国
するわけでもない。身近にある公共

作りを進めていきたい。従来、健康

捉えています。

施設をもっと活用すればよい。全国

空間と設備、指導者、プログラムす

サプリメントに頼ることなく、運

に 万箇所あまりある都市公園を活

べてが必要になる。スポーツジムも

動を通じて健康になることができれ

解しようとしている。多くの人が健

ばいうことはない。適切な運動をす

康になれば国民医療費の削減につな

有路 信

人が興味を持ち、健康の大切さを理

ツジムがブームになっており、様々

アンチエイジングサプリやスポー

ントが注目されている。

い健康維持・増進に寄与する様を表

になっている。また、会議

その後、輿水肇㈶都市緑

我が国の建設産業は、元請

冒頭、藤巻司郎会長は、

11

会を増やすことが重要である。

10

会保険等に係る法定福利費

23

40

（64）

など、安全・安心なまちづ

のうち、日造協からの受賞

通大臣から表彰された。こ

13

10

日造協理事・一般社団法人日本公園緑地協会 副会長

24

（70）

24

用しない手はない。

がることになる。

（65）

渡部 佐界氏

木下 文二氏

大場 啓壽氏

（68）

表取締役（埼玉県）
、佐野

来賓祝辞では羽田雄一郎

氏 紀北造園土木㈱取締役

締役（京都府）
、小島康敬

晋一氏 ㈱植藤造園代表取

国土交通大臣は、
「みどり

を強調した。

と続け、防災対策の必要性

くりに大きな教訓を残した」 者は北田功氏 ㈱植清園代

（62）

社会保険未加入対策など報告

れば健康を維持できることは理解し

（55）

平成24 年度 総支部長・支部長合同会議を開催
ていても、思うように実行が伴わな

品川プリンスホテル

─

時より

皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください

東京都港区高輪４─

☎０３・３４４０・１１１１

２０１３年 １月７日
（月）

２０１３新年 造園人の集い

㊤あいさつする丸田会長㊦都市功労受賞者と記念撮影

（和歌山県）の３名。

（57）

18

費用が国家財政に深刻な影響を及ぼ
すことである。出来る限り医者に頼
らずに生活し、ピンピンコロリと一
生を終える。
そこまでいかなくても、
寝たきりにならない元気な高齢者で

30

総支部長・支部長合同会議のようす（10月11日 東京・品川プリンスホテル）
30

TEL03（5684）0011 FAX03（5684）0012
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-17 井門本郷ビル２階
発行／一般社団法人日本造園建設業協会（Japan Landscape Contractors Association） 創刊／昭和49年６月１日

橋本 荘八氏

10

10

２,３面【特集】花と緑で美しい日本を！
全国造園フェスティバルを開催 実施報告
２面 【緑滴】協会事業の推進と会員企業 山嵜信幸
３面 【学会の目・眼・芽】第40回 若生謙二
平成24・25年度 委員会・部会委員一覧
４面 「街路樹の日推進大会」開催 長野県支部
優秀施工者国土交通大臣顕彰 日造協から7名が受彰

本号の主な内容

月６

に里山風景であり、日本庭

然と関わることによって生

園は実に多様な生物種をそ

いでしょう。でも、どうや

を壊し続けるのはやめてく

まれた。日本の庭園はまさ

ださい』とスピーチした。
の中に生育させている」と

って直すか分からないもの

で動かなくなった会議を動
３・ 福島原発事故は、

ものすごい勢いで起こって

の少女で、
『大変なことが

原因の一つ。 ｍの津波は

ールできると信じたことが

自然を人間の力でコントロ

物多様性とは単に生物の種

講演を聞いた感想は、生

いるさまざまな生物と、そ

につながりを持って生きて

しながら人間を含めて互い

ｍの防潮堤をつくればい

てはいけない。美しい景観

れらを支える環境のことで

く、長い歴史の中で、変化

とされる棚田は当初、山で

あると思った。さまざまな

9/30 東松戸中央公園

松戸市

山口県 10/14 中市商店街

山口市

千葉県

10/4 ＪＲ松戸駅 駅前デッキ

千葉市

山口県 11/10-11 吉香公園

岩国市

千葉市

山口県 10/20-21 海峡夢広場

下関市

ます。

千葉県 10/14 千葉市稲毛海浜公園

千葉市

徳島県

東京都 10/15-21 日比谷公園

千代田区

香川県 10/14、18 国営讃岐まんのう公園

まんのう町

都道府県

開催

開催場所

所在地
福井県

9/16 福井駅 西口広場

福井市

ノキが植えられたことに始
まります。本年は、ちょう
ど京都の近代街路樹１００
周年の節目の年に当たり、
月 日㈯にはキャンパス
プラザ京都にて「語ろう！
これからの街路樹」と題し
て、１００周年記念シンポ
ジウムが開催されます。
このようなシンポジウム
への参加も含め今後も緑化
技術の向上並びに研修を行
い、また、市民のみなさま
一人一人の緑化意識を高め
る活動を継続し、緑豊かな

板野町

東京都 10/21 国営東京臨海広域防災公園

江東区

高知県

10/6 高知市中央公園

高知市

東京都 10/19 杉並区役所 西棟玄関前 杉並区

愛媛県

10/6 愛媛県立とべ動物園

砥部町

東京都

10/6 都立大井ふ頭中央海浜公園

品川区

福岡県 10/21 福智山ろく花公園

東京都

10/7 都立猿江恩賜公園

江東区

福岡県 10/21 遠賀川わくわく夢フェスタ 直方市

直方市

東京都 10/12 浜町公園

中央区

福岡県

10/8 海の中道海浜公園

福岡市

東京都 10/13 月島第一児童公園

中央区

福岡県

10/8 北九州市立 白野江植物公園

北九州市

東京都 11/3-4 代々木公園 イベント広場

渋谷区

福岡県

10/8 到津の森公園

北九州市

東京都 10/21 都立戸山公園

新宿区

福岡県

10/8 天神中央公園

福岡市

神奈川県 10/21 神奈川県立相模原公園

相模原市

山梨県 10/27-28 山梨県緑化センター

甲斐市

長野県 4/21-22 飯田市中央公園

飯田市

佐賀県 10/20 唐津市ふるさと会館「ア 唐津市
ルピノ」
・
「広場」
佐賀県 10/21 金立公園内コスモス園 佐賀市

新潟県 10/21 国道 7 号道の駅・豊栄

新潟市

富山県 10/18 北日本新聞ホール

富山市

石川県

9/15 犀川緑地

金沢市

10/7 テクノ中央緑地

能美市

大分県

10/1 ハーモニーランド

上益城郡
益城町
日出町

石川県

9/23 辰口丘陵公園

石川県

10/7 奥卯辰山健民公園

金沢市

宮崎県 11/ 10 都城歴史資料館

中央公園

金沢市

10/31 国営木曽三川公園

海津市

鹿児島県 10/20-21 かごしま県民交流セン 鹿児島市
ター
沖縄県 10/6 沖縄県営浦添大公園
浦添市

都城市

生化推進を図るため、平成 年に芝 にもなっていることもあります。そ ウハウを積極的に習得する余裕はな

日造協長野県支部と県造協とで芝 の温度差があり、芝生化推進の妨げ く、昨今の厳しい時代の中でこのノ

一方、会員企業はというとかなり ハウを持つ企業が数えるほどしかな

会員企業の中にはその芝生のノウ

化事業の強力な推進が求められてい つことなどから推奨している芝です。

10/8 あすたむらんど徳島

地域との連携強化などを目的に「全国造園フェスティバル２０１２」を

かしたのは、日系３世 歳

注目の活動を紹介します。
～８日を中心に開催。
全国 カ所で多彩な活動を展開。

環境未来都市へ向け涌井教授が講演

います。子どもの私には、

話した。

トで、世界の政治家が初め

何をしたらいいのか分かり

連携し、
「全国造園フェス
ティバル２０１２
を開催しました。

落する。 年の地球サミッ

て地球の環境悪化について

いというのではなく、自然

富山市の北日本新聞ホー

富山」 議論し、気候変動枠組条約
ません。あなた方大人も良
とともに暮らす知恵を忘れ

ルで 月 日、関連団体と

と生物多様性条約ができ
い解決法なんて持っていな

類の多さを言うのではな

た。途中、各国の利害調整

当日は、
「環境未来都市

米を作るためにつくられた

協会事業の推進と会員企業

松江市

千葉県

太田市

を目指して生物多様性とこ

ものではない。地滑りを起

生物のつながりが、生物多

丸通に行幸の道としてユリ

島根県 11/11 くにびきメッセ
10/6 金山総合公園

れからの都市づくり」と題

こす雨水を浸透させず、受

様性を理解するキーワード

に綺麗だ」
、
「とても良い雰

所在地

都市空間を構築していく努

熊本県

静岡県 10/20-21 浜 松 市 ア ク ト 通 り・ 東 浜松市
ふれあい公園

して、涌井史郎東京都市大
学教授にご講演いただきま

け留めるため、畑ではなく

（富山県支部・事務局）

であると理解した。

景観は、人々が長い間、自

市街地にも保とうという観

田になった。日本の美しい

ランやカフェによって特設

点で、落葉街路樹を二回に

啓発コーナー」を設けて緑

囲気だ」と、好評を得るこ

船橋市

幕張海浜公園 B ブロック

した。
涌井氏は、
「現在１日百
種の生物が絶滅している。
人間には無関係と思う人も
いるかもしれないが、生態

されたオープンカフェと歩

分けて剪定し、落ち葉を減

天候にも恵まれ、家族連れ

化啓発活動を展開し、チラ

とができました。

期間

10/6 国営滝野すずらん丘陵公園 札幌市

力を大切にしていきたいと

長崎市

10/

系を飛行機、生物をリベッ

行スペースを分けるもので

らしつつも紅葉を楽しめる

など多くの方々で賑わいま

シやパネル展示で緑化の重

鳥取市

千葉県 10/13 千葉県立行田公園

千葉県 10/6

トに例えると、１つ２つの

す。背丈を越すシマトネリ

した。

要性を伝えるとともに、種

ドとして景観を重視した街

都道府県

思います。

米子市

鳥取県 10/13-14 湖山池公園
群馬県

開催地一覧

（京都府支部・事務局）

鳥栖市

長崎県 10/27-28 おくんち広場

中部

佐賀県 10/13 田代公園

石川県

リベットが抜け落ちても耐

コの鉢植えや枕木を使った

京都の近代街路樹は、明

ように改善されてきました。

街路樹のケヤキの下、歩道

「おいけフェスタ」は、

子やガーデンシクラメンを

路樹の育成管理が行われて

ても、景観をより大切に考

街路樹の育成管理全体とし
また、ブース付近の歩道

えて行われるようになり、

治 年（１９１２年）に烏

花壇、そして蛇籠をモチー
フにしたフェンスなどをリ

都府造園建設業協会と京都

全体が緑あふれる空間に変

「通りが見違えるよう」
と好評、剪定も改善進む

京都市と京都商工会議所

市造園建設業協会とともに

ズミカルに配置しました。

主 催 の「お い け フ ェ ス タ

や、カフェで休憩された方

身しました。通行された方

企画協賛しています。

２０１２」に合わせ、全国 「おいけフェスタ」に例年
造園フェスティバルを 月

京都市のシンボルロードで

道行く方々に配り、住民一

きました。また、京都市の

今年は、
「花と緑の普及・ から「歩道が見違えるよう

ある御池通の魅力を再発見

人一人の緑化への協力を呼

日、 日に開催しました。

することを目的に、御池通

びかけました。

御池通は、シンボルロー

の鴨川から堀川通までの約

上に緑化装飾も手掛けまし

㌔弱の間で２００６年か
ら毎秋開催されています。

平成 年度からは、観光都

鳥取県 10/13-14 米子市弓ヶ浜公園

船橋市
水戸市

10

た。これは、おいけフェス

所沢市

千葉県 10/20-21 天沼公園
9/30 偕楽園

10/7 国営みちのく湖畔公園

15

（一社）日本造園建設業

埼玉県 10/28 所沢航空記念公園
茨城県

河合町
郡山市

9/29 馬見丘陵公園

9/30 郡山カルチャーパーク

奈良県

福島県

和歌山県 10/8 和歌山マリーナシティ 和歌山市
イコラストリート
広島県 10/6 広島市森林公園
広島市
山形市

神戸市
10/5 志戸田児童遊園

枚方市
秋田県 10/7-8 北欧の杜公園

柴田郡
川崎町
北秋田市

11/3 神戸市立相楽園
宮城県

兵庫県
八戸市

奥州市

大阪府 10/27 ひらかたパーク
10/6 八戸市史跡根城の広場

岩手県 9/22-23 岩手県立緑化センター

福井県

八戸市史跡根城の広場

八戸市

10/7 福井県総合グリーンセ 坂井市
ンター
滋賀県 10/20-21 大津湖岸なぎさ公園サ 大津市
ンシャインビーチ周辺
京都府 10/13-14 御池通シンボルロード 京都市
青森県

えられるが、ある時点を超
えると飛行機は分解し、墜

10月６日～８日を中心に多彩な活動を展開

5/1
青森県

in

全国造園フェスティバル 2012

開催場所

13

講演する涌井史郎教授

京都

市にふさわしい紅葉景観を

「とても良い雰囲気」と好評だったブース付近の歩道上緑化装飾

全国造園フェスティバル 2012

10

タの期間中に、沿道レスト

山形県

会員全社が目標に向って寒地型芝

しょうか。

生のノウハウを習得する必要性を強

く感じているところです。

ノウハウは企業の知的財産であ

を共有し、より積極的に社会にアピ

これらの芝生は冬の寒さの中でも ールしていくことも重要なことだと

芝生化が始まっていて、更なる芝生 時にも養生をすることにより十分育

山嵜信幸（㈱長遊園）

すでに松本市・東御市等での園庭の 使用する事が出来ること、夏の高温 思っています。

の、
だんだんと前進し始めています。

みにより、地域で温度差はあるもの ります。

にあ すが、日造協の事業としてノウハウ
パネルディスカッション等の取り組 スク・ペレニアルライグラス等）

庭園庭の芝生化の推進》の講演会と タッキーブルーグラス・トールフェ り、きちんと担保する必要がありま

化・川渕三郎氏を講師に招いての
《校 も使用できる寒地型の西洋芝（ケン

案・ボランティアによる園庭の芝生

したが、長野県方式による芝生の提

なかなか思うように進みませんで

に掲げ、取り組んできています。

ーツ施設の芝生化を重点目標の一つ ウライシバやノシバではなく、冬季 かないと出来ない）というところで

生の日を制定して校庭・園庭・スポ れは推奨している芝生が暖地型のコ かなか持てない（直接仕事に結びつ

19

45

北海道

1

富山
10

協会京都府支部では、㈳京

21

12

92

14

18

花と緑で美しい日本を！

11

71
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2
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イベントが多く、今年は近

もともとこのシーズンは

大人気の米子市の公園ＰＲ

毎年子ども連れの家族に

実施す

なども

ショー

のミニ

毎年この全国造園フェ

隣の人気のあるイベントと

るなど

てきたことや、県や市の支

スティバルの期間中に県造

ブース、来年度本県で開催

盛りだ

鳥取

トーク

協と協力して開催している

重なりましたが、おかげさ

される全国植樹祭や全国都

くさん

14

援なども大きな要因だと考

花と緑のフェア「グリーン

まで多くの方々に来場いた

市緑化フェアのＰＲブース

13 in

４年目で認知度向上、来年の緑化フェアに展開

フェスタ よなご」を、本

だきました。天候に恵まれ

10

えています。

年も 月 ・ 日の土日に

の内容

にすることができました。

やキャラバン隊、そしてポ

ール・スミザー氏を迎えて

ん！」のモデルとなった滋賀県の豊郷小学校の旧校舎に

は多くのファンが訪れメディアにもとりあげられてい

る。このような作品は無数につくられており、すでに一

つのジャンルを形成している。

たこともあるのですが、４

年目となり認知度が上がっ

第40回

米子市の弓ヶ浜公園にて開

催しました。

学会の目・眼・芽

今世紀は環境の世紀であるといわれて久しい。環境と

旭山動物園物語のように、ランドスケープの物語を描

いてはどうであろうか。日比谷公園のような大公園

だけではなく、地域の街区公園であってもよいし、

ランドスケープをつくる楽しさを描いたものでもよ

い。
ストーリーは奇跡の成功物語である必要はない。

史実を描くだけではなく、それぞれの場を舞台にし

た「物語」であってもよい。聖地巡礼はもとよりフ

そして、例年とっとり花

回廊の支援を得ながら開い

ていたフラワーハンギング

バスケット講座をコンテス

ト形式にしたことも参加者

にとても喜ばれました。

このような行政支援はも

ちろんですが、設営から撤

去までを全て手弁当でやっ

てくれている日造協・県造

協の会員の熱意には感謝の

言葉もありません。

鳥取県では、来年度の政

支部
東京
福岡
東京
東京
東京

緑のまちづくりは、みな大事であるという。しかし、い

ざことを進めようとすると、なかなか立ちあがらな

い。輝かしいスローガンの割には、それを実現する

予算がなかなかつきにくいというのが実情であろ

う。若年人口の減少により、大学で環境デザインや

造園についての学科が苦戦をしいられているのも、

このことと無縁ではない。これは造園に対する世間

会社名
( 一財 ) 公園財団理事長
( 一社 ) 日本公園緑地協会副会長
( 財 ) 建設業振興基金専務理事
㈱淡窓庵代表取締役
東京都市大学環境情報学部教授

策戦略事業の目玉に「とっ

とりグリーンウェーブ」を

掲げ、前述の植樹祭、都市

緑化フェアを契機に自然と

の共生の実現をテーマに

様々な運動を展開する予定

会員数の減少や予算の問

です。

題など課題は多いのです

が、そうした動きの中で地

域の人々に造園・緑化の視

点から
「グリーンウェーブ」

を発信して行けるイベント

でありたいと思います。

昨年度から始めたチャリ

ティーオークションの売り

上げは、僅かですが陸前高

倫理委員会

日造協

平成24・25年度

参加者に喜ばれたコンテスト形式の
フラワーハンギングバスケット講座

委員会・部会委員

一覧

今年４月の一般社団法人移行における新定款で委員会の役割を明記するなど、新たな委員会体制を整えました。また、部会は
各委員が必要に応じて特定課題の検討等のために設置できることとしました。委員会・部会委員を紹介します（◎は部会長）。
技術委員会及び部会
区分
氏 名
会社名
委員長 卯之原 昇 ㈱昭和造園
副委員長 北 総一朗 北造園㈱
〃 松本 透 ㈱富士植木
〃
〃
〃
〃
〃
委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
部会委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

伊藤 幸男
鈴木 義人
中村 秀樹
永島 昌和
小林 正典
米山 浩史
石出慎一郎
渡邉 進
儀賀 悟
井内 優
坂本 竜二
高須賀盛満
古賀 正
立山富士彦
三浦 敢司
吉村 知泰
大場 淳一
坂元 博明
中村 良孝
渡邉 進
伊藤 亨
松田 武彦
八木澤清隆
内田 卓弘
生方 幸寿
高田 和己
荻野 淳司

事業委員会及び部会

支部
東京
石川
◎技術・技能、技能五輪、 東京
技術企画
㈱日比谷アメニス ◎技術情報・研修、技術企画 東京
㈱柳島寿々喜園 ◎安全、技術企画
東京
内山緑地建設㈱ ◎調査・開発、技術企画 東京
㈲桂植木
沖縄
㈱小林造園
京都
横浜植木㈱北海道支店
北海道
東洋緑化㈱
宮城
㈱八廣園
埼玉
東海造園土木㈱
三重
㈱井内屋種苗園
和歌山
廣島緑地建設㈱
広島
高須賀緑地建設㈱
愛媛
古賀緑地建設㈱
福岡
立山造園事務所 技術・技能、調査・開発 千葉
東光園緑化㈱ 技術・技能
東京
㈱吉村造園
技術・技能
東京
㈱大場造園
技術情報・研修
東京
㈱柳島寿々喜園 技術情報・研修
東京
㈱飛鳥
技術情報・研修
東京
㈱八廣園
技術情報・研修
埼玉
㈱渡辺造園
技術情報・研修
鳥取
松田造園技術事務所 技能五輪
神奈川
㈲信州緑地
技能五輪
長野
㈱内田造園
安全部会、調査・開発 神奈川
東急グリーンシステム㈱ 安全
東京
東武緑地㈱
安全
東京
アゴラ造園㈱ 調査・開発
東京

氏 名
会社名
和田 新也 箱根植木㈱
藤田 良司 ㈱九州造園
松本 朗 ㈱富士植木
芦部健由樹 西武造園㈱
石渡 浩 箱根植木㈱
伊藤 幸男 ㈱日比谷アメニス
関根 武 内山緑地建設㈱
田丸 敬三 東光園緑化㈱
松村 一 松村園芸㈱

部会
◎技能五輪、技術企画

区分
委員長
副委員長
〃
〃

氏 名
梅川 真澄
稲富 俊広
風間 啓秀
河嶋 功

〃
〃
〃
委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
部会委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

四宮 繁
鈴木 一彦
正本 大
酒井 利明
山嵜 信幸
伊藤 志朗
内山 晴芳
中島 祥之
持田 正樹
鶴田 忠嗣
永島 昌和
石野 陽一
岡田 茂樹
関根 武
丸 健一
丸山 賢史
室橋 智
添川 秀樹
堤 明伸
森川 昌紀
内山 剛敏
荻野 淳司
佐々木創太
武井 大佐
藤巻 慎司

支部
東京
福岡
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

区分
委員長
副委員長
〃
委員
〃
〃
〃
〃
アドバイザー

氏 名
望月 勝保
髙石 正弘
吉村 長泰
有賀 光昭
中村 秀樹
松本 透
風間 啓秀
大場 淳一
福成 敬三

会社名
藤木園緑化土木㈱
㈱髙石造園土木
㈱吉村造園
西武造園㈱
内山緑地建設㈱
㈱富士植木
日産緑化㈱
㈱大場造園
㈱フォーサイト

会社名
部会
㈱富士植木
◎事業企画
㈲稲富造園
日産緑化㈱
◎人材育成、事業企画
イビデングリーンテック㈱ ◎造園フェスティバル推
進、事業企画
㈱四宮造園
㈱東松園
◎要望・提言活動、事業企画
みずえ緑地㈱
アルファグリーン㈱
㈱長遊園
人材育成
㈱飛鳥ガーデン
天龍造園建設㈱
花佐造園㈱
㈱もちだ園芸
㈱鶴松造園建設
㈲桂植木
日造協東北総支部 造園フェスティバル推進
湘南造園㈱
造園フェスティバル推進
内山緑地建設㈱ 造園フェスティバル推進
住友林業緑化㈱ 造園フェスティバル推進
㈱日比谷アメニス 造園フェスティバル推進
物林㈱
造園フェスティバル推進
㈱理研グリーン 人材育成
㈱津々美造園 人材育成
東洋ランテック㈱ 人材育成
内山緑地建設㈱ 要望・提言活動
アゴラ造園㈱ 要望・提言活動
むつみ造園土木㈱ 要望・提言活動
西武造園㈱
要望・提言活動
藤造園建設㈱ 要望・提言活動

支部
東京
徳島
東京
岐阜
北海道
千葉
広島
秋田
長野
富山
静岡
奈良
島根
佐賀
沖縄
宮城
神奈川
東京
東京
東京
東京
東京
山梨
埼玉
福岡
東京
秋田
東京
神奈川

アクションプログラム推進等特別委員会

資格制度委員会

国際委員会
区分
委員長
副委員長
〃
委員
〃
〃
〃
〃
〃

ィクションである。メディア作品は若者に人気のア

ニメをはじめ、文芸、映画、舞台等さまざまな領域

での表現が可能である。

２００６年に大阪芸術大学で造園学会が開かれた

際に、整形式から風景式へと劇的に移りかわった庭

園史の大変動の背景を映像と音楽と舞踊と語りで表

現する「庭園の響き」という舞台公演を行った。翌

年には、その成果をみた藤井寺市の依頼で、同市

周年記念事業として、この地から遣唐使に旅だった

井ノ真成の生い立ちを物語として漫画家バロン吉元

氏に漫画作品として描いてもらい、市内の小学生に

配布した。

だれの目にもわかる物語をつくることである。そ

れにはＮＨＫの朝ドラのように誰の心にも響くシナ

リオと映像が重要になる。もとより、ヒット作をう

みだすには、
多くの下地となる作品群が必要である。

それはランドスケープ・メディアともいうべき新た

田市の奇跡の一本松保存募

金へと寄付させていただい

たことも併せて報告致しま

す。

（山陰緑化建設㈱・西谷勝之）

区分
氏 名
会社名
部会
支部
委員長 林 輝幸 西武造園㈱
◎総務企画
東京
副委員長 小栗 勝郎 ㈱岐阜造園
岐阜
〃 中西 勝 ㈱中西総合ガーデ
兵庫
ン
〃 有賀 光昭 西武造園㈱
財政・運営、◎経営環境改善、 東京
社会保険未加入対策、総務
企画
〃 阪上清之介 ㈱清香園
財政・運営、経営環境改善、 埼玉
◎社会保険未加入対策、総
務企画
〃 鈴木 誠司 ㈱日比谷アメニス ◎広報活動、総務企画
東京
〃 水庭 博 ㈱水庭農園
◎財政・運営、経営環境改 茨城
善、広報活動、総務企画
〃 田丸 敬三 東光園緑化㈱ 財政・運営、経営環 東京
境改善、広報活動
北海道
委員 高瀬 勝彦 高瀬環境緑化㈱
〃 土田 一彦 ㈱土田造園
山形
〃 齊藤 陽一 ㈱富士グリーンテック 財政・運営
山梨
〃 丸山 晶己 北越農事㈱
新潟
〃 西谷勝之 山陰緑化建設㈱
鳥取
〃 古家 敏弘 ㈱山地宝松園
香川
〃 田中 和紀 ㈱園田グリーンセンター
宮崎
〃 森根 清昭 ㈲海邦造園
沖縄
部会委員 佐藤 英介 ㈱石勝エクステリア 財政・運営
東京
〃 成家 岳 ㈱富士植木
財政・運営、財政基 東京
盤強化、広報活動
〃 藤巻 慎司 藤造園建設㈱ 財政・運営、広報活動 神奈川
〃 佐々木吉和 むつみ造園土木㈱ ◎財政基盤強化
秋田
〃 井内 優 ㈱井内屋種苗園 財政基盤強化
和歌山
〃 四宮 繁 ㈱四宮造園
財政基盤強化
北海道
〃 正本 大 みずえ緑地㈱ 財政基盤強化
広島
〃 下地 浩之 ㈲西原農園
財政基盤強化
沖縄
〃 久保 和則 ㈱葉隠緑化建設 財政基盤強化
佐賀
〃 鈴木 義人 ㈱柳島寿々喜園 経営環境改善
東京
〃 田澤 重幸 ㈱田澤園
経営環境改善
神奈川
〃 大場 淳一 ㈱大場造園
社会保険未加入対策 東京
〃 佐藤 善一 千葉造園土木㈱ 社会保険未加入対策 千葉
〃 田口 正典 ㈱田口園芸
社会保険未加入対策 神奈川
〃 森川 昌紀 東洋ランテック㈱ 社会保険未加入対策 埼玉
〃 内山 剛敏 内山緑地建設㈱ 広報活動
福岡
〃 岡田 茂樹 湘南造園㈱
広報活動
神奈川

氏名
蓑茂寿太郎
有路 信
大八木勝彦
酒井一江
涌井史郎

の関心である。世間を味方につけなければ、緑の事

業を進める予算を手にすることは難しい。

ところが、同じ生き物をあつかう分野でも動物は

たちあがる。テレビの画面にはどれだけ動物の話題

がとりあげられていることか。そのことは旭山動物

園の成功例をみればよくわかる。動物の行動をひき

だしてメディアに登場した旭山動物園の成功の一端

は、単に展示の場をつくったことだけではなく、メ

ディアの活用の巧みさである。廃園の危機から入園

者数が急増した経緯を旭山動物園物語として著し、

映画やマンガで世間に普及させた。同園のことを知

らなかった人々もこれらの媒体によって、旭山動物

園の存在は一目瞭然となる。それは旭山だけではな

く、動物園全体の再生に火をつけるブームともなっ

た。

表現への関心が造形からメディアの時代にうつっ

ていることは、芸術大学にいるとよくわかる。メデ

実現するには、理念だけではなく世間の力づよい後押し

40

総務委員会及び部会

区分
委員長
副委員長
委員
〃
〃

協

ランドスケープ・メディア～新たなジャンルを切り開こう～
な産業をうみだすことである。みどりの建設事業を

ことはできないものか。メディアがランドスケープの具

がもとめられる。造園を力づけるこうした産業の創出と

ィアに流れる関心をランドスケープの世界にむける

体的な場をもりあげている例として、アニメ作品の舞台

育成に、
造園界として投資をしてみてはどうであろうか。

若生謙二（
（公社）日本造園学会関西支部長、

大阪芸術大学芸術学部環境デザイン学科教授）

となった場所をめぐる聖地巡礼という若者たちの姿があ

る。
「らき☆すた」の舞台となった埼玉県の鷲宮神社で

は２０１０年には 万人が訪れるようになり、
「けいお
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日
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支部
千葉
京都
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

区分
委員長
副委員長
〃
〃
委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

氏 名
和田 新也
関根 武
大場 啓壽
久保 和男
奥本 寛
木山 総
久郷 愼治
須磨佳津江
田丸 敬三
寺崎 俊司
土志田 淳
山田 康博
涌井 史郎

会社名
箱根植木㈱
内山緑地建設㈱
青葉造園㈱
㈱葉隠緑化建設
㈱日比谷アメニス
㈱京阪神グリーン
㈱久郷一樹園
キャスター
東光園緑化㈱
西武造園㈱
横浜庭苑㈱
㈱サカタのタネ
東京都市大学環境情報学部教授

支部
東京
東京
宮城
佐賀
東京
大阪
富山
理事
東京
東京
神奈川
神奈川
理事

ていくために、実施内容の
学びました。

林を改修し集客する方法を

（長野県支部・事務局） 田哲男様に最先端の緑化技

都市緑化推進室調査役の金

日比谷公園では、同協会

見直し等を含め、多くの地
域住民や行政の参加を頂く

題して、道路緑化をめぐる
術や、ガーデンコンテスト

工夫が必須と感じた。

現状や、道路植栽の計画・

長野県支部

「街路樹の日 推進大会」
を開催

月 日、松本市を会場

に「街路樹の日」推進大会

を交えながらの大変貴重な

う上での留意事項等、実例
ど丁寧に説明していただき

者の苦労話やエピソードな

でのなかなか聞けない施工

賓として出席された柳谷哲

出展者の想いと力の入れ方

設計・施工・維持管理を行

長野国道事務所長、鹿野央
お話しを頂く事が出来た

を開催した。大会には、来

国営アルプスあづみの公園

浜離宮恩賜庭園では、セ

が良くわかりました。

回目となり、大会自体は定

。本大会は今年で５
事 務 所 長 な ど の 行 政 関 係 （写真）
者、一般の方を含め約 人

庭園全体の説明から江戸文

ンター長の松井修一様より

今回初めて緑化協力団体
化体験エリアで当時の街づ

着しつつある。

への会長表彰を行ったが、

大会は、記念講演と街路

が参加した。

樹の剪定実技デモであった

も見学し、貴重な体験が出

第２回社会保険未加入対策推進協議会

開の松の茶屋（上段写真） 来ました。

運良く拝見でき、普段非公

重な５５０年の松の盆栽を

週間限定で貸し出された貴

くりを学び、宮内庁より１

地域リーダーズ勉強会を開催

が、
剪定実技は生憎の雨で、 街路樹への理解をより深め
急遽中止となった。
講演は、中島宏都市防災
美化協会理事長から、
「道
路植栽のあり方～安全な街

ど盛り上がりました。

都市緑化フェア視察などを実施
地域リーダーズは、 月

これからも地域リーダー
ズでは、全国各地の様々な
情報を共有し地域の活性化
を図ると共に明日の事業の
糧となる勉強会を開催し、

委員会等の活動
■造園・環境緑化産業振興
会代表者会議
平成 年度事業報告等、
平成 年度事業計画等の承

（

月 日）

認及び会長・副会長の改選
を行った。
■技術委員会

委員会と部会の体制・活
動 方 針、 各 総 支 部・ 支 部
技術委員会の取り組みと課
題等について報告・審議。
東京駅～丸の内界隈の緑化
視察を行った。
（ 月２日）

委員会の体制各部会の検

■事業委員会

討課題と対応、各総支部・
支部の事業報告と課題につ

げたいと考えております。

（ 月６日）

いて報告・審議した。



示に係る標準見積書案の報

翌日は、全国都市緑化フ

第２回社会保険未加入対

、 日、全国より若手・
ェアの３会場を視察。早朝

標準見積書案などを説明

より上野恩賜公園にて、東

新たなビジネスの創出に繋

中堅経営者、幹部候補者等

・建設業退職金共済制

～７日㈰

・全国労働衛生週間

ン２０１２

１㈪・都市緑化キャンペー

そして、全国各地の皆様と 【 月】
の交流を深めて行きたいと

告及びその活用の進め方、
保険加入促進計画及び標準

ダー・森川昌紀）

れるなど、
厳しい状況の中、
石積み、小端積み、流れ、
植栽、バラのアーチなどを
施工した。
この結果、㈲アートラン
の赤尾英亮さん、
ド（長野県）

「造園」職種競技は、諏訪

した。日造協関係では、㈱

賞・厚生労働大臣賞を受賞

赤尾承起さんが優勝の金

市の諏訪湖イベント広場を

葉隠緑化建設 （佐賀県）木

㈲信州緑地 （長野県）の湯

施。 組、 名が参加し、
天候が危惧され、初日に前

下忠亮さん、
三原諒馬さん、

会場に 月 日、 日に実

日から 日まで開催され、

技能五輪全国大会が 月

厚労省等の主催で第 回

葉隠緑化建設、信州緑地が銀賞

第 回「技能五輪全国大会」閉会

行われた。

などについての説明などが （地 域 リ ー ダ ー ズ 総 リ ー

思います。

策推進協議会が 月 日、
国土交通省共用会議室で開

歳、
㈱小倉造園
（埼玉県）
）
、
▼石山透氏（ 歳、㈱本間
造園（新潟県）
）
、▼安井敏
也氏（ 歳、長谷川造園㈱

（ 歳、
㈱髙石造園土木（京
都府）
）
、▼武本年興氏（

見積書案に係る申し合わせ

京都公園協会公園事業部長
の大内弘様に案内いただ

かれた。

会を開催しました。
初日は、技術情報共有発

き、東北復興への想いや祈

した保険加入促進計画、見

した方々の顕彰制度。第

回目となる今年度は、新た

歳、東洋園芸食品㈱（高知
県）
）
、 ▼ 渡 邉 英 幸 氏（

歳、
木上梅香園㈱
（熊本県）
）
の７氏が受彰した。
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本光さんが銀賞を受賞した。

日造協賛助会員の紹介

東興産業

レッダー、海岸清掃等用の

ビーチクリーナー等を取り

刈、集草、芝生

より、１台で芝

ッチメントを変えることに

詳しくは弊社ＨＰをご覧

クターを販売しております。

ディアの各種芝刈機やトラ

本総代理店として、
ジョン・

ディア社の緑地部門正規日

また弊社は米国ジョン・

扱っております。

の管理育成、土

下さい。

☎０３・３８６２・５９２１

本社

…………………………

ーツトラクタを

人工芝の管理な

中心に、剪定枝

兵庫営業所

http://www.tokosangyo.co.jp

や流木用の各種

☎０７９４・８２・３７３１

～ 日㈯

１㈭・顧問会議

・運営会議

進月間 ～ 日㈮

・建設業取引適正化推

整との意見交換会

２㈮・技術委員会（都内現

～ 日㈰

定試験（実技試験）

㈭・植栽基盤診断士認

流会

９㈮・近畿総支部・支部交

動部会）

・総務委員会（広報活

日本集会

８㈭・
「世界都市計画の日」

北主催）

念シンポ（本部・東

・東日本大震災復興祈

流会

７㈬・東北総支部・支部交

６㈫・事業委員会

場見学含む）

会）
（調査・開発部会）

・技術委員会（安全部

（国交省）

入対策推進協議会

㈬・第２回社会保険未加

座談会

㈪・広報「日造協」新春

モス国際賞」授賞式

・花の万博記念「コス

フェアＴＯＫＹＯ閉会式

・第 回全国都市緑化

テスト表彰式・交流会」

グショー「 ガーデンコン

・日比谷公園 ガーデニン

㈰・全国都市緑化フェア

大会 ～ 日㈪

・第 回技能五輪全国

みどりの都市」全国大会

㈮・
「 ひろげよう 育てよう

会・交流会

・国交省との意見交換

振興会代表者会議

㈭・造園・環境緑化産業

㈫・北陸総支部と北陸地

大臣顕彰

㈭・優秀施工者国土交通

会

・地域リーダーズ勉強 【 月】

チッパー、シュ

どができるスポ

整備、あるいは

のグラウンドの

東興産業は運動場、
公園、 を販売しております。アタ

河川敷等の緑地用管理機械

～ 日㈬

度加入促進強化月間

２㈫・第１回造園施工管理

技術検定委員会（国

交省）

・資格制度委員会

度加入促進等連絡会議

３㈬・ 建設業退職金共済制

４㈭・フロリアード２０１２

名誉賞審査～８日㈪

・平成 年度全国都市

緑化祭

・技術委員会（技術情

報・研修部会）

・運営会議

５㈮・総務委員会（広報活

動部会）

ン）市長表敬訪問

・韓国順天（スンチョ

２０１２ ～８日㈪

６㈯・全国造園 フェスティバル

㈭・総支部長・支部長

合同会議

・花と緑のつどい

㈮・総支部長・支部長

全国都市緑化フェア

ＴＯＫＹＯ視察

・第６回技術情報共有

発表会・交流会

13

10

倒しで夜まで作業が続けら

18

23

25

26

31

23

24

と共に計 名が集まり勉強

表会に参加し全国各地で行

りをコンセプトとした東北

て学び、交流会では親睦を 「農」の庭や国立博物館を

積時の法定福利費の内訳明

図り時の経つのを忘れるほ

優秀施工者国土交通大臣顕彰

形県）
）
、▼松本文男氏（

借景とした造園技法や既存

会議では、各団体が作成

われている造園技術につい

31

11

11

80

46

29

50

29

10

50

）
、▼花井信行氏
導・育成等に多大な貢献を （福井県）

術・技能を持ち、後進の指

日造協から７氏が受彰
平成 年度優秀施工者国
土交通大臣顕彰（建設マス
ター）の顕彰式典が 月

日、東京都港区芝公園のメ

日造協からは、▼成澤裕

７６４６名となった。

と し て 顕 彰 さ れ、総 数 は

ルパルクホールで行われた。 に３６２名が建設マスター
建設マスターは、優秀な技

53

28

38

30

流会

㈭・沖縄総支部・支部交

ム推進等特別委員会

㈬・アクションプログラ

程改正検討

移行検討ＰＴ）諸規

㈪・総務委員会（新法人

18

50
26

17

路樹・危険な街路樹～」と
総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

11

15

19

21

22

55

10
28

21
一氏（ 歳、
㈱佐藤造園（山

38 27

29

31

29

10
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24

13
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11

12
会長等が受彰者と記念撮影
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