本号の主な内容

２、
３面 【特集】第６回技術情報共有発表会

2012 年 12 月 10 日

命ある風景を生み出す造園
第６回技術情報共有発表会に１５０人
７つの発表と講評、交流会を開催

な会となるよう努力してい
く。皆様のご協力をいただ

きたい」と述べた。
発表会後は、関東・甲信

総支部主催の交流会が行わ

れ、意見交換を行った。

環境づくりに造園力を発揮しよう

本部および東北総支部の主

時より

２０１３新年 造園人の集い

２０１３年 １月７日㈪

─
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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」

東京都港区高輪４─

皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください

備局、宮城県、仙台市など

トロールできる〟という考

たり、
〝自然は人間がコン

循環する生態系となってい

出口は利他で、これにより

通省東北地方整備局建政部

その後、脇坂隆一国土交

外の生き物は、
入口は利己、 旨を語った。

の後援を得て開催した。

年前の設計荷重の 倍と

現在、高速道路の利用が

ム学科教授、遠藤進仙台市

大学食産業学部環境システ

都市調整官、森山雅幸宮城

る。
当日はまず、日造協理事

境情報学部教授が基調講演。 活かすという考えの間に、

た環境・文化の多様性〟を

えと、
〝自然により培われ

東日本大震災復興祈念シンポジウム開催

来年は鳥取県で開催する。

東日本大震災復興祈念シ

の場となり、日造協東北総

日、東京都

終了後は、
交流会も実施し、 ンポジウム「いのちを守る

月

文京区弥生の東京大学・弥生講堂一条ホールで、約
今回は関東・甲信総支部の

緑・いのちを育む緑」は

支部から九州総支部まで５

ご活用いただきたい。日造

月７日、
仙台市の勝山館で、 の涌井雅之東京都市大学環

日本造園学会から鈴木雅和

質 疑 応 答 の 後、
（公 社 ）

建設局百年の杜推進部百年

ど、皆さんの参考となる貴

日本造園学会小野良平東京

られる潮風、寒風、飛砂に

なるなど、
〝朽ちていくイ

重なお話をいただく機会を

とあいさつ。会議では新た

がなかった。ヨーロッパは

大きな溝がある。

発表会は冒頭、藤巻司郎

得、会場の東京大学の小野

今年４月からの一般社団

大きな影響を与える。人以

対する役割、目には見えな

東日本大震災の復興にあ

会長があいさつ。
「ご承知

法人への移行に当たって理

まな手法による学生の入職

都市化が進む中で、衛生上

の杜推進課課長、山本紀久

の通り、造園工事の目的達

を加え、将来につなげてい

とにしている。この発表会 「伝統に新たな現代的工夫

先生には講評をいただくこ

く発表を聞き、命ある風景

な委員会体制や技術情報共

を即す取り組み、支部との

いが大切なコミュニティな

して今日に至っている。本

として、毎年の恒例事業と

情報共有発表会をきっかけ

く、平成 年の第１回技術

共有する場がこれまでな

ことを祈念している」と述

良い社会環境に貢献できる

つつある緑を創造し、より

お役立ていただき、失われ

閉会にあたっては、卯之

が大切」との旨を語った。

見直し、提案していくこと

さらなる活用が提案され、

まとめた書籍の販売など、

したり、これまでの作品を

感じられるような募集案に

進んでいる。こうした環境

により生物多様性の破壊が

で、これに起因する温暖化

素の増加は人間によるもの

となっているが、二酸化炭

公園緑地を特に設ける必要

市で、緑が豊かだっために

は、庭園都市・生態環境都

かつて大都市であった江戸

様性、平時の海岸林に求め

ウムを行い、海岸環境の多

５氏をパネラーにシンポジ

田坂緑研究所代表取締役の

を
り、
都市人口が
 超え、 ㈱愛植物設計事務所代表取
対策が急務となっている。 締役会長、野田坂伸也㈱野

顧問会議を開催
新法人の
移行後初

ストレスは、弱い人により

顧問会議が当協会会議室で

全国造園デザインコンクー

その後の意見交換では、

下の通り。大泉紀男氏、大

なお、出席した顧問は以

ライ語で、緑に囲われた楽

ＧＡＲＤＥＮは古代ヘブ

どの意見が交わされた。

中に入って取り組むべきな

きる造園が、もっと地域の

また、シンポジウムのア

園であり、インドで行われ

たＣＯＰ でも「自然を守

れば、
自然が守ってくれる」 ンケートは、１２０通を超

性が理解できた」
「復興に

す回答があり、
「緑の重要

本日は、
「いのちを守る

向けて元気が出た」などの

とのテーマもあった。

緑・いのちを育む緑」を考

ドイツ・ライプツィヒで行

国際大会は、来年７月に

感想も多く寄せられた。

さん

える良い機会にしたいとの

日本代表に湯本 さ鈴
ん 木

われる。国際大会で日本選

手が活躍する姿は、ものづ

となった。
両名は 月 日、 青年技能者の技能向上につ

ルする絶好の機会であり、

大会」の日本代表選手を決

日造協本部を訪問、大会へ

省も支援を行う予定。

ながることから、厚生労働

定した。造園職種は日造協

鈴木幸さんが出場すること

湯本光さん、㈱第一緑地・ くりの素晴らしさをアピー

技能五輪国際大会 代表者決まる

中央職業能力開発協会

は、第 回「技能五輪国際

機能と自然、景観に配慮で

を用いた都市修景、さまざ

原昇技術委員長があいさ

開催された。

坪貞保氏、熊谷洋一氏、佐

所に移動することができません。だから
こ そ、 樹 木 の 生 態、 性 質
を知りつくしている植栽
基盤診断士はなくてはな
らない資格だと思ってい
ます。

る。

重なご意見をいただきたい」 そのほか、大型プランター

つ。
「技術情報共有発表会

ルについて、課題となる公

藤四郎氏、丸山宏氏。

況の報告を行った。

司会進行は、大場淳一技

は、全国都市緑化フェアの

園や住宅をもっとリアルに

月１日㈭、その第１回

環境問題が世界的な問題

成は、工事完了後の管理な

で、さまざまな情報を共有

を生み出し、守っていくの

事数の削減が図られ、それ

有発表会、全国造園フェス

の問題から郊外に森をつく

日も、東日本大震災の被災
べた。

忌憚ない意見続々

どにも工夫が問われており

することにより、本日ご来

に伴って
「顧問会議」
を設置

交流の活発化などの提案が

どを踏まえた生活密着型の

地に根差していたからこそ
できた取り組みや、鈴木先

術委員会技術情報・研修部

開催地で、
毎年行っており、 「日造協活動についての貴

藤巻会長は開会に当たり

生からの「造園技術とプロ

会委員が行い、早速、発表

にも古い樹木があれば、二世を育てよう

から３メートルほどになっています。他
あるお寺に樹齢３００年から４００年

と思い、後継者の育成をしています。

通じるところがあります。
のビャクシン「イブキ」の木があります

よ」と声を掛けながら切るように伝えて
います。

が、木には寿命がありますから、だんだ

小林 正典

樹木は、人間のように居心地の良い場
「ことわっておく」という言葉があり

してやるために整えるのだから我慢せえ

デュースの関係」の講演な

日本人は、自然に対して畏れを抱くと

ん腐ってきています。

日造協理事・㈱小林造園代表取締役

樹木への思いやりの心を大切に

ともに、信仰の対象にもしてきました。 ますが、拒絶ではなく、前もってという
日本庭園も、そうした自然へ
の敬いの心を表現したもの
です。庭師たちは、木を手入
れする時も、そうした思いを
忘れません。

るのですから、せめて土壌だけでも育っ

違う環境から違う環境に移動させられ
は精霊が棲んでいるとされているので、 処置をとるよりも、その二世を採って育

た土壌に近づけてやるのが、我々この仕

そういう木を見ていると、下手に延命
て、植えてあげるのが一番いいのではな

意味で、フィンランドの森の人は、木に
の前に鋏を持って立つと、木が「切られ

前もって「こういう目的で切ります」と

ロシアの学者だったと思いますが、木
る」と警戒心を持ち、電磁波を発するそ

もっと樹木を労りの目で見ていただき

事に携わる者の責任ではないでしょうか。
いかと思います。
その木から一つだけ芽が出たので、そ

長野県支部の㈲信州緑地・ の抱負を語った。

29

伝えるためだそうです。日本では昔から
イチョウやクスノキには神が宿っている

たいと思っています。

60
%

11

うです。
若い人たちに、手入れをする時に、
「傷

の木の横に植えました。今、２メートル

シンポジウムのようす

大学准教授が講評を行い

ますが、その技術や知識を

場の皆様が、今後の業務に

が造園であることを改めて

することとしたところです。 ティバルなど、事業実施状

り、近年北米では道路など

催、国土交通省東北地方整

18

なされた。

協では、これからも有意義

30

環境づくりが必要であり、

筑波大学教授が発表。

会から１つの発表、
（公社） 方々が準備された。大いに

11

の高架上の緑化を進めてい

と講評がなされ、発表会後は交流会も行った。

６つの発表、
（公社）日本造園学会から１つの発表

つの発表、日造協技術委員

第６回技術情報共有発表会は

小野良平准教授

１５０人の参加を得て開催した。当日は日造協から

12

10

10

ンフラ”は大きな問題であ

50
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と、しめ縄をつけて崇めますが、それに
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つけるのとちがうで。あんたやらを良く
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【学会の目・眼・芽】第41回 矢幡 久 氏
自然林復元工法のすすめ
【緑滴】こんな時代だからもっと積極的に！
！
高瀬勝彦
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第６回技術情報共有発表会は

月

介するが、平成 年７月

米内吉榮氏

日、東京大
陸前高田「希望の松」
保護活動について

学弥生講堂・一条ホールで開催した（記事１面）
。

㈱米内造園
東日本大震災は陸前高田
市の沿岸部市街地の大半を
瓦礫に変え、高田松原を流
失させた。１年半が過ぎた
今でも復旧は一部しか進ん
でいない。
地震は、いつ発生するか

（公社）日本造園学会、㈶
日本緑化センターの３団体
の技術指導で、
「希望の松」

し、
困難な場合を想定して、

植栽基盤診断士を活用
後継樹の確保を考慮した。
した海岸保安林の再生
地上部、地下部にさまざ

生息樹木の選抜、維持管理

しやすい配植とし、クロマ

ツ５００本と、タブノキ、

ヤブニッケイ、オオシマザ

町の海岸県有保安林で、雑

良、微アルカリ性に近い中

で、クロマツの成長率は、

５月から８月の経過観察

まな対策を施し、一時は新

近年、九十九里海岸県有

草が繁茂し、大部分のクロ

性、ＥＣ０・１ ／ｍ未満

の樹勢維持・回復及び後継

保安林は、地盤沈下に伴う

マツは枯死伐採され、残る

クラ、エノキ、ネムノキの

力の前に努力は報われなか

地下水位の上昇による過湿

クロマツも立ち枯れが目立

和人氏

げ、県内外の関係する多く

った。一方、後継樹の育成

害、松くい虫被害の急増、

っていた。

林

の団体の協力をいただき、

は、接木、実生ともに苗の

東日本大震災の津波被害も

そこで、現存クロマツの

林造園土木㈱

対策を進めてきた。

現在、接木７本、実生苗

確保ができ、成果を得た。

加わり、日本の財産ともい

枯損木の根系と土壌を調査

芽も確認できたが、自然の

一般の方々からすれば、

本が順調に生育。支部で

える白砂青松の景観が失わ

し、低コストで可能な土壌

樹確保の２つを目標に掲

日造協会員の皆さんはこの

は、育成を依頼している住

れつつある。

で肥料分不足が考えられ、

地下水位は、２カ所が ㎝

程度、３カ所で１００㎝で

２％から ・ ％となった。

観察から間もないため、有

効なデータとは言えない

が、低い場所、水位の高い

改良方法と植樹計画を検

有機物施用による改善、低

保水性や保肥力に乏しく、

いう傾向が見られた。

長には、湿潤の方が良いと

この結果、
丘状の場所は、 所の成長率が高く、初期生

確認できなかった。

合計１０００本を植樹。

として、さまざまな機会に

友林業筑波研究所と技術指

協力者であり、自らの実績

活用していただきたい。

千葉県支部では、社会貢

討。直根は腐朽枯死し、側

日より、私たちは、枯亡し

献活動の一環として、千葉

わからず、この陸前高田の

導をいただいている３団体

た一本松の取り組みから外

と後継樹の有効活用の提案

れ、大手ディスプレイデザ

今回の「希望の松」の保

業としての知識や人材を活

森制度」を活用。造園専門

を考慮し、
５カ所で①土性・

土壌は、現地の地形など

植樹は平成 年３月に千

被災地から多くの課題と教

課題だが、「希望の松」は、

行い、海岸林の有効的な再

対策を講じて、植樹活動を

認）
、
②土壌硬度、
③透水性、 方々の協力を得て、
、県の

土壌断面調査（地下水位確

葉県支部をはじめ、地元の

性も痛感。今後、見識を広

としての力量アップの必要

想以上で、植栽基盤診断士

今回、潮に強い樹種とし

保護対策にあたっては、

ような状況に、いつどこが

護活動の検証をどこが行う

かして、調査研究をもとに

て、タブノキやヤブニッケ

４月 日に現地に入り、地

見舞われるかわからない。

盤沈下により、汀線が ｍ

は根元まで冠水。さまざま

か、どう生かすかが今後の

対策の許可を陸前高田市長

そのため、現位置での生

全国的にも有名になった

街路樹については、通常

路樹診断カルテを使用、実

いて、
『樹木医必携』の街

け方と情報整理の方法につ

の活性化につながる森づく

げ、造園力を活かし、地域

Ｃについて調査した。

の維持管理のため、その業

地演習などを行い、参加者

すべて砂土、透水試験優

務を行う会社が街路樹の状

同士で診断結果を検証する

広葉樹の混交林で、地域住

整備指針によるクロマツと

現地は千葉県長生郡白子

組むこととした。

④酸性 、⑤電気伝導度Ｅ
望の松」になり得ると確信
している。

況を把握しており、その会

ことで、診断の標準化を図

になっても連絡の取れない

しかし、地震から４日後

もたちに花も見せてあげら

する中、ニュースで、子ど

はこれでいいのかと、苦悶

が行われる中、自分の活動

られ、
街路樹の成長に伴い、 基部と構造物との干渉など

年に多くの道路整備が進め

を中心に、昭和 年から

今回の調査は、実害の発

る私の作業が追い付かない

大性が高い情報”
について、 査が完了。データを整理す

生を防ぐことが第一で、全 「詳細調査」
を行うことが、

専門的な道具を使って行

が、レジストグラフなどの

た街路樹の調査方法を検討

路樹データベース」を用い

く収集し、一元化する「街

なるため、標準化が求めら

は、各社、人それぞれに異

と思われる街路樹”の判断

ただし、
〝普通ではない

い。

育成と安全を図っていきた

実を図り、健全な街路樹の

今後、データベースの充

スピードだった。

実際、コウモリガによる

うのが一般的とされるが、

合理的であると考えた。

虫害、
胴枯病、
木材腐朽病、

し、実施した。

れることから、異常の見つ

４３１号線の街路樹だけで

が見られる。

出、空洞による木部の肥厚

宅に行くと会社と同じよう

職員がおり、不安はぬぐえ

れないとの保育園の先生の

全体として美しい景観とな

鳥取県では、昭和 年の

な状況だったが、家族の無

ず、相次ぐ余震に子どもた

お話を聞き、
「これだ」と

こ の た め 今 回、 国 道

しかし、海岸近くの現場

りを行っていきたい。

生「造園協会の森」に取り

援物資を運んできた運転手
が、
戻るだけあればいいと、

社をはじめ、県、樹木医な

トラックのタンクから直接
街路樹の生育に
燃料を分けてくれた。
関する調査について
しかし、震災から 日が

どの日常的に街路樹の状態

った。
事は確認でき、夕方になっ

ちは怯え、私も身動きが取

思い、プランターに植えた

っているものの、一部には

４３１号線について調査を

水を確保するためにタン

民の要望、周辺樹木調査と

訓を教えてくれ、真の「希

古積

を把握している者が、
「予

て、現場に出ていた職員が

れないため、家族は妻の実

花を届けると、突然の訪問

問題がある樹木が存在し、

実施した。

体像の把握が急務であるこ

過ぎ、さまざまな支援活動

６００本以上あり、こうし

一定の水準で、素早く街路

はないと思われる街路樹” 「街路樹データベース」に

備調査」として、
〝普通で

樹の情報を集めることがで

にもかかわらず、とても喜

物損などの事故も発生して

調査は、樹木医などの高

とから、多くの情報を素早

亨氏

た街路樹の調査を１本１

の情報を「街路樹データベ

んでいただき、その後、被

いることから、こうした問

度に細分化された専門家

伊藤

鳥取国体（わかとり国体） が推測される主幹、入り皮

本の街路樹に対して行うの

ース」に提供し、こうして
とのメールが届き、
その後、 クを買い求め、給水。その

にいた職員から「助けて」

帰り道、給水所に並ぶ人た

災地に花を届ける活動を続

題のある樹木への早急な対

家に避難しました。

全く連絡が取れず、１時間

ちを見て、給水活動を開始

け、小規模だが、復興が終

策が求められている。

次々に戻ってきた。

後に「助かった」とだけの

し、合わせて床下に水が溜

わるまで、続けていきたい

㈱渡辺造園

になりつつある主幹、辺材

は、時間も予算も間に合わ

き、実際２日ほどで予備調

メールが届いた。後で聞く

まった家屋の排水作業を実

こうした手法によって、
から心材に及ぶ腐朽、主幹

ないため、どう行うのが合

集まった情報を基に、
〝重

と、車で走行中、危険を感

施。
東京の友人らと連携し、 と思っている。

理的かを検討した。

じ、民家の屋根に登った直

声も聞こえてきた。いった

昇氏

からいただき、
日造協本部、 育持続を第一義的な目標と

の間に伸長していた。

な事情から移植困難である

根腐れによる枯損が懸念さ

い場所は地下水位が高く、

イン会社がモニュメントと

あまり近づき、大潮の時に

さて、岩手県支部は４月

ことを確認した。

イを選んだものの枯れが予

根はＧＬから ～ ㎝程度

一番大事なことは、命を守
しての加工を行うと、報道

日に「希望の松」の保護

れ、排水対策を行った。

県で推進している「法人の

ることであり、その上で、
等で発表されている。

をしたいと思っている。

私たち造園人としての使命

70

16
91

dS

「希望の松」について、紹

をどう果たしていくかだ。

関東・甲信総支部

支援物資の輸送などを行っ

い何が起きているのか、自

ph

今回はその一端として、

22

本号では、日造協の６つの発表、
（公社）日本造園

これまで最大の７つの発表
伝統＋現在、そして未来へ
震災の日から花に
出会うまでの 日間
古積造園土木㈱

18

樹皮の脱落による辺材の露

60

震災を振り返り、技術的
な情報とは言えないが、自

30

東北総支部
15

た。ガソリン不足の中、救

62

らの体験から何かを感じ取

10

24

後、津波に巻き込まれとの
ことだった。

56

っていただければと、地震
発生からの 日間について
お話ししたい。
東日本大震災が発生。運
転中に想像を絶する揺れに
急停車した。目の前のビル
のガラスがバリバリと割れ
落ち、信号はすべて消え、
渋滞が始まった。
会社に戻るとキャビネッ
トはすべて倒れ、足の踏み
場がないほどメチャクチャ
で、 ラ ジ オ か ら「荒 浜 で

中国総支部

18

24

30
20

発表会のようす（希望の松について発表する米内氏）
２００人の遺体が…」との

東北総支部

12
30

30

10

学会の発表と講評発表と講評の概要を紹介します。
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池端

潔氏

江戸から伝わる伝統技法
大クスノキ立曳き
伊勢造園建設㈱
「森と水の都・熊本」を
象徴する白川の河川改修に
合わせて、河岸際の大クス
ノキの移植が求められた。
他の樹木については、
年前から移植作業が進めら
れ、今回移植するクスノキ

立曳きに際し、安全管理

巻き取り作業に加わった。

な力を小さくし、人力で軽

を組み合わせ、牽引に必要

そのほか、幾つもの滑車

出したが、いざ仕事になる

積算も自分でやって市に提

本を強剪定することとし、

変わり、一から指導しなけ

で、実際に３年目に業者が

り一安心。市の発注は入札

講 評

海岸保安林の再生、街路

物でいえば、はく製で、遠

ントになったと思うが、動

な人の考えから、モニュメ

の話では大いに参考になる

樹の生育に関する調査は、

からず一般の方もおかしい

水公園のシンボルツリーと

こうした地道な取り組みが

と思うのではないか。形だ

のではないか。

将来につながっていくと感

けそこにあって、どれだけ

なった後も、多くの人に親

また、造園は、命のある

じた。街路樹の調査は、デ

の意味があるのか。

「一本松」は、いろいろ

発表を聞き、造園は時間

空間を扱っているというこ

ータとしての適正を保ちつ

しまれるだろう。

の自主管理となり、安定し

軸を持っているのが最大の

とも全体の発表から強く感

つ、簡便にデータを集める

（公社）日本造園学会 常務理事

置されたウメの剪定はした
た管理ができるはずだ。

特徴であることを改めて感

じられた。

ればならなかったが、協会

上、伝統的な立曳きでは、
と、造園業者の方も 年放

ことがないから指導して欲

掛かったが、住都公団時代

じた。
「花に出会うまでの

不足な部分があり、トラワ

しいということで、４年ほ

は白紙に絵を描く仕事と言

生したノイズをどう消すか

るか、何をすべきかが端的

こにもその時々に何ができ

短い限られた時間だが、こ

ることが、特に新しく、親

きは、市民の参加を得てい

術や工夫が加えられ、立曳

りながら、現在の新しい技

垣の復元は、伝統工法であ

大クスノキの立曳き、石

くいかなかった話も、技術

岸保安林のような一部上手

手くいったものが多く、海

学会の発表は、基本的に上

手法は大変合理的。また、

が大切だと思った。

見直し、提案していくこと

ことを、この機会に改めて

守っていくのが造園である

命ある風景を生み出し、

間で１億２千万円を投じた

と多くの人が集まる。６年

人は正直できれいになる

生産にもつながり、集客も

造形物を作り、地元の花苗

とで、
モザイカルチャーで、

客をどう増やすかというこ

縄の首里城では、冬の観光

伝統の立曳きを行うに際

小野良平氏

この結果、無事に伝統工

ど東大の果樹園にいたこと

えたが、再生の仕事は、も

苦情が段ボール箱で届くほ

に示されており、貴重な体

が、駐車場を有料にできる

重量 ｔ、№ 幹周４・

東京大学准教授

を図り、立曳き時は、ワイ
法による移植が無事完了

も あ っ た の で、指 導 を 行

く巻き取れるようにするな

ヤーを張り替えながら倒伏
し、河岸河川改修により九

い、ほとんど丸坊主状態に

どの工夫を行った。

を防止。移動が５％の下り
州北部豪雨での被害もな

との状態にどう戻すか、発

イヤーを設置し、倒伏防止

勾配で、加速による急な転
く、多面的に有意義な樹木
したが、翌年の梅まつりは

これが再生の仕事で 年

がりを考慮し、逆回転のカ
移植を行うことができた。

どで、
夢にまで出てきたが、 という仕事ともいえ、やっ

験で大変参考になった。

てみると藪化しており、図

ようになり、この収益が年

に土厚が掛からないように

研究会を立ち上げ、苗高 ～ ㎝の芽苗と呼んでい

ところが、大分県のある造園業者は、自然林復元

てみると面白く、そうした

面を貰おうと思ったら、な

ｍ、樹高 ｍ、枝張 ｍ、

りなどに関わらせていただ

工の程度により、
野面積み、 の土部分は、土壌硬化剤を

設で石垣の一部が削られ、

そこで、伝統工法の基本

した。機会があればぜひ、

広葉樹などを使い、道路法面等の生育条件の厳しい

る無肥料で雨水だけで育苗した１５０種にものぼる

同じ緑でも、山の緑は、農林水産省が管轄し、都

環境下で植林し、みごとな成果を上げている。大変

般的である。

３０００本程度に植えて、毎年下刈りを行うのが一

た、スギ・ヒノキ人工林の様にヘクタール当たり

然林のもつ公益的な機能は金額では表せない。ま

返りを求めるものとして当然のことではあるが、自

の少数の樹種を植えることが多い。これは投資の見

する気も起きない。木材が使える有用樹や花木など

にとって、将来有用な資源とならない広葉樹を育成

にくい広葉樹造林が推奨されているが、山林所有者

このために、生物多様性の面からも、被害を受け

大させている。

って、大きな被害を受け、流木となり洪水被害を拡

と災害に弱い森林となり、大型台風や集中豪雨によ

は木材生産のためには重要であるが、手入れを怠る

森林の整備が行われている。スギやヒノキの針葉樹

る。このために、
全国の 県で森林環境税を導入し、

したり、皆伐後に再造林を放棄する事例が増えてい

下によって間伐しても採算がとれずに、管理を放置

ダムともいわれている。しかし、林業の収益性の低

水源涵養や水質の向上など様々な機能があり、緑の

国土の約３分の２を占める森林は、国土の保全、

い。

造園業界からみれば異端であることをご了承願いた

は後者との関係が深いが、筆者は林学が専門分野で

市や道路の緑は国土交通省の管轄下にある。造園界

学会の目・眼・芽

仕事が来るようになり、沖

枯れたのは３本で無事再生

いということなので、当時

でき、そのほか、国営昭和

した。

ど住都公団で仕事をしてい

３千万円。単純計算で４年

うえで、検討を行った。

いている。

れて施工。割栗石コバ立後

添加し、転圧。防水シート

江戸城の城郭門で、国の

史跡である「常磐橋御門」 昭和８年に復旧し、昭和
の門跡石垣を復元した。

日間」は、造園としては

グラサンを設置した。
は初めての試みとなる立曳
造園技術と
プロデュースの関係

たので、造園建設業には親

湾岸戦争で注目を浴び、ま

で回収できる。
花や緑には、 記念公園の花みどり文化セ

き工法を選定。合わせて、

しみがある。当時は、いい

だ出始めたばかりのＧＰＳ

それだけの集客がある。

と協力して行うなど、長く

伝統工法の習得、継承や市

し、根鉢の架台となるカン

時代でかなりの量の仕事を

を使い、１３００本の樹木

市のお荷物だったが、観

柔軟に活用できる空間づく

は、河川改修後に整備する

ザシやコシシタ、コロ、ミ

し、ほとんどの図面を自分

１本１本の位置情報を記録

光協会で管理することにな

親水公園のシンボルツリー

チイタ、架台を引くワイヤ

で書いた。昭和の終焉とと

し、ＧＩＳに入力。これも

民参加型のイベントとする

規格重量１００ｔの樹木

ーを巻き取るカグラサンな

もに大学に移り、現在、環

初めてだと思うが、衛星画

となる№ 幹周３・ ｍ、

で、学識経験者、発注者、

り、根巻き、荷台取付など

となった委員会で、
勉強会、 ど の 道 具 を 作 成。掘 り 取

施工業者による産官学一体

の事前準備を行い、 平成
境デザインという、簡単に

像を入手し、これにＧＩＳ

今後、よりストックの活
用が求められる。ぜひ、造
園の力を活かして、取り組

工事ということで、石だけ

目潰し施工とし、裏込め層

んでいって欲しい。

え足らず、逆さ石などの不

で積む工法を用いた。

積み、根石部分も木材を使

打込み接ぎ、切込み接ぎの

を敷設後、芝張り用土を入

つくば市で 年くらい放

鈴木雅和氏

研修会を通じて、技術・情

年２月８日に市民公開、

言うと「花と緑による地域

と都市計画図を重ね、現地

筑波大学教授

報・知識の共有化を図った

市民参加方式のイベントと

再生」を行っている。

こととした。

その結果、シンボルツリ
して、大クスノキの立曳き

切るか切らないかを判断。

樹高 ｍ、枝張 ｍ、規格

ーとして、大幅な樹形変更
を実施。会場には多くの市

置してしまった梅林を再生

５００本を伐採し、８００

大学に来る以前、 年ほ

を行わず、根鉢へ極度の負
民も訪れ、近隣小学校の５

する取り組みがあり、行っ

ンターの設計を建築家の方

担を掛けず、安全な施工を
年生などがカグラサンでの

良施工のみならず、コンク

うなど、不良施工があった

３種類に集約されるが、今

れ、芝張りを行った。

と土を完全分離。石垣上部

ため、基礎を変更。根石と

回は切込み接ぎの典型で、

これにより、石垣上部に

石だけで積む工法は、加

基礎を一体化させ、勾配を

合端と合端をぴったりと合

降る雨水は表面排水で、裏

リートや安全靴を挟んだ石

しく、危険な部分を解体、

調整。角石加工、角石据え

わせる精度が求められる工

透氏

修復・復元する工事で、現

付けなどの石材加工と石積

松本

状を把握するため、３Ｄの

㈱富士植木

年、地下に高速道路を建設

み作業を行った。
石積みに際しては、裏込

を守りながら、より崩れに

込め層に導くことで、石垣

レーザー測量を行い、すべ

石垣は、１６２９年に築

めにコンクリートを打設す

法だった。

する際に解体、積み直しが

て図面化、石垣の解体を行
修が行われている。

った。

造され、江戸時代の東海・ 行われ、昭和 年に一部補

常盤橋公園における
伝統工法による石垣の復元

で過密状態などを踏まえ、

行えるものとして、九州で

25

30

12

現地を見ていただきたい。

20

10

30

くい現代的な工夫を取り入

第41回

80

14

15

（公社）日本造園学会

る方法が一般的だが、復元

に興味をそそられたので、協働で大分県の森林環境

税の補助を受けて、耶馬溪の再造林放棄地や大分の

海岸で、一般ポット苗と生育を比較した試験を６年

前から実施した。ポイントは急傾斜や搬出道路など

雑草が生えにくい場所を選んで、平米当たり３本と

いう高い密度で、通常は雑木として邪魔者扱いされ

る先駆樹種も含めて 種を植栽した。その結果、先

砂地で一般のポット苗（苗高 ㎝程度）と成長比較

てしっかりと成長しているのも面白い。大分の海岸

碁盤がとれるカヤなど生育が遅いが強光から守られ

地表を覆い、
ほとんど下刈りなしで立派に成林した。

駆種のアカメガシワやセンダンのお蔭で半年ほどで

30

14

解体作業をする中で、控

自然林復元工法のすすめ

70

12

60

15

南海大地震で崩れ、再建。

今回の工事は、傷みが激

44

西日本短期大学教授・九州大学名誉教授）

矢幡 久
（
（公社）
日本造園学会九州支部長・

明らかにしなければならないと感じている。

の植生など条件を把握して、適切な植栽地の条件を

可能性もある。このために、植林地の地形や更新前

繁茂する地形では、下刈りの手間が必要以上になる

でても、条件が異なれば苗高が小さいだけに、草の

しかし、自然環境は複雑であり、耶馬溪で成果が

な芽苗では素直に根が拡大したからであった。

がルーピングしているためだと理解され、根が疎ら

にも広がり追い抜いた。この理由は、ポット苗の根

した例では、芽苗のクスノキは３年目で根系が７ｍ

70

30

70 12
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去る 月 、 日に当県

「この車止めは、ル―ル

作、設置をいたしました。

手間が増え書類の簡素化が

できないこと。電子納品の

その時まで追加金額を把握

の影響が懸念されること。

の進出が顕著で、造園業へ

Ｑシルバー人材センター

復興に際しては、津波減殺

滅的な被害を受け、復旧・

本大震災では、防潮堤が壊

交通省に通報する。Ｑ東日

植物育成・維持管理工事を

種区分見直しを位置づけ、

事業を各関係機関に働きか

業界で後世に残る大規模な

災緑地・公園の計画を造園

ない場合は、本部から国土

順守、危険性の軽減が図ら
進んでいないこと。Ｑ国道
Ａ建設工事としての法的な
効果のある海岸防災林や防

程度、苦情処理や緊急対応

造園工事の内容、例示に加

が求められる。

れ、竹垣は風情があり、心
維持管理工事について、５
位置づけが課題であり、業

仮設住宅内での修景を実施
の癒しにもなり大変ありが
件以上→２件、予算→７割

の意を表されました。一日
が多く経費過多となってい

福島県支部

ないか、と自治会長にご相
たい。
」と自治会長も感謝

建仁寺垣の車止め設置

談したところ、車止めの効
果と癒し空間の創出を兼ね

ること。Ｑ震災復興事業で

支部は、福島県本宮市内の
高木応急仮設住宅団地内
も早い帰村を願わずにはい

けて欲しい。Ａ日本造園学

られません。
えるよう活動を展開してい

会と連携した被災自治体へ

支部では、技術研鑽も兼
（福島県支部・事務局） 採算が合うよう造園工事の
る。Ｑ社会保険未加入対策

の提言、津波防災緑地に係

た景観を求められました。

分離発注をお願いしたいこ
に取り組む目的。Ｑ下請工

に、建仁寺垣で作成した車

ね建仁寺垣での車止めを製

となどの課題が提案され、

る技術的ガイドライン作成

今後は管理業務の拡大を

そのほか、Ｑ公共事業の

との回答がなされた。

提案活動の実施を行いたい

欠。法定福利費が尊重され

設業の持続的発展に不可

請を指導できる対策。Ａ建

ても削除されてしまう。元

な機会となった。

を得ることができ、有意義

等を行ってきたとのお答え

に際しての国交省への説明

削減、民間需要の低迷で、

東北総支部・支部交流会を開催

造園業の出番がないこと、

支部が一体となった要望・ の確保が困難。見積に入れ

本部からＡ本部・総支部・ 事においては、法定福利費

止め７基を設置いたしまし
た（写真）
。
この仮設住宅団地は、原
発事故により帰還困難区域
に指定された双葉郡浪江町
の方々の団地であり、長引
く仮設生活へ何か貢献でき

会長、佐々木副会長、高梨

Ｑ県が業態変更等事業転換

東北総支部・支部交流会

常任顧問、本間事務局長、

は 月７日、本部から藤巻

野村技術調査部長を迎え、

支援策を打ち出す中、業界

から、Ｑ入札時から大きく

交流会では総支部・支部

員が参加して、実施した。

定管理業務等への事業拡大

維持管理業務や公園等の指

について、Ａ今後は道路の

としていかに対応すべきか

た「建設業社会保険未加入

刊建設通信新聞社が発行し

題研究会が編著となり、日

建設業社会保険未加入問

発展を妨げることとなる。

難にし、建設産業の持続的

熟練者からの技能継承を困

若年入職者の減少は、技能

者が減少する一因となる。

廉 販 売 を 実 施。 申 込 書

今 回、会 員 の 皆 様 に 低

造れますよ」そして「一生の財産で を）そして、自分たちも庭を造る楽

私がこの業界に入ってはや 年。 すよ！」と言って積極的に営業して しさ味わって仕事をしていた。今こ

委員会等の活動

社会保険未加入対策の今

■運営会議

年度収支

日造協賛助会員の紹介
ブラント・ジャパン㈱

きる、便利な目立て用アク

れ味を復活させることがで

ランドです。チェーン、ガ

るソーチェーンのトップブ

のチェンソーに使われてい

ＯＲＥＧＯＮ Ⓡは世界中

ィング・システムズの商品

ャパンがオレゴン・カッテ

日本では、ブラント・ジ

まにお届けしております。

入し、革新的な製品を皆さ

だけ。あっという間に目立

クを固い場所に押しつける

ントシャープナーのスパイ

ーンを回転させ、バーマウ

取り付ければ、あとはチェ

ャープナーをガイドバーに

を装着したバーマウントシ

セサリーです。目立て砥石

イドバー、スプロケットな

をはじめ、技術指導、製品

日㈮

を行っております。

今回は、どなたにでも簡

単にソーチェーンの切れ味

詳しくは弊社ホームペー

西 区 み な とみ らい２の３の

〒２２０・６２１２ 横浜市

………………………

ジをご覧ください（
http://
）
。
www.oregonchain.jp

目立てアクセサリー「パワ

阪会場）

６㈭・運営会議

～

日㈰

 ～５日㈬

試験（実技試験・大

・植栽基盤診断士認定

剪定士実技試験」

流会

部との意見交換会

㈫・ 関 東 地 方 整 備 局 道 路

０４５・６８２・４４３４

☎０４５・６８２・４４３３

・ 事 業 委 員 会（要 望・

提言活動部会）

技能部会）

㈭・ 技 術 委 員 会（技 術・

㈮・九州総支部・支部交

流会

士認定委員会（試験

・第４回植栽基盤診断

部会）

㈪・総務委員会（社会保

険未加入対策部会）

㈮・第４回植栽基盤診断

士認定委員会

移 行 検 討 Ｐ Ｔ： 諸 規

㈬・総務委員会（新法人

程の改正検討）

ンクール表彰式

９ ㈯・ 全 国 造 園 デ ザ イ ン コ

【２月】

ンクール審査会

㈯・全国造園デザインコ

流会

㈭・中国総支部・支部交

７㈪・新年造園人のつどい

４㈫・東京都支部「街路樹 【１月】

動部会）

３㈪・総務委員会（広報活

月】

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

京会場）

試験（実技試験・東

㈭・植栽基盤診断士認定

流会

９㈮・近畿総支部・支部交

動部会）

か数秒でソーチェーンの切

は、どなたでも簡単にわず

します。
「パワーシャープ」 ５、クイーンズタワーＣ Ｆ

ーシャープ」をご紹介いた

を復活させることができる

てが完了します。

の 販 売 を 統 括。 製 品 供 給

日に服部緑地（大阪府豊中

市）で行った。

月】

１㈭・顧問会議

進月間～

・総務委員会（広報活

日本集会

８ ㈭・
「世界都市計画の日」

（本部・東北主催） ７㈮・中部総支部・支部交

念シンポジウム

・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）

２㈮・技術委員会（都内現



・建設業取引適正化推 【

・運営会議

情報の提供など幅広い活動

世紀以上にわたりご信頼を

47

どその性能とサービスで半

また常に最 新 技 術 を 投

■植栽基盤診断士認定試験

問題Ｑ＆Ａ」は、１４１の

日造協は、国土交通省に

父が造園業をしていたのでおのずと いた。維持費がと言われると、
「車 んな時代だからこそ原点に還って一

いただいております。

また、現在、社会保険等

植栽基盤診断士認定試験

Ｑ＆Ａ等で保険の仕組みか

より設置された「社会保険

跡を継いだ。この仕事をついたころ だと毎年自動車税・保険・点検・車 本の木を売る、夢を語ることの大事
は、公共工事も多く個人庭園の仕事 検代と購入費の一割は掛かるでし さと庭を造る楽しさを後輩たちに伝
えていかなければと思う！

～

未加入対策に関する理解を

ら産業構造のあり方までを

未加入対策協議会」に参画

を後回しにしていたような気がする。

月

日に国営昭和記念公園（東

解説し、建設産業関係者に

し、国から作成依頼があっ
さて、会社においても同じように
人材育成をしながら夢を語ってと思

の実技試験を、

京都立川市）
、

深めるとともに「社会保険
等加入促進計画」の周知を

役立つ内容となっている。

た当協会の「社会保険等加

昨今どうでしょう、個人庭園も造
る人が少なくなった気がする。庭よ
り車・駐車場・車庫を優先し、庭の
スペースが無くなっている。

後 の 対 応、 平 成

月１日）

予算編成フレーム案等につ
いて協議した。
（

■総務委員会（広報活動部会）
～３月号、

月４～５

図るため、
「社会保険等未
加入対策マニュアル」の作

社会保険未加入問題の解

入促進計画」及び「法定福

日造協会員を対象に低廉販売も

『建設業社会保険未加入問題Ｑ＆Ａ』

これを知らないと不良・不適格業者に

（宮城県支部・事務局）

名の東北総支部・支部会

変わってしまう最終変更や

決は、建設産業再生の突破

利費の内訳を明示するため

成の検討を進めている。

口と言われている。社会保

後になってしまう。そんな時私は、 なければ！夢をかなえてあげなけれ

う。毎年、各機関に陳情するときに

の標準見積書」を総務委員

「車を買う予算があると立派な庭が ば！（庭を持つことが夢だったこと

思うことがある。街路樹剪定士・植

険等への未加入は、技能労

会社会保険未加入対策部会

http://www.jalc.or.jp/
で、
news/20121201a.pdf
【

今昔を思い出すと一本の小さな木 ょう。でも庭はそんなに掛かりませ 栽基盤診断士の活用のお願いについ

働者の処遇の低下など就労

で作成したところである。

発行元にお申込み下さい。

をトラックに積んで新築の住宅街を ん」
。お金のことばかり言っていた て、
「資格者は何名いるのですか？」

環境を悪化させ、若年入職

自分をその一本売って二本目そして ん。庭を持つ楽しさを伝えなけれ は思う、
「今は何名ですが向こう何

広報日造協

次年度に向けた取り組み方

成の手順を分かり易く解説

併せて、標準見積書の作

廻って売っていたことを思い出す。 のではお客さんは信用してくれませ とそれで「何名です」と答える。私

こんな時代だから
もっと積極的に

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します

庭の設計へと積極的に営業してい ば。樹木を植えることにより四季を 年の間に何名まで増やしますので活

した「作成手順書」も作成

月８日、 月３日）
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た。新築した家ですとまず最初に家 感じたり小鳥が飛んでくことも、そ 用お願いしますと」言いたい。夢を

（

向等について審議した。
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東北総支部・支部交流会のもよう
し、会員の皆様に通知した
ところです。
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の家具を取り替え、次に車という順 して庭で食事をしたりと、お客様に 思って前向きに営業したい！
高瀬勝彦（高瀬環境緑化㈱）
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