広報日造協

緑豊かでゆとりと潤いのある快適な環境と美しい景観の創造をめざして

本号の主な内容
2･3 面【特集】第 8 回造園技術フォーラム 各発表及び講評の概要紹介
東北、関東・甲信、北陸、中部、日本造園学会から５つの発表
4 面 【学会の目・眼・芽】造園学会誌は「届いて」いますか？
（公社）日本造園学会編集委員会幹事・大阪府立大学大学院助教
【ふるさと自慢】岐阜県 千三百年の伝統 長良川鵜飼 平塚英史（㈱宝山園）
【緑滴】暖かくなった都心で植栽レパートリー広げたい
桑園亜希子（東光園緑化㈱・街路樹剪定士）
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日造協理事、 ㈱葉隠緑化建設 代表取締役社長

久保和男

将来を見据えた佐賀県の造園建設業

通常理事会で挨拶する藤巻司郎会長

通常理事会を開催

6 議案を審議、総支部長等会議も開催
5 月 28 日、平成 26 年度第 1 回通常理事会を開催し、平成 25 年度事業報告及び
決算など 6 議案を審議・承認した。当日は通常理事会に先立ち、総支部長等会議も
開催し、通常理事会の主要議案等について検討した。
日造協は、平成 26 年度第 1 回通常理
事会を 5 月 28 日㈬、午後 2 時半から、
東京・千代田区麹町の弘済会館で開催し
た。
通常理事会は冒頭、藤巻会長が、「造
園建設業界を取り巻く経営環境は、公共
事業費の削減局面から確保・拡大局面へ
の転換、労務費単価の引上げ、ダンピン
グ対策の強化、社会保険等未加入対策の
本格実施などにより、この１年で大きく
変わり、日造協では、業種区分の見直し
などの動きに対応した要望・提言活動、
社会保険等未加入対策講習会の開催など
の諸事業に取組んできた。今後も建設業
法の改正やコンパクト・シティーづくり
の本格化などの政策動向や社会の新たな
要請を的確に受け止め、造園工事の適正
な施工体制の整備、技術力の向上と次代
の担い手の確保・育成、やりがいと誇り
を持てる雇用環境の整備、造園建設業の

人事異動
国土交通省都市局関係（6 月 1 日付）
都市局街路交通施設課長補佐＝柄本徳満
（都市局公園緑地・景観課緑地環境室課
長補佐）
都市局公園緑地・景観課緑地環境室課長
補佐＝辻淳一（都市局公園緑地・景観課
付）

平成 26 年度

通常総会
講演会・意見交換会
6 月 25 日㈬ 14:00 ～
グランドアーク半蔵門
東京都千代田区隼町 1-1
☎ 03-3288-0111
会員の皆様のご参加をお願いいたします。

社会的な認知度の向上と活動領域の拡大
などに取組み、造園業界の発展はもとよ
り、安全で快適な緑豊かな美しい国土環
境づくりに貢献していきたい。皆様方に
は、日造協の運営につきまして、一層の
ご協力を賜りたい」と挨拶した。
その後、①平成 25 年度事業報告及び
決算、②平成 25 年度公益目的支出計画
実施報告書、③平成 26 年度通常総会の
招集、④表彰規程の改正（案）、⑤総支
部長及び支部長の承認、⑥会員の入会の
６議案を審議・承認。会長、業務執行理
事の職務執行状況などについての報告を
行った。
また、当日は同会場で午後 1 時から、
総支部長等会議を開催。平成 25 年度事
業報告及び決算など７つの議題について
検討、公園緑地・景観行政をめぐる最近
の話題、建設業法等の一部を改正する法
律案、女性技能労働者活用方策など、国
の政策動向について、報告を行った。

平成 26、27 年度
総支部名

支部名

再
北海道 再
再
青森県 再
岩手県 再
東北
宮城県 新
秋田県 新
山形県 再
福島県 再
再
茨城県 新
群馬県 再
埼玉県 再
関東・甲信 千葉県 再
東京都 再
神奈川県 再
山梨県 再
長野県 再
新
新潟県 再
北陸
富山県 再
石川県 新
再
岐阜県 再
中部
静岡県 再
愛知県 再
三重県 新
北海道

氏名
廣澤 清隆
嘉屋 幸浩
渡部 佐界
山谷 弘美
米内 吉榮
大場 啓壽
鈴木 和男
渡部 佐界
櫻井 貞夫
加勢 充晴
稲見不二意
山田 忠雄
渡邉 進
鈴木 一彦
田丸 敬三
山田 康博
齊藤 陽一
山嵜 信幸
北 総一朗
磯部 久人
久郷 愼治
北 総一郎
大島 嘉七
小栗 勝郎
内山 晴芳
大島 嘉七
水谷 春海

野山の新緑が一段と冴え、1 年を通

たところ、予想以上若い方の受験応募

じて一番気持ちの良い季節となりまし

があり、少しではあるが明るい兆しを

た。

得たところである。

この爽やかな 5 月のゴールデンウ

一方、長年の景気低迷により造園に

イークの真っ只中、震撼する新聞記事

関する公共事業が減少し、厳しい状況

に眼が釘付けになりました。

が続くなか、県においては公共事業に

県発表の試算によれば、100 年後

おける造園部門の分離発注が実施され

の佐賀県の人口は、現在の 85 万人か

ており、佐賀県の入札資格制度で、街

ら 3 分の１の 28 万 2 千人まで減少す

路樹剪定士・植栽基盤診断士の重要性

るという予想。

が認められ、技術等評価点として加点

こ れ は 65 歳 以 上 の 高 齢 人 口 が
2026 年以降は減少に転じ、高齢化の

されることになり、造園資格技術の取
得に大きな力添えとなっている。

ペースが速かった分高齢化人口減少も

一般の公共事業に目を転ずれば、
「ア

全国平均より 10 年早くなるという試

ベノミクス効果」については受注増の

算結果である。

傾向が見受けられているが、造園業ま

特に、20 歳代から 30 歳代の若い

で波及するにはタイムラグがあり、な

女性の人口が激減するとの予想であ

かなか目に見えてこないのが実情であ

る。このことは佐賀県のみに当てはま

る。県の造園業界として県・市町に対

るのではなく、全国的にその傾向がみ

しての意見交換会を行い、県内の実情

られ、中には自治体の消滅も懸念され

を申し述べてきたところである。

るとのこと。

引き続き今年度も農林・道路・河川

若い女性が少なくなればなるほど、

等の事業促進に向けての提案をし、特

子供の出生率が低くなり、雇用の面か

に県下一斉の街路樹の育成点検を行

らも憂慮すべき事態になってくる。

い、安全と、より景観を保つ為、今後

このような社会現象のなか、我々造

も一層努力する決意である。

園業界に携わる者として、どのように

これからの佐賀県における少子高齢

とり組むべきかを真剣に思案していか

化・人口減少を見据えていく中で、い

ねばならないのではと痛感している。

かに造園業界の技術の継承と緑豊かな

我々の造園業界においても従事する

景観づくりに向け、「何をどのように

作業員の高齢化が一段と進み、後継者

すべきか」を念頭に置き、県民の造園

の確保についても厳しい状態は変わり

に対する要望に応え、業界の必要性を

がなく、日造協は、いち早く後継者の

訴えていかねばならないと肝に銘じて

育成や造園技術の確保の面から、各種

いく所存である。

の認定試験や研修・講習会を実施され
てきたところである。
日造協佐賀県支部においても今年 1
月に街路樹剪定士の認定試験を開催し

総支部長及び支部長一覧
社名・役職名
㈱道南レミック代表取締役会長
㈱園建代表取締役
庄内園芸緑化㈱代表取締役
環境緑花工業㈱代表取締役
㈱米内造園代表取締役
青葉造園㈱代表取締役
㈱香楽園代表取締役
庄内園芸緑化㈱代表取締役
桜井造園㈱代表取締役
加勢造園㈱代表取締役社長
不二造園土木㈱代表取締役
山梅造園土木㈱代表取締役社長
㈱八廣園代表取締役社長
㈱東松園代表取締役社長
東光園緑化㈱代表取締役社長
㈱サカタのタネ顧問
㈱富士グリーンテック代表取締役社長
㈱長遊園代表取締役社長
北造園㈱専務取締役
グリーン産業㈱常務取締役
㈱久郷一樹園代表取締役社長
北造園㈱専務取締役
大島造園土木㈱取締役会長
㈱岐阜造園取締役会長
天龍造園建設㈱取締役社長
大島造園土木㈱取締役会長
㈱水谷造園専務取締役

総支部名

近畿

中国

四国

九州

沖縄

本年度は、日本造園学会九州支部佐
賀大会を 11 月に予定しており、また

支部名

新
福井県 再
滋賀県 新
京都府 新
大阪府 新
兵庫県 再
奈良県 再
和歌山県 再
再
岡山県 新
広島県 新
鳥取県 新
島根県 再
山口県 再
新
徳島県 再
香川県 再
高知県 再
愛媛県 新
再
福岡県 再
佐賀県 再
長崎県 再
熊本県 新
大分県 再
宮崎県 再
鹿児島県 再
再
沖縄県 再

ランドスケープ遺産も大会に合わせ、
取り組んでいく所存である。
氏名
小林 正典
宇坪 啓造
上田 誠
佐野 晋一
大原 優
中西 勝
中島 祥之
井内 優
正本 大
小林 和義
坂本 竜二
西谷 勝之
持田 正樹
多々良健司
森
茂
関 正義
古家 敏弘
植田 誠司
高須賀盛満
木上 正貢
執行 英利
久保 和男
田雑 豪裕
佐藤 保夫
川津 潔
徳地 信一
井上 恒治
森根 清昭
森根 清昭

社名・役職名
㈱小林造園代表取締役
北陸緑化㈱代表取締役会長
㈱植杢専務取締役
㈱植藤造園代表取締役
キンキ緑地開発㈱代表取締役
㈱中西総合ガーデン取締役会長
花佐造園㈱代表取締役社長
㈱井内屋種苗園専務取締役
みずえ緑地㈱代表取締役
㈱武田園代表取締役社長
廣島緑地建設㈱代表取締役社長
山陰緑化建設㈱代表取締役社長
㈱もちだ園芸代表取締役社長
㈱多々良造園代表取締役社長
㈱森造園代表取締役
マルセー緑化建設㈲代表取締役
㈱山地宝松園代表取締役
㈱南国緑地建設代表取締役
高須賀緑地建設㈱代表取締役
木上梅香園㈱代表取締役
㈱執行茂寿園代表取締役
㈱葉隠緑化建設代表取締役社長
㈱庭建代表取締役
伊勢造園建設㈱代表取締役
㈱大山代表取締役
㈱橘緑地建設代表取締役
井上総合緑化建設㈱代表取締役
㈲海邦造園代表取締役
㈲海邦造園代表取締役
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第 8 回造園技術フォーラムは 4 月 23 日、浜松市のアクトシティで開催し、多
数の会員が参加しました。本号では、発表の概要を紹介します。なお、当日の資料は、
日造協の会員サイトからダウンロードすることができます。ご活用ください。
「植栽編」で、東北の気候の厳しさ、
東日本大震災
被災三県の特徴を示し、①造園植栽の手
緑の復興を担う植栽マニュアル
順（気候の多様性、現地の把握）、②樹
東北総支部 宮城県
種選定における留意点（適地、適木）、
石出慎一郎氏（東洋緑化㈱）
③植栽基盤整備、④適期・不適期（適期、
不適期対策）、⑤苗木植栽による緑化
東日本大震災の復興で、 （防潮林、道路法面植栽）、⑥育成管理
造園工事は最後の方にな
（樹木管理の重要性）、⑦植栽の適期・
り、今後本格化すると思
不適期表、⑧枯損防止対策（防寒、防雪
いますが、造園業に携わ
対策の方法）などで構成しました。
る方は当たり前のことも、
造成時の表土保全も大事ですが、造成
一般にあまり理解されていません。
後の植栽工事が大半で、植栽基盤の整備
そこで、「植栽工事マニュアル」を作
の必要性を解説しています。
ることで、皆様に知っていただく機会が
今回の被災沿岸部で特に有名になった
増えるのではないかと思っています。
嵩上げ道路や防潮堤の法面植栽も重要で
被災３県から東北地方に発展を
す。このため、道路公団の時代に技術が
マニュアルの作成は、大きく３つの点
確立された「網柵工法」など、落葉樹と
に注意しました。１つは、東北は６県
常緑樹を組み合わせた苗木の植栽につい
ですが、気候で分けると19地域になり、 ても紹介しています。
気象条件が厳しく、適切な植物、技術で
「育成管理」の必要性説く
植栽する必要があり、地域の特徴、技術
また、「植物は放っておいても育つで
をまとめることにしました。２つ目は、
しょ」との認識がまだまだ多い中、そう
地域ごとの施工技術、施工時期などをま
ではないので、「育成管理」の必要性を
とめた例は少なく、技術の伝承や業界の
説き、防風シートや荒縄がけ、発根抑制
ＰＲに活用することとしました。３つ目
剤などを紹介しています。関東では、落
は、被災3県から東北地方版に発展させ
葉樹に幹巻きをすると思いますが、東北
る、また、その他の地域にも展開できる
では乾燥防止のため、常緑樹に幹巻きを
ベースになるようなものを考えました。
するなど、地域で対策が異なります。
具体的には、「造園編」で、造園工事
さらに、私たち業者の言葉だけでなく、
の流れや資格の再認識について示し、計
宮城大学の森山副学長、と野田坂緑研究
画（プラン、デザイン）、施工（施工管
所の野田坂氏から「学識者からのコメン
理、工事施工）、管理（運営管理、維持
ト」を得て、社会性を持たせました。
管理）について整理しました。
パンフレット欲しい方は日造協本部に
お問い合わせいただければ
と思います。
最後に、地域ごとにこうした
マニュアルを作成することは、
地域特有の技術を広め、理解
することになります。ぜひ、各
地域で作成いただければ、造
園業界にとって貴重なものに
植栽には、適切な土壌や枯損防止対策、育成管理が不可欠
なるのではないでしょうか。
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第８回 造園技術フォーラム
幅広く社会に役立つ技術を持つ造園
月に県土整備部公園緑地
課にお願いし、震災から
1年後の3月に千葉県立
関東・甲信総支部 千葉県
柏の葉の公園・桜の広場
松戸 克浩氏（㈱新松戸造園）
で実施しました。
地中の根を残す芝生除染・更新工法
東日本大震災による福島第一原子力発
「造園式芝生除染・更新方法」は、芝
電所事故で、放射能汚染が発生。放射性
の葉と地表のほふく茎のサッチ層（深さ
物質は風により拡散し、雨などに混じり、 約15～25㎜）を切削するもので、地中
東日本全域に降り注ぎました。
のほふく茎や根を残すものです。
千葉県でも北西部地域において放射線
公園緑地等、大面積の芝生地において
量が高く、ホットスポットなど、早急な
は、機械の力が不可欠で、ゴルフ場など
除染対策が望まれ、当初は天地返しや芝
で使用されている基盤整備作業機（ＦＴ
生が丸ごと除去されるなどしていました。 Ｍ）・バーチカッターを用いました。
しかし、せっかく植えられ、潤いなど
実証試験は、環境省の指針に基づき、
を提供し、まだ生きている植物に対する
３区画で違った除染を実施。①は芝の葉
こうした対応は、造園人にとって残念で
からサッチ層までを除去。②は土壌上面
なりませんでした。このため、何とかな
から15㎜を切削、③は土壌上面から25
らないものかと、近藤三雄先生が提唱す
㎜を切削しました。刈り取った芝や切削
る「造園式芝生除染・更新方法」につい
した土壌はすべて大型土のうに入れて保
て、実証試験を2011年９月に行い、12
管。各試験区の発生量を確認しました。
ᰩᒣ ༤

基盤整備作業機（ＦＴＭ）を用いた
「造園式芝生除染・更新方法」
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地域性を活かした城石積み

䠄ᐩᒣ┴䞉(ᰴ)ஂ㒓୍ᶞᅬ䠅
山におれんようになるで」と、地産地消

で、地元の御影石は早月川産、安山岩は
常願寺川産のものを使用しました。
出来る限りなだらかにした石垣
施工した石垣の総面積は191.2㎡、総
今回ご紹介する城石積
延長は39ｍ。石垣は出来る限りなだら
みは、富山城の城址公園
かになるように注意を払いました。また、
整備の一環で、市が管理
昔はお堀ということで、崩れては何にも
する地下駐車場出入口の
ならないので、支持基盤試験にあたって
両側のみが石垣になって
は、スウェーデンサウンディング式試験
おらず、これを整備するもので、3年前
や配合試験（試料採取）を行い、擁壁工
に私が現場代理人として行いました。
の地盤改良をしっかり行い、当初の設計
富山城は、前田のお殿様の居城で、焼
では、ＧＬから１ｍの柱状改良でしたが、
失や戦災などにより、現在の石垣のほと
3.5ｍ・20カ所に設計変更しました。
んどは復元されたものになっています。
実際に現場を掘ろうとすると、市の埋
そのため、現存する石垣と調和させるこ
蔵文化財の学芸員の方が来られ、バック
とが一番の課題となりました。
ホウのバケットを爪のついたものから、
勾配は１：0.35と非常に急であり、
ないものに変更するように言われ、その
石垣の後ろに補強土壁を設けています。
後、何かありそうだと、調査のための入
具体的には、蛇かごを積み上げ、石垣と
札など、工事が2ヵ月ストップしました。
䠄ᐩᒣ┴䞉(ᰴ)ஂ㒓୍ᶞᅬ䠅
浜松市の
の間の裏込めにはコンクリートと玉石で、
城址公園の整備は、来年の新幹線開通
 ᡂ 1
╔ᕤ๓ 1
モントリオール・
出展作品
水抜きパイプも設置しました。
に合わせたもので、10年計画で50億円

モザイカルチャー世界博2013

は、高さ８
白い石が御影石で、黒っぽい石が安山
を投じたもので、今年が最後になります。
中部総支部 静岡県
ｍ、約6万
岩で、当初私はコスト面からも中国の加
調査の後、基盤整備として、擁壁工・
小林天竜氏、坂口加奈子氏（天龍造園建設㈱）
株のプラグ
工品で施工しようと思っていましたが、
石垣の基礎工で砕石敷均し、砕石転圧、
ࣂࣝࢭࣟࢼ
ࢱ
࣐࣮ࣞࢩ
࢘࢞ࣥࢲ
ࢲᏑᅾࡍࡿᕞࡢ࠺ࡕࡢ࢝ࢼࢲᮾ㒊࠶
࣎ࢱࢽ࣮࢝ࣝ࢞ࢹࣥ㸦ୡ⏺༤ࡢሙ㸧
ࣂࣝࢭࣟࢼ
ࢱ
࣐࣮ࣞࢩ
࢘࢞ࣥࢲ
࢝ࢼࢲయ࡛ࡣ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢࢺࣟࣥࢺḟ
苗を使用。「創造都市・浜松 ～未来へ
社長などから、「そんなことをしたら富
生コン打設、夏場でものすごい暑さだっ
ᕞࡢ㠃✚ࡣ᪥ᮏࡢ⣙ಸ࣭ேཱྀࡣேࠊࡑ
࣎ࢱࢽ࣮࢝ࣝ࢞ࢹࣥ㸦ࣔࣥࢺ࣮᳜ࣜ࢜ࣝ≀ᅬ㸧ࡣࠊࢻࢶࡢ᳜࣋ࣝࣜࣥ≀ᅬ࣭
ࡢேཱྀࡣ⣙ே࡛ࡍࠋ
ࢠࣜࢫࡢ࣮࣮࢟ࣗ࢞ࢹࣥࡶࠊୡ⏺᳜≀ᅬࡢ୍ࡘᩘ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
モザイカルチャーは、様々な造形を
つなぐ
人と自然の共生～」をタイトル
ࢆ୰ᚰࡋࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃே࡛ࡍࡀࠊୡ⏺ྛᆅ
᪥ᮏᗞᅬ࣭୰ᅜᗞᅬ࣭ࣂࣛᅬ➼ࡢᒇእᗞᅬࡸ ᐊ࣭᪻㤋➼ࡢᒇෆタࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖺ㛤ദࡢࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ➇ᢏሙ࣭ࢧࢵ࣮࢝
࡛ࡍࠋ
植物で表現するもので、世界大会は、
に、楽器などのものづくりを中心に花緑
ሙ࣭ࣅ࢜ࢻ࣮࣒➼ࡢタࡀ࠶ࡿ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࣃ࣮ࢡ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢆヰࡋࠊࣇࣛࣥࢫᩥࡀⰍ⃰ࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࡓ
࡚࠸ࡲࡍࠋ 2000年にモントリオールで第1回大会、 の普及、自然動植物の保護を積極的に
2009年には浜松で第4回大会を開催。
行っている産業と自然の調和の取れた街
ࢠࢼ ࢠࢼ
࢝ࢼࢲ࢝ࢼࢲ
࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
次回はトルコで2016年に行われます。
であり、音楽分野でのユネスコ創造都市
モントリオール・モザイカルチャー世
ネットワークへの加盟を目指しているこ
࢝ࢼࢲ
界博2013は、「希望の地」を大会テー
とから、作品のメインに浜松市を象徴す࣐࣮ࣞࢩ
ࣂࣝࢭࣟࢼ
ࢱ
࢘࢞ࣥࢲ
マに、絶滅危惧種と生態系、都市の自
るピアノを用いています。
㹕㹕㹄
㹕㹕㹄
然などをサブテーマとし、6月21日から
また、日本三大砂丘のひとつ中田島砂
城址公園（歴史文化ゾーン）施設その 4 工事 着工前㊧ 完成後㊨
100日の会期で、好評により最終的に1
丘の風紋をランドアートとし、自然保護
週間延長。会場はモントリオールオリン ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
活動の恩恵で砂丘に産卵する絶滅危惧種
予算やスケジュールもあり困惑しました
でしたが、その大きさが圧倒的でした。
ி
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
ி
ピック公園内の植物園で、21ヵ国52作
のアカウミガメと、大きな恵みをもたらࢠࢼ
が、他の都市のお手
ぜひ取組みを！お手伝いします！
࢝ࢼࢲ
࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
品が出展。日本から浜松市、広島市、渋
す水をピアノが奏でる音に見立て、希望
伝いをし、その後手
モザイカルチャーは、植物の成長で作
谷区、国営沖縄記念公園が出展しました。
の地へ飛び出していく姿を表現しました。 伝ってもらう形で何
品の完成度が上がり、その変化も楽しめ
 ᡂ 1
╔ᕤ๓ 2
సရྡ
 ᡂ 2
ᕷసရฟᒎࡢ⤒⦋
モントリオール市は、日本の最北端と
施工は、躯体ができているとの話で現
とか間に合わせるこ
ます。緑化フェア会場にも作品があり、
ࠗ 㐀㒔ᕷ࣭ᯇ 㹼ᮍ᮶ࡘ࡞ࡄ ே⮬↛ࡢඹ⏕㹼 ࠘
సရࢆฟᒎ㸦ᖺ㸧
同じくらいの北緯で、北米のパリと言わ ࣋ࣝࢠ࣮
地に向かったものの出来上っておらず、
とができ、好評を得
浜松駅前にも、市のマスコットキャラク
ୖᾏ
࢚ࣀ࣮ᕞ
㸦ᖺ㸧
㹕㹕㹄
సရࢥࣥࢭࣉࢺ
ୖᾏ
࣋ࣝࢠ࣮ ࢚ࣀ࣮ᕞ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿࣔࢨ࢝ࣝࢳ࣮ࣕⓎ⚈ࡢᆅࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᯇᕷࡣࠊ࣮࢜ࢺࣂࡸᴦჾ
れ、街並みはおしゃれで都会、公用語が
ることもできました。
ター「出世大名家康くん」があります。
᳜≀ࡢᡂ㛗⥔ᣢ⟶⌮
ᩥࢆ᭷ࡍࡿ㒔ᕷࡋ࡚ᯇᕷࢆࣆ࣮ࣝࡍࡿࡓࡵࠊ
⏘ᴗ࡞ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ୰ᚰ
ฟᒎࠋ㸦ᖺ㸧
ࡋࡓ⏘ᴗ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࡶ
英語、フランス語の多民族都市です。
その他の出展作品
また、いろいろな方々のとコラボレー
ࠊⰼ⥳ࡢᬑཬࠊ⮬↛ື᳜≀
᭶᪥㹼ᖺ᭶᪥
ࡢಖㆤࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ
⏘ᴗ⮬↛ࡢㄪࡀࢀࡓ⾤
ᯇᕷ㛗ࡀࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝᕷᣍᚅࡉࢀࠊ㛤ᘧ࡛ࢫ
日本のモザイカルチャー発祥地「浜松」
では、モントリオー
ションも魅力で、世界が広がります。ぜ
࡛ࡍࠋ
⌧ᅾࠊ㡢ᴦศ㔝࡛ࡢࣘࢿ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
ி
浜松市は、2006年の上海大会に出展
ル市の作品が、人気
ひ取り組んで見て下さい。ご相談いただ
ࢫࢥ㐀㒔ᕷࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
᭶
ࡢຍ┕ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ
᭶
ࡽసရࡢ࣓ࣥᯇᕷࢆ㇟
し、浜松市が日本のモザイカルチャー発
のため２回連続出品
ければ、お手伝いをさせていただきます。
ᚩࡍࡿࣆࣀࢆ⏝࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
᪥ᮏ୕◁ୣࡢࡦࡘࠊ୰
祥の地で、園芸技術・園芸文化を有する
で、最高賞を獲得し
⏣ᓥ◁ୣࡢ⨾ࡋ࠸㢼⣠ࢆࣛࣥ

ࢻ࣮ࢺࡋࠊ⮬↛ಖㆤάື
ࡢᜠᜨࢆཷࡅࠊ◁ୣ࡛⏘༸ࡍ
都市としてアピールするために今回も出
た北京・上海の作品
ࡿ⤯⁛༴✀ࡢ࣑࣓࢝࢘࢞
ᆅᇦ⎔ቃࡢ♏࡛࠶ࡾ࠸࡞

展しており、６名の技術者の派遣が行わ
は、20人ぐらいの多
ࡿᜨࡳࢆࡶࡓࡽࡍỈࢆࠊࣆ
ࣀࡀዌ࡛ࡿ㡢ぢ❧࡚ࠊᮍ᮶
その他の出展作品：
ࡢᕼᮃࡢᆅྥ࠸㣕ࡧฟࡋ
ୖᾏ
࣋ࣝࢠ࣮ ࢚ࣀ࣮ᕞ
れました。開催期間中には、浜松市長も
勢で制作。カナダの
᭶
࡚࠸ࡃጼࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
モントリオール市㊤、 ᭶
浜松市のピアノをモチーフにした出展作品
植物の成長で変化する作品（カナダ）
スピーチを行うなど、注力しています。
作品は、審査対象外 北京市㊥、上海市㊦
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北陸総支部 富山県
栗山 博氏（㈱久郷一樹園）
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した風致資源の保全、さらに明治神宮の
ような緑の創出を都市計画として考える
必要があります。
視点では、パリには高さ規制があり、
中心部は低く、外が高く、さらに視点場
この結果、②と③で高い除染効果が確
入れ、放射線量の低減ができました。
としての付属規制があり、公園からエッ
認でき、6月の経過確認でも放射線量の
まだ、裸地になってしまっている公園
フェル塔が見えるようになど、ポイント
基準値を下回り、未作業の隣地の芝生と
が多いことはとても残念ですが、私たち
での眺望がきちんと確保されています。
比べ、遜色がない程度に芝生が回復。土
が取り組んだ除染カ所においては、事故
文化や風景、人をつなぐみどり
木業界も除染試験を行っていましたが、
前と変わらずに利用されています。「今
「文化・教育」は、過去、風景との連
望んでいるような効果が出なかったよう
ある緑を失うことなく除染効果を出そ
続性、子どものころから接する仕掛けが “かね”を生み出す緑の空間（八ヶ岳倶楽部）
です。
う」と、造園の力、植物の持つ力を信じ
についてで、名園など歴史的なものを保
“かね”をかけるということだけではなく、
造園の力を信じて良かった！
取り組んで良かったです。これは「命を
存することで「時間をつなぐ」ことがで
芝生地、木陰など、ちょっとした魅力で
こうしたことから、2012年8月に
支える造園技術で未来を支える」という
き、密集した市街地にいても、樹林があ
ずっと価値が上がるのです。
「造園式芝生除染・更新方法」を活用し ┴❧᯽䛾ⴥබᅬ䛾Ⱚ⏕ᆅ㝖ᰁヨ㦂
日造協のスローガンにも合致していると
ると自然豊かに見えるなど「借景：風景
「ライフスタイルの提案」などカギに
┴❧᯽䛾ⴥබᅬ䛾Ⱚ⏕ᆅ㝖ᰁヨ㦂
㐀ᅬᘧⰪ⏕㝖ᰁ䞉᭦᪂ᕤἲ䛸䛿
䝩䝑䝖䝇䝫䝑䝖
た除染工事を行い、その後、県立都市公
思います。
をつなぐ」ことができます。景勝地にそ
今後、「ライフスタイルの提案」「新
• බᅬ⥳ᆅ➼㠃✚䛾Ⱚ⏕ᆅ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᶵᲔ䛾ຊ䛜ᚲ㡲
• බᅬ⥳ᆅ➼㠃✚䛾Ⱚ⏕ᆅ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᶵᲔ䛾ຊ䛜ᚲ㡲
㏆⸨୕㞝ᩍᤵ䛜ᥦၐ䛩䜛㝖ᰁᕤἲ
• 䝩䝑䝖䝇䝫䝑䝖䛸䜀䜜䜛༓ⴥ┴す㒊ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸㐀ᅬ
園で除染作業を実施したほか、汚染状況
これからも造園の力を多くのために活
ぐわないものが見える場合などでも、１
たな造園事業の展開」「地域の活性化」
䛷䛒䜛䚹䝂䝹䝣ሙ䛺䛹䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᇶ┙ᩚഛసᴗᶵ
䛷䛒䜛䚹䝂䝹䝣ሙ䛺䛹䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᇶ┙ᩚഛసᴗᶵ
ᘧⰪ⏕㝖ᰁ䞉᭦᪂ᕤἲ䛿䛛䛺䜚᭷ຠ䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䛯䚹
• ởᰁ䛥䜜䛶䛔䜛Ⱚ⏕䛾㒊䛜㔜せ䛺䝫䜲䞁䝖䛷䛒䜛䚹
䠄䠢䠰䠩䠅䞉䝞䞊䝏䜹䝑䝍䞊䜢⏝䛔䜛䚹
䠄䠢䠰䠩䠅䞉䝞䞊䝏䜹䝑䝍䞊䜢⏝䛔䜛䚹
重点調査地域の県内4市も同工法を取り
かしていきたいと思います。
本の樹木で景観を保つことができます。
「活きいきとした人生」―そういったも
• 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶䚸༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠䛸㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸༓ⴥ┴❧
「世界の車窓から」という番組がある
のを提案できるかがカギになります。
᯽䛾ⴥබᅬ䛾Ⱚ⏕ᆅ䛷ヨ㦂ᕤ䛥䛫䛶䜋䛧䛔᪨䜢䚸ᡤ⟶䛩
ように車窓文化は世界的で、パリの街
なぜフランスの田園が美しいのでしょ
䜛┴ᅵᩚഛ㒊බᅬ⥳ᆅㄢ䛻䛚㢪䛔䜢䛧䛯䚹
ᓶ
にも車窓が楽しめるオリエントエクス
うか。産業、ライフスタイルとして確立
• 㻞㻜㻝㻞ᖺ䠏᭶䠔᪥䚸༓ⴥ┴❧᯽䛾ⴥබᅬ䛂ᱜ䛾ᗈሙ䛃䠄Ⱚ⏕
עᘙỉỖỐẪᒚ
プレスがやってきます。日本では、寝
していることも一因であり、農産物の自
ἇἕἓޖ
ᆅ䠅䛻䛚䛔䛶䚸༓ⴥ┴䛸༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠䛾ඹྠ䛻䜘䜛
ЏЪỉỶἳὊἊ
給率は120％で、外食は高いが食材は安
ヨ㦂ᕤ䛜⾜䜟䜜䛯䚹台列車が相次ぎなくなる中、JR九州が
ίขẰኖᵏᵓᵋᵐᵓὫὸ
クルージングトレイン「ななつ星」を運
く、家庭で料理を楽しんでいます。
עɶỉỖỐẪᒚ
ఌ
行し、30億円という車輌が話題ですが、
日本のライフスタイルはどうでしょう
ᇶ┙ᩚഛ ᧦ቨᕤ
ᇶ┙ᩚഛ ᧦ቨᕤ
ഛ ᧦ቨᕤ ▼ᇉᇶ♏ᕤ
▼ᇉゅ▼䠄ධ㝮䠅䠘Ⱚ⏕䛾᩿㠃ᅗ䠚
ᕤ≧ἣ
▼ᇉゅ▼䠄ධ㝮䠅
ᕤ≧ἣ
・
バーチカッター
基盤整備作業機（ＦＴＭ）
䝁䞁䜽䝸䞊䝖㣴⏕ 造園式芝生除染・更新工法の概念（芝生の断面図）
䠘䠢䠰䠩䠚
䠘䝞䞊䝏䜹䝑䝍䞊䠚
提唱者の水戸岡氏は「30億円の額縁を
か？ここで気になることにシニア世代の
䠘9䠚
䠘10䠚
䠘5䠚
䠘6䠚
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠, ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ᰴᘧ♫
㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
᪂ᯇᡞ㐀ᅬ,
୍⯡♫ᅋἲே
༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠,
ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ 㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠, ᰴᘧ♫
ᮾி㎰ᴗᏛ
ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊
㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉
㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠, ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ 㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
つくった」と言っています。車窓からの
高級志向があります。高級車が売れ、高
景観が財産なのです。
級旅館のリピーターが増えているという
たので、コンクリートの潅水養生を行い、
コンテンポラリー
こうした子どもの頃から接する原風景、 現象です。高級車の広告は性能ではなく、
石材を搬入し、石材加工となりました。
風景デザインと造園技術
体験が教育の基本とも言えますが、都市
ライフスタイルをＰＲしています。
御影石500ｔ、安山岩110ｔを搬入
2012.3.8 ༓ⴥ䝔䝺䝡ᨺ㏦
༓ⴥ┴❧᯽䛾ⴥබᅬ
┴❧᯽䛾ⴥබᅬ䛾Ⱚ⏕ᆅ㝖ᰁヨ㦂
┴❧᯽䛾ⴥබᅬ䛾Ⱚ⏕ᆅ㝖ᰁヨ㦂
（公社）日本造園学会
計画の先駆者で教育者でもある尊敬する
造園に携わる私たちは、こうしたこと
•石は、厚み500～600㎜、長さ900㎜、
ᡤᅾᆅ ༓ⴥ┴᯽ᕷ᯽䛾ⴥ䠐㻙䠍䠄༓ⴥ┴す㒊䠅
• ⎔ቃ┬䛾㝖ᰁ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻ᇶ䛵䛝䚸䠏༊⏬䛷㐪䛳䛯Ⱚ⏕㝖
• ྛヨ㦂༊䛻䛶୰ኸ㒊䛾✵㛫ᨺᑕ⥺㔞䜢 ᐃ䚹
• ィ⏬㠃✚䠄య䠅䠐䠑䠊䠌䝦䜽䝍䞊䝹
阿部伸太氏（東京農業大学）
石川英耀氏は、まちづくり、ひとづくり
に敏感になる必要があります。それは、
控え750～800㎜程度で、5、6tの御影
ᰁ䜢ᐇ䛧䛯䚹
• 䠄ᆅୖ䠑䟛䚸䠑䠌䟛䚸䠍䡉䠅
「仲よくすることは良きことなり」とし
私が今日一番言いたいこと「日本文化と
石を加工すると2t程度と、ルートハン • 䠍༊⏬䠍䠌䡉㽢䠍䠌䡉䚹
㝖ᰁᕤ䜶䝸䜰
私は計画系で、施工の
ており、まさにその通りだと思います。
指定管理者制度」です。こう言うとわか
マーやせり矢、ライトピックで加工しま
䠍䠌
䡉
方々にお役に立つお話を
高木など植物の構成で変わる街の印象
りにくいですが、今まで断片的に話して
したが大変でした。1つの石を粗い形に
することは難しいですが、
「居住・宿泊」については、「緑が多
きたことをこういう暮らしがいいなとい
するまでで職人１人が1週間掛かり、こ
䠍䠌
䡉
䠪䡋䠊䠍
題材の学会誌「ランドス
くてきれい」と多くの人が憧れる東京・
うところにつなげていく。指定管理者制
れを積み上げ、最後にのみで叩きます。
䠪䡋䠊䠏
䠪䡋䠊䠎
ケープ作品選集№12」に私の経験を交
成城の道路に面した緑を調査しました。
度が広がり、清掃やイベント業者の方が
最終的に計算すると、全体で御影石を
すると、美しいと言われる場所は圧倒的
受託すると、今まで大切にしてきた緑が
500ｔ、安山岩を110ｔ搬入しています。 えてお話しいたします。
ヨ㦂ᕤ䜶䝸䜰
䠘ヨ㦂༊ᅗ䠚
䠘ᕤ๓✵㛫ᨺᑕ⥺㔞
ᐃ䠚
䠘䝅䞁䝏䝺䞊䝅䝵䞁ᘧ⥺㔞 ᐃᶵ䠚
「ランドスケープ作品選集」は、自
に高木が多くみられました。植物の組み
無くなってしまうかもしれない、私はそ
また、安全対策等では、石の加工時に
䠘7䠚
䠘8䠚
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠,
ᮾி㎰ᴗᏛ᧦ቨᕤ
ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉然・公園・文化・教育・居住・業務・商
㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠,
ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ 㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
ᇶ┙ᩚഛ
合わせで街の印象が変わってきます。こ
ういう危惧を持っています。審査に関わ
は、送風機や飛散防止ネットなどを使用。
ᩚഛ ᧦ቨᕤ
▼ᇉᕤ
䠘11䠚ᇶ┙ᩚഛ ᧦ቨᕤ
䠘12䠚
▼ᇉኳ➃▼ ᕤ≧ἣ
▼ᇉኳ➃▼ ᕤ≧ἣ
▼ᮦᦙධ
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠, ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ 㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
ᰴᘧ♫ ᪂ᯇᡞ㐀ᅬ, ୍⯡♫ᅋἲே ༓ⴥ┴㐀ᅬ⥳༠, ᮾி㎰ᴗᏛ ᆅᇦ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 㐀ᅬ⛉Ꮫ⛉ 㒔ᕷ⥳ᢏ⾡◊✲ᐊ
業・企画・イベントなど、多岐にわたっ
れからの街づくりのヒントだと思います。
る機会もありますが、提案の仕方が他業
新技術提案も求められたことから、養生
ていますが、歴史の中にある造園技術を、
“外構”からの脱却をいかに行うか
界の方が圧倒的に上手です。もう少し何
の鉄板を溶接ではなく、リングプレート
いかに近年の動向を捉え、次なる戦略に
「業務・商業」については、最近、大
とかしなくてはいけません。
としましたが、ずれもなく有用な方法と
していくかを考えていきたいと思います。 規模な再開発が行われていますが、これ
原点を振り返りもっと面白い展開を
してお勧めします。
自然を身近にし視点場を確保する
まで以上に緑のデザインをどうするかが
最後に、“にわ”の原点についてです。
まず、「自然・公園」、自然を身近に
重要で、“外構”からの脱却をいかに行う
日本庭園を個人の方がつくることは少な
する場づくり、視点場としての公園に
か、“たまり”空間といった都市の賑わい
くなりました。実用であった庭が鑑賞の
ついてです。私は2009年9月から1年間、 をつくっていくことも欠かせません。
ためだけの庭になってしまったからだと
フランスに留学させていただきました。
こうした空間づくりはもちろんですが、 思います。ですから、今後、緑の空間を
フランスには、モンブランなどが望める
そこに何かがあればさらに魅力が増しま
作っていくときには、ライフスタイルと
リゾート地・シャモニーがあり、富士山
す。それが、企画やイベントになります。
セットで考えていただきたいと思います。
᪂ᢏ⾡
᪂ᢏ⾡
ᕤⅉ
䝸䞁䜾䝥䝺䞊䝖
石材加工㊧と石垣天端石の施工状況
よりも高い展望台に２つのロープウェイ
“かね”生み出す空間づくりとは
計画の話で、施工の話ではないと思わ
を乗り継げば、サンダルで行けます。本
「企画・イベント」は、場を魅力付
れる方もいらっしゃるかもしれませんが、
格的な登山の一方で、誰もが壮大な自然
ける新たなライフスタイルの提案です。
積極的に取り組むべきです。現在、進展
を楽しめます。日本の自然公園は、自然
「八ヶ岳倶楽部」は、俳優の柳生博さん
している企業は、軸足をきちんとしなが
ᇶ┙ᩚഛ ᧦ቨᕤ
ᇶ┙ᩚഛ ᧦ቨᕤ
ᩚഛ ᧦ቨᕤ ▼ᇉᕤ
保護に重点が置かれていますが、こうし
がつくられ、息子さんで園芸家の柳生真
ら一歩先へ、片足を出すなど、これまで
▼ᇉኳ➃▼ ᕤ≧ἣ
㎸䝁䞁䜽䝸䞊䝖 ᡴタ≧ἣ
▼ᮦຍᕤ
た発想も今後必要です。
吾さんなど、ご家族やスタッフで運営さ
とは違った視点で取り組んでいるよう
東京・世田谷の田園調布がある国分寺
れていますが、手を入れなければ単なる
に思います。私たちもそうすることで、
イメージアップ
（案内板の設置：
崖線の緑は、風致地区指定当初の単一樹
森でした。しかし、今は人気の観光地に
もっと面白い展開ができるのではないか
䜲䝯䞊䝆䜰䝑䝥 後は飛散防止ネッ
林地が都市化で様変わりしています。し
なっています。こうして、人が手を入れ
と思います。そうすると、今までより
ෆᯈ タ⨨
ト）㊤、新技術（リ
かし、樹林を上手く残した住宅や公園な
ることをで、“かね”生み出す空間にする
もっと楽しく、元気になれるのではない
ングプレート㊧
どで風致の連続性を保っています。こう
ことができます。個人のお庭を含め、お
かと期待をしています。

広くＰＲし、認知度を高め、活用しよう

᪂ᢏ⾡

ពᕤኵ

䝸䞁䜾䝥䝺䞊䝖

表で感じたことを述べたいと思います。
植栽工事マニュアルは重要で、技術の
（公社）日本造園学会
継承にも不可欠。東北19地域を網羅し
佐々木邦博氏（信州大学）
たものをぜひ作っていただきたい。難し
いとは思いますが、もっと踏み込んだ具
私の専門は、造園史・原論で、現場と
体的な第二弾を期待しています。
かけ離れていると思われがちですが、発
造園式除染・更新工法は、素晴らしい
掘すると昔の技術良く分かり、様々な技
ことで、今あるものを活用するという着
術の上に造園空間が成り立っていますが、 眼点がポイントでこれを形にされていま
見えない、見えにくいものが多く、社会
す。しかし、これだけ素晴らしいことを
ពᕤኵ
に広く知ってもらわなければなりません。
やっているのに、一般に知られていない
䜲䝯䞊䝆䜰䝑䝥
䝁䞊䞁䝷䜲䝖 タ⨨
あのベルサイユ宮殿の噴水も、噴水の
もっと造園全般で取り組んでいいかなけ
ために地下室があることは知られていま
ればならないと思います。
せん。現場の技術の積み重ねこそが造園
石積みは、遠慮がちに話され、石の加
の本質です。早速ですが、これまでの発
工と積んでから表面を仕上げると簡潔な

講

評

説明でしたが、積むことも図面通りなど
いかず、復元でもなかなか元通りにいき
ません。予算や工期の問題もあり、こう
した技術の継承、新しい技術を含め、メ
リットデメリットの整理が重要です。
モザイカルチャーは、日本ではまだイ
ベント用だと思われていますが、ホテル
など常設の利用、立体性が特徴の技術で
すが、あえて平面の壁面緑化で用いると
より多くの場面で使用できるはずです。
阿部先生がお話しされたように、造園
は非常に幅広く、社会に役立つ技術を
持っています。しかし、ＰＲ不足など、
まだまだ認知度が足りません。
学会からの宣伝になりますが、「ラン

ドスケープ遺産」は、も
うはじまって６．７年経
ちますが、開発などで消
失してしまうものがあり、
保存もされず、調査もな
されないままに無くなってしまうものも
あります。こうした遺産は、学術性やデ
ザイン、技術の面から重要ですが、技術
がなかなか出ず、先進的な技術、画期的
ではなく、かつて一般に行われていたが
現在なくなってしまっていることは、非
常に残念です。すべて技術を何らかの形
で残しておければと思います。造園学会
の各支部ごとに行っているので、ぜひご
紹介いただきたく思います。
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愛読・愛蔵したくなるような工夫を重
ねていければと考えています。
編集委員会では、毎回熱の入った議
（公社）日本造園学会編集委員会幹事・大阪府立大学大学院生命環境科学研究科助教
武田重昭
論を行っています。例えば、インター
ネット時代における学会誌という紙媒
最新号のランドスケープ研究（78
と同様に、背表紙からでも内容をお伝
巻1号）から、背表紙に特集タイトル
えすることができるようになりました。 体が持つ意味については、アーカイブ
的な価値だけでなく、社会的な議論が
が入ったのをご存じでしょうか？
また、前号の77巻4号の特集「オオ
巻き起こるきっかけとなるようなテー
３ヶ月に１度届く学会誌は、本棚に
タカをめぐる多様なかかわり」では、
マが考えられないか、また、単に最新
並べられて、何年の何号かは分かりや
特定種の問題としてだけでなく、自然
事例が並ぶだけの誌面構成ではなく、
すくデザインされていましたが、「そ
環境の開発や保全に関するランドス
web検索では知り得ないような事例の
うそう、あの特集号に記事が載ってい
ケープの多面的な見方について捉える
背景や思想、今後の展望などについて
たな」と思いあたって探すときには、
ために、客観的な立場から編集委員が
の内容が理解できるような誌面にする
たしか何年前くらいの特集だったなと
特集記事に対する「コメント」を付け
べきではないか、一方でwebとの連動
いう勘を頼りに引っ張り出すか、web
加えることを試みました。
で検索してから本棚へ足を運ぶという
これらは、ほんの小さな改善ですが、 も視野に入れ、学会ホームページを活
用した読者の声を誌面に反映させる仕
作業を経るしか方法がありませんでし
これからももっと読者の皆さまが学会
た。これからは、本棚に並ぶ他の書籍
誌を身近に感じ、有効に活用して頂き、 組みも考えられるのではないか、と

造園学会誌は「届いて」いますか？

岐阜県

初夏 を 迎え 若 鮎が 川を
遡 上す る 季節 に なる と長
良川の鵜飼が始まります。
鵜飼 は 岐阜 市 の中 心部
を 通 る 清 流 長 良 川 が、 岐
阜城を頂く金華山の山麓
の岩塊に沿って流れる場
所を舞台に繰り広げられ
篝火で川面を照らしながら川を下る鵜舟
ます。この「長良川鵜飼」
は、 千 三 百 年 の 歴 史 を 誇
味わうことができます。泳ぐ姿に串を刺
る 伝 統 の 鵜 飼 で、 鵜 匠 に
し、塩でひれの形を整えた塩焼きが一番
は宮内庁式部職を拝命す
です。この鮎の内臓で作る「うるか」は
る方もいます。暗闇の中、 酒の肴として珍重されています。
鵜舟が篝火で川面を照ら
また、この新緑の季節には、ホウの葉
しながら静かに川を下り、 で包んだ「ほう葉寿司」も登場します。
鵜匠が伝統の衣装に身を
酢飯の酸味に朴葉の清々しい香りが移
包み、一度に数十羽の鵜を
り、暑い時期にも食欲を起こしてくれま
操る漁の様子が幽玄の美
す。包まれている寿司の具材はメインの
を醸し出しています。「お
魚の他、蕗やタケノコ等の郷土の山菜が
もしろうて やがて悲し
載せられています。中でも東濃地方では、
き鵜舟かな」と芭蕉も読ん 「へぼ」と呼ばれる地中に巣をつくる蜂
だ情緒あふれる絵巻を楽
を甘辛く煮付けたものが入っていて、滋
しむことができます。
養もあり、また大変美味です。是非味わっ
さ て、 長 良 川 で 友 釣 り
ていただきたいものです。
が解禁になると天然鮎を
話は変わりますが、この金華山の東側
山麓で、美濃を攻略後、
天下統一を夢見た織田
信長がこの地を岐阜と
命名し居をかまえまし
たが、最近、館跡に隣
接して信長の庭園遺構
が発掘され、庭園の全
容 が 解 っ て き ま し た。
高 さ 30 ｍ 以 上 山 麓 の
岸壁を背景に二条の滝
を配し、前面に景石を
配した約 400㎡の池が
メインの魚や郷土の山菜を載せホウの葉で包んだ「ほう葉寿司」 造られていました。鵜

いった意見交換を行っています。
海外では、建設プロジェクトなどが
実現することを、“deliver”ということ
があります。学会誌も単に「発行」し
たり、webで情報を「公開」したりす
る一方通行の発信だけでなく、読者の
皆さま一人ひとりの気持ちに「届け」、
コミュニケーションを促進するツール
になるようにしていければと思います。
毎号封筒を開けるのが楽しみな学会
誌、次号が届くのが待ち遠しい学会誌、
自分も議論に参加してみたくなるよう
な学会誌、そんな「ランドスケープ研
究」づくりができれば、これほど嬉し
いことはありません。
ぜひ、皆さまのご指導、ご支援をよ
ろしくお願いいたします。

7/1 ～ 7/7 実施

6/1 ～ 6/30 準備期間

事務局の動き

・（一社）日本造園組合連合会通常総会交流会
24 ㈯・第 25 回全国「みどりの愛護」のつどい
25 ㈰・技能五輪全国大会の課題トライアル
27 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
・第 24 回「緑の環境デザイン賞」表彰式
28 ㈬・総支部長等会議
・第１回通常理事会
・（一社）日本運動施設建設業協会講演会、懇親会
29 ㈭・社会保険等未加入対策実務講習会
（福島県支部）
・（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会総会懇親会
30 ㈮・技術委員会（調査・開発部会）

【5 月】
12 ㈪・褒章伝達式
・総務委員会（広報活動部会）
15 ㈭・技能五輪全国大会に係る合同委員会
・地域リーダーズ幹部会
19 ㈪・総務委員会（財政・運営部会）
・建設物価調査会との意見交換会（技術委員会）
・（一社）日本公園施設業協会通常総会懇談会
21 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
・「かながわのみどりを創り、育てる」集い
22 ㈭・運営会議
・日本造園建設業厚生年金基金理事会・代議員会
23 ㈮・監事監査

【6 月】
1 ㈰・まちづくり月間～ 6 月 30 日

桑園亜希子

平成 26 年度の全国安全週間のスロー
ガンは、「みんなでつなぎ 高まる意識
達成しようゼロ災害」で、日造協では
協会名入りポスターを作成しています。
どうぞご活用ください。

東光園緑化㈱
街路樹剪定士

平成 26 年度全国安全週間が、厚生労
働省、中央労働災害防止協会の主唱で、
平成 26 年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで
を 準 備 期 間 に、7 月 1 日 か ら 7 月 7 日
まで実施される。

飼を楽しんだついでに信長の庭園遺構を
訪れ、当時の庭園の姿を思い浮かべてみ

てはいかがでしょうか。
杉山秀志（岐阜県支部事務局長）

東 京・ 池 袋、 都 会 の 真 ん 中 に
建つビルの屋上、“ 天空のオアシ
ス ” をコンセプトとして３年前に
リニューアルオープンをしたサン
シャイン水族館。その中にあるマ
リンガーデンは、南国リゾートを
思わせる植栽でお客様を迎えま
す。私は、そこの植栽管理を担当
しています。
３年目を迎えた管理を通して思
うことは、東京の冬は私が思って
いたよりも暖かく、ビルの屋上の
観葉植物が思ったより長期間生育
するということです。
この南国庭園には数多くの観葉
植物を植栽しています。それらの
植物の多くが、書籍内の管理方法
『外気温△℃以下になったら室内
に入れる事』と記載してあります。
寒さで傷んだ植物をお客様には
見せられないけれど、出来るだけ
長い間、南国植物で彩られた庭園
を楽しんでいただきたいと思いま
す。そのため、秋から冬にかけて
天気予報の最低気温と植物の状態
をチェ
ックし
ながら、
植物の
交換時
期を探
ってい
ます。
普段
あまり

〝天空のオアシス〟で植栽管理を担当
暖かくなった都心で植栽レパートリー広げたい

千三百年の伝統
長 良 川 鵜 飼

平 成 2 6 年 度 全 国 安全週間

金華山の東側山麓で発掘が進められている館跡に隣接する織田信長の庭園遺構

3 ㈫・総務委員会（広報活動部会）

気にしなかった最低気温ですが、
東京で５℃を下回るのは 12 月中
旬以降で、私が思っていたよりも
随分遅かったです。植栽している
観葉植物の多くは最低気温５℃が
取替え目安なので、12 月上旬ま
では庭園を彩る事が可能です（場
所によりますが）。また、鹿児島
の南端でも落葉するハイビスカス
は、屋根のあるエントランスでは
葉を付けたまま冬越しをする事が
できました。流石に冬に花は咲き
ませんが、南国植物の代表格ハイ
ビスカスは１年中お客様に見ても
らう事が出来そうです。
ヒートアイランド現象により暖
かくなった都心では、冬越しがで
きる南国植物はもっとありそうで
す。これから色とりどりの面白い
植物を配植し、ビルの屋上という
環境下での生育状況を観察・理解
することで植栽デザインのレパー
トリーを広げていきたいです。そ
うして、水族館に来館された方々
が、非日常空間を楽しむための、
より面白い雰囲気を提供できれば
と思います。

●総務委員会（財政・運営部会）

13 ㈮・国土交通省との意見交換会

平成 25 年度事業報告及び決算報告、公益目的支出計

18 ㈬・社会保険等未加入対策実務講習会（石川県

画実施報告書等について審議した（5/19）

支部）
25 ㈬・通常総会、臨時理事会、意見交換会

委員会等の活動
●総務委員会（広報活動部会）
日造協ニュース 5 ～ 7 月号の内容について審議した
（5/12）

●技術委員会（技能五輪部会）
技能五輪全国大会運営委員・協議委員合同委員会に
出席し、愛知大会（11/28 ～ 12/1）について検討し
た（5/15）
●事業委員会（人材育成部会・地域リーダーズ幹部会）
次期幹部や平成 26 年度の実施計画について検討した
（5/15）

編集後記 「日造協ニュース」のアンケート回答ありがとうございました。参考になるご意見ばかりで、今後
の紙面へ役立てていきたいと思います。

