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古代山陰道の街路樹に思いを馳せて

  （ 一 社 ） 日 本 造 園 建 設 業 協 会 理 事 　
山陰緑化建設㈱　代表取締役社長   西谷　勝之

の法規がつくられており、道路だけで
なく道路に面した家にも樹木を植える
ような規定や街路樹を守る官職まで設
けられていて、時の権力がいかに街路
樹を重要視し、大切に扱っていたかを
窺い知ることができます。

◆
　さて、それから千年以上が経過し車
中心の社会となった現代の地方の街路
樹はどうでしょうか。
　かつてはゆっくりとしたペースで移
動する人々が行き交っていた「人」と

「道」の関係性は薄れ、人口減少や地
方財政の逼迫など構造的な問題も孕み
ながら、多くの地方都市の街路樹は
様々な困難な状況に直面しているのが
現実ではないでしょうか。

◆
　そんななか、今年 2 月に道路法等
の一部が改正されました。「地域を豊
かにする歩行者中心の道路空間の構
築」を掲げて歩行者利便増進道路制度
を創設し、「賑わいのある道路空間」
構築や「居心地がよく歩きたくなるま
ちなか」の創出を目指しています。
　その資料にある歩行者空間を拡げ植
樹帯が設けられた構造基準のイメージ
スケッチと、鳥取県の埋蔵文化セン
ターの冊子に描かれた古代山陰道のそ
れを見比べると、全く異なるものであ
りながらもそこには何か共通するもの
を重ね合わせることができるように感
じています。

◆
　「人」と「道」の関係性を見直した
新しい道路緑化の再構築。現代に生き
る私たちが未来の日本人に胸を張れる
ようなものを残していくことができる
よう願って止みません。

　昨年５ 月、鳥取県で「みどりの愛護」
のつどいが開催されましたが、それと
時を同じくして山陰自動車道の鳥取西
道路区間が開通を迎えました。その道
路整備に先立って平成 25 年から 3 年
間に亘って古代山陰道の青谷横地遺跡
の発掘調査が実施されました。
　7 世紀頃の律令制の時代に都と地方
都市を結ぶ駅路と呼ばれる交通網の整
備が進められましたが、古代山陰道も
そのうちの一つです。調査では多くの
出土品が発見されました。そのうちの
一つに私たちに縁の深いある貴重なも
のが発掘されたことは意外と知られて
いません。

◆
　発見されたのは街路樹の根でした。
幅員 6 ～ 7 ｍ の道路外の盛土部分２ 
箇所の区間で列状に植えられていた樹
木根 24 本が出土し、分析の結果 10 
世紀中頃のヤナギの根であることが同
定されました。
　日本の街路樹の歴史については、万
葉集などの歌集やその他の文献によっ
て奈良時代から平安時代にはすでに道
路に街路樹が植えられていたことが知
られていますが、実際に植えられてい
た街路樹が発見されたのはこれが国内
初となりました。
　律令制のもとで駅路が整備された当
初より時代はやや後になるものの、考
古学上もそうした文献を裏付ける画期
的なものとなったということです。
　残念ながらヤナギの種類については
特定できず、根自体も非常に脆くなっ
ていて保存は叶わなかったようです
が、地方でこうしたものが発見された
ことにも大きな意義を感じます。
　平安時代にはすでに街路樹について

（一社）日本造園建設業協会は 2021 年 11 月に創立 50 周年を迎えます。

全国大会で挨拶する有路信（一社）日本公園緑地協会会長

都市緑化功労者表彰受賞者を囲み記念撮影

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会
国土交通大臣表彰など会員が各賞を受賞

　「ひろげよう 育てよう みどりの都市」
全国大会は 10 月 28 日、東京都千代田
区一ツ橋の日本教育会館で開催された。
　午前中の事例発表会に続き、午後から
の大会は冒頭、主催者の有路信（一社）
日本公園緑地協会会長が、新型コロナ感
染症に関する現況と公園緑地の課題、展
望を述べ、コロナ時代の公園緑地、都市
緑化について、この大会が実りあるもの
となるよう祈念している旨を述べた。
　次いで、ご来賓の朝日健太郎国土交通
大臣政務官が、公園緑地は観光立国の推
進にも欠かせず、コロナ禍において、社
会に不可欠な存在であることが、再認識
されている。毎年 10 月は都市緑化月間
で、中心行事である本大会を契機にみど
り豊かなまちづくりが推進されることを
期待している。各賞を受賞された方のみ
どりを愛する活動を讃えるとともに、皆
様の活躍を願っていると祝辞を述べた。
　その後、各賞の表彰が行われ、日造協

秋の叙勲・褒章 5 氏受章
 　2020 秋の叙勲・褒章受章者が発表さ
れ、日造協関係では、
5 氏が受章の栄に輝
いた。

【旭日双光章】鬼頭愼
一氏（72）㈱双葉造
園代表取締役（高知
県）

【黄綬褒章】加勢充晴氏（71）加勢造園
㈱元社長（東京都）、髙木淳一氏（65）
㈱髙木造園代表取締役（滋賀県）、橋本
純一氏（69）橋本造園土木㈱代表取締

加勢 充晴 氏 髙木 淳一 氏

橋本 純一 氏 吉村 嘉直 氏

からは、「令和 2 年度都市緑化及び都市
公園等整備・保全・美化運動における都
市緑化功労者国土交通大臣表彰」を三浦
利吏氏（56）㈲三浦造園代表取締役（青
森県）、西谷勝之氏（60）山陰緑化建設
㈱代表取締役社長 （鳥取県）が受賞。
　「第36回都市公園等コンクール」では、
国土交通大臣賞をグリーン産業・岩田造
園土木建設共同企業体、㈱緑景、日本庭
園協会、東京都東部公園緑地事務所が「都
立芝公園もみじ谷の「もみじの滝」」（東
京都港区）、藤造園建設㈱、小島造園㈱、
㈱田澤園、馬淵建設㈱、横浜市環境創造
局が「馬場花木園古民家エリア～伝統技
術の継承～」（神奈川県横浜市）が受賞
した。
　その後、馬場正尊㈱オープン・エー代
表取締役が「ウィズコロナにおける公園
を含めたパブリックスペースの価値とそ
の活用」をテーマに講演。第 36 回都市
公園等コンクール」国土交通大臣賞「熊
本城特別見学通路」、第40回緑の都市賞・
内閣総理大臣賞「ガーデンシティえにわ」
についての報告が行われた。

　日造協は、令和３年度公園・緑地に関
する予算等の要望を 10 月 30 日、自由

民主党都市公園緑地対
策特別委員会・都市公
園緑地等整備促進議員
連盟、合同会議におい
て要望活動を行った。
　当日は、日造協の和

2021 新年造園人の集い
【開催中止】のお知らせ

毎年恒例の「新年造園人の集い」は

新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から中止となりました。

令和３年度公園・緑地に関する予算等の要望

田新也会長、（一社）日本造園組合連合会内
海一富副理事長、（一社）日本公園施設業
協会内田裕郎会長がともども出席した。
会議では、和田会長から令和３年度公園・
緑地に関する予算等の要望を行い、田丸
副会長が要望内容を具体的に説明した。
一、都市公園等関係予算の確保・拡大
二、都市公園のストック再編、安全・安
　　心対策、長寿命化対策の支援の推進
三、東日本大震災復興事業予算及び熊本
　　地震復興関係予算の確保
四、緑・花・庭を通じた国際交流関係予

　　算の確保
五、造園工事の適正な発注等
六、市民緑地認定制度に係る固定資産税
　　等の特例措置の延長等

50th

役（茨城県）、吉村嘉直氏（74）吉村造
園㈱代表取締役（京都府）

鬼頭 愼一 氏
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　学会の目・眼・芽　第 112 回

コロナ禍での全国大会からみえた学術交流の新しいかたち
（公社）日本造園学会理事 、東京大学大学院農学生命科学研究科　教授　大黒 俊哉

　今年の日本造園学会全国大会は、コ
ロナ禍という未曾有の状況のなかで、
ウェブ形式での開催となった。
　全国大会は、言うまでもなく学術成
果の発表と交流を目的とした、学会の
最重要行事である。そのなかで研究発
表会は、最新の研究成果を披露すると
ともに、成果の先を見据えた発展的な
議論を行うことが期待されている。
　そこで、従来の趣旨を尊重したうえ
でオンライン方式のメリットも活かせ
るよう、(1) 従来通りのセッション制
とし、大会特設サイトでの発表スライ
ド掲載をもって発表とみなす、(2) 質
問・意見はコメント欄にて２日間受け
付け、その後、発表者による返信期間

を１週間程度設定する、(3) 座長は、コ
メント欄での円滑な質疑応答を進行す
るとともに、セッションテーマに基づ
いて議論を促す、という方法で実施す
ることとした。

◆
　事前の準備・検討段階では、運営上
の様々な問題が懸念されたが、結果と
して、非常に多くのコメントが寄せら
れ、大盛況のうちに発表会を終えるこ
とができた。
　各セッションにおいて活発な意見交
換と議論の発展を促していただいた座
長諸氏、著者への敬意を払いつつ丁寧
で建設的な質問・コメントをお寄せい
ただいた参加者、そして真摯にお答え

いただいた発表者の方々には深く感謝
申し上げたい。
　今回の形式では、質疑応答の時間が
十分に設定されたことにより、複数
セッションへの参加が可能になった
り、じっくりとデータを見直すことで
議論がさらに深まるなど、研究発表会
の新たな可能性が見いだされた。
　これを今回限りにするのは実に惜し
いことであり、今後の「新しい大会運
営」に活かされていくことを強く願う
ところである。

◆
　さて、今回の大会でも昨年に引き続
きポスターセッションを開催した。こ
れは、査読なしでポスター形式の発表
を行い議論するものである。今年も
79 件の発表があり、こちらも各コメ
ント欄では大いに議論が盛り上がった
ようである。

　発表内容は、研究成果の披露に加え、
構想レベルのものから、途中経過の報
告、問題提起やフレームワークの提示
まで多岐にわたっており、また、発表
者も若手から中堅、シニアまで幅広い
層からの参加があり、こうした発表機
会へのニーズも非常に高いことが確認
された。
　全国大会にはこの他にも、あらかじ
めテーマを設定したミニフォーラムと
いう議論の場もあり、これら全体を見
渡しながら，研究の広さと深さの幅に
対応した交流の場のあり方を引き続き
検討することが望まれる。
　今回期せずして得られたオンライン
形式の様々なノウハウも活かした、充
実した交流の場へ発展することを期待
したい。

日造協 各委員会・部会紹介令和 2、3 年度
【 特 集 】

令和 2、3 年度の日造協　各委員会・部会を 8 月号（557 号）より数回に分けてご紹介します。表の◎委員長・部会長、○副委員長、※理事　□技術顧問

技術委員会
技術企画部会

氏　名 所　属 支部
◎伊藤　幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
　佐藤　英介 ㈱石勝エクステリア 東京
　大場　淳一 ㈱大場造園 東京
　坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
　中村　秀樹 内山緑地建設㈱ 東京

技術委員会
氏　名 所　属 支部

◎伊藤　幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
◯石出慎一郎 東洋緑化株式会社 宮城
◯金城健太郎 金城グリーン㈱ 沖縄
◯佐藤　英介 ㈱石勝エクステリア 東京
◯大場　淳一 ㈱大場造園 東京
◯坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京

氏　名 所　属 支部
◯荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
◯中村　秀樹 内山緑地建設㈱ 東京
※北　総一朗 北造園㈱ 石川
　吉田 　巧 ㈱横山造園 北海道
　増田　博一 ㈱増田造園 栃木
　近 陽一郎 ㈱新潟造園土木 新潟
　水谷　春海 ㈱水谷造園 三重
　的塲　盛州 ㈱松風園 和歌山
　梶岡　美生 ㈱カジオカＬ・Ａ 広島
　藤田　秀樹 ㈱藤田萬翠園 香川
　古賀　正 古賀緑地建設㈱ 福岡
□立山富士彦 立山造園事務所 本部

委員長　伊藤 幸男
　技術委員会は、造
園技術・技能の研究
開発と標準化、技術
情報の共有化、安全
管理、造園新技術の
情報収集、他団体と

の技術技能の向上に向けての活動など、
多岐にわたった活動を行っております。
　昨今は、技術者・技能者の育成確保と
ともに、安全管理については多くの会員

の方の注目課題となっています。
　これらの大きな課題を含め、新たな市
場への取り組みも同時に進めていくため
に、引き続き様々な視点から会員各社の

ご意見を集約し取り組んでまいりたいと
考えております。
　皆様のご支援ご協力をよろしくお願い
いたします。

す。引き続き大会の運営・競技に協力し

てまいります。

　会員の技術・技能の
向上を目的に、“ もの

の善し悪しが判断できる眼 ” を培う事を
目的とした資料を作成し研修を実施して
います。
　今年は Web 研修も検討中です。また、
新工種の緑地育成工の工事工種大系ツ

技術・技能部会
部会長　佐藤 英介

技術・技能部会
氏　名 所　属 支部

◎佐藤　英介 ㈱石勝エクステリア 東京
　渡邉　章 ㈱八廣園 埼玉
　角幡　大亮 ㈱富士植木 東京
　村岡　賢二 西武造園㈱ 東京
　吉村　知泰 ㈱吉村造園 東京

リーと用語の定義という大切な課題に取
り組んでいます。

　技能五輪等部会は、

日本造園組合連合会と

協同し造園技術者の育成及び技能レベル

向上に取り組んでいます。

　今年度の技能五輪全国大会は 11 月に

愛知県小牧市で、また技能グランプリは

来年 2 月に同じく愛知県で開催されま

技能五輪等部会
部会長　坂元 博明

　安全管理は、現場に
おいて命を守る重要な

仕事であり、事故・災害を防止すること
は事業者責任です。
　部会では、毎年会員の皆様から頂く事
故アンケートを基に、造園の多様な事故
事例を分析するほか、安全に関する情報
を発信します。

安全部会
部会長　荻野 淳司

安全部会
氏　名 所　属 支部

◎荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
　山口　雄資 群馬庚申園㈱ 群馬

氏　名 所　属 支部
　砂山　芳輝 日産緑化㈱ 東京
　高田　和己 東武緑地㈱ 東京
　柳田　英樹 ㈱日比谷アメニス 東京
　内田　卓弘 ㈱内田造園 神奈川

　会員各社の皆様が
造 園 分 野 で 工 夫 し、
高めてきた技術やノ
ウハウ情報の共有化

を図るために全国持ち回りで開催して
きました。
　2020 年は広島で開催を予定してい
ましたがコロナ禍のため中止となりま
した。そのできなかった各会社の発表
内容をホームページ等を利用しながら
皆様へ伝えていきたいと思います。

造園技術フォーラム部会
部会長　大場 淳一

造園技術フォーラム部会
氏　名 所　属 支部

◎大場　淳一 ㈱大場造園 東京
　四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道

氏　名 所　属 支部
　坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　河野　友和 東武緑地㈱ 東京
　石川　正典 ㈱植藤 神奈川
　藤原　哲司 ㈱信州グリーン 長野
　増田　 寿 ㈱芸北造園土木 広島
　米岡伸一郎 ㈱東武園緑化 熊本

技能五輪等部会
氏　名 所　属 支部

◎坂元　博明 ㈱柳島寿々喜園 東京
　卯之原　昇 ㈱昭和造園 東京
　増田　博一 ㈱増田造園 栃木
　西村　剛彦 西村造園土木㈱ 東京
　榊原　 亘 ㈱豊橋園芸ガーデン 愛知

　また、高所作業における標準マニュア
ルの作成・発行を行います。

　調査・開発部会は、

資格制度委員会で創設

を検討している新規資格制度の研修会用

テキスト「公園・緑地樹木剪定ハンドブッ

ク」等を取り纏めます。

　また、グリーンインフラの意義の普及・

啓発は「グリーンインフラ官民プラット

調査・開発部会
部会長　中村 秀樹

調査・開発部会
氏　名 所　属 支部

◎中村　秀樹 内山緑地建設㈱ 東京
　山田　裕之 ㈱ワールドグリーンメンテナンス 神奈川
　石井　匡志 アゴラ造園㈱ 東京

フォーム」のもと情報を取り纏め、会員

の皆様に情報発信していきます。

　今後もさらに多くの会員のご参加を
お願いいたします。
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笑顔に助けられ、無事に全数配布するこ
とができました。
　お持ち帰り頂いた寄せ植えや花と野菜
の種たちが成長するごとにお客様に笑顔
をもたらし、その種が花を咲かせるころ
にはコロナも去り、満開の笑顔が花とと
もに咲き誇ることを願って、未来に続く
種をまき続けたいと思います。

㈱特種東海フォレスト　鈴木 ゆかり 

　10 月 24 日㈯、千葉県立手賀沼自然
ふれあい緑道にて全国造園フェスティバ
ルを開催しました。千葉県支部では昨年
4 ヵ所で実施されましたが、新型コロナ
の影響で本年度は 1 ヵ所での開催とな
りました。
　「密」を避けるため、会場設定は手賀
沼南側に東西 9.4km に伸びる緑道の一
番自然が残る最東端エリアとし、イベン
トの告知は SNS とチラシを中心に、で
きる限り近所の方向けとしました。また、
ソーシャルディスタンスを保ちつつ自然

と触れ合える企画として、苔玉づくり・
ウォーキングレッスン・樹木当てクイズ
ラリー・手賀沼写真館・かぼちゃの重さ
当てクイズなどを実施しました。
　花の種の配布やクイズの景品の花苗プ
レゼント、キッチンカーエリアも大好評
で、いつもとは違う緑道の楽しみ方を提
供することができました。
　今後も身近な自然が安全で楽しいと感
じてもらえるよう、「造園の仕事」の魅
力を広く発信できればと思います。

㈱新松戸造園　松戸 幸子

全国造園フェスティバル　コロナ禍で例年の約３割　20 カ所で開催

公園・みどりの素晴らしさや造園をアピール

千葉県
支部

身近な自然が安全で楽しい！いつもと違う楽しみ方を提案
県立手賀沼自然ふれあい緑道の最東端で実施

　去る 10 月 24 日・25 日、静岡県支部
では、お客様にコロナに負けない笑顔を
取り戻して頂きたいという想いを込め
て、ばらの咲き誇る島田市の公園にて「造
園フェスティバル 2020」を開催いたし
ました。前日の雨もあがり、秋晴れとなっ
た絶好の行楽日和。たくさんのお客様に
ご来場いただきました。
　毎年人気の「ばらの寄せ植え体験」。
今年はフラワーコーディネー
ター監修のもと、お客様に実
際にばらの寄せ植えを体験し
ていただいたのですが、みな
さん真剣な面持ちで取り組ん
でおられました。完成した寄
せ植えをうれしそうにお持ち
になるお姿に、思わず笑みが
こぼれます。
　本部より支給の花の種無料
配布でも、受け取るお客様の

静岡県
支部

秋のバラが満開！コロナ禍だからこそ、グリーンで笑顔を
静岡のバラの名所・島田市の「ばらの丘公園」

い」を掲示し、直接の手渡しを控えゴム
手袋を着用しました。また、本部から支
給された紙袋を使用しましたが、おしゃ
れだなあと評判が良かったように思いま
す。苗木は、例年同様オリーブの苗木が
人気でした。また、「徳島県新型コロナウ
イルス感染症対策本部からのお願い等」
も掲示しました。なお開催までの９月中
旬以降、「とくしまアラート」は発令され
ませんでした。
　コロナ禍により来園者が激減するかど
うか心配でしたが、当日は、県外からの
家族連れも多く、たくさんの方に喜んで
頂けて、開催して良かったと思いました。
家族連れのお客様を活かした「落書きコー
ナー」は、毎年人気であり色とりどりの
マジックを使って絵を書いてくださるお
子様には助かりました。でも今年は、使
用後のマジックの消毒には気を付けまし
た。
　お昼頃までには、苗木、種の配布も終
了しました。ちなみに当日の来園者数は、
午前中に 1,365 人、閉園時には、2,374
人でした。例年であれば、4 千から 5 千
人の来園者であるとか…。
　来年の第 16 回目の不安のない開催に向
けて、コロナの終息を願い、また新しい取
り組みにも挑戦していきたいと思います。

㈲稲富造園　稲富 俊広

　毎年恒例である秋の「全国造園フェス
ティバル 2020」。徳島県支部では、去る
10 月 3 日㈯に、徳島県板野郡板野町にあ
る”あすたむらんど徳島”で開催しました。
　今年の秋は、いつもと何がが違う！何
だろう！ ? そうです、冬から春に新型コ
ロナウイルスが発生して、その影響が今
なお続いている状況なのです。
　開催が危ぶまれるなか、開催にあたり
本部からの防止対策による多くの注意点、
会場の施設者からの「来園前、来園中に
おけるお願い、注意事項」もあり、それ
らすべてをクリアしないといけないとの
ことでした。また、開催しても来園者が
あるのか？の不安や意見もありましたが、
昨年まで毎年休まず開催を続けてきた経
緯もあり、途切らせてはいけないとの思
いで開催に踏み切りました。
　当日は、秋晴れの良い天気で少し暑い
くらいでした。朝の９時に集合して準備
にとりかかりました。
　苗木、種の無料配布、また落書きコー
ナーを設け、参加者全員による検温、マ
スクの着用のもとテントを設営し、テン
ト内と落書きコーナーにはそれぞれ消毒
液を、来園者との対面には、飛沫防止策
としてパーテーションビニールシートを
設置しました。苗木、種の配布時は、密
接を避けるために「スペース確保のお願

徳島県
支部

来年は 16 回目　新しい取り組みにも挑戦へ
あすたむらんど徳島でオリーブの苗など配布

の素敵な笑顔と共に公園内に風船の花が
咲いたところであります。
　熊本県では、４年半前の熊本地震、本
年７月の熊本豪雨災害と大きな災害が続
き、熊本県支部会員は、災害ボランティ
ア活動として仮設住宅への花壇整備など
の憩いの場の提供や浸水住居の泥出しな
どの活動を続けているところです。
　今後は、支部会員の災害復旧・復興活
動等の経験を生かした災害時に必要な公
園の役割や重要性、そしてウィズコロナ、
アフターコロナを見据えた公園の過ごし
方などについて、パネル等を通じてＰＲ
できたらと思っています。

熊本県支部事務局

　熊本県支部は、10 月 11 日㈰に熊本
市水前寺江津湖公園広木地区で造園フェ
スティバルを開催しました。例年、江津
湖みなも祭り（熊本市造園建設業協会主
催）の開催に合わせて行ってきましたが、
本年は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止となり、単独開催となりま
した。
　コロナ禍、スタッフは開催の１時間程
前に集合し、まずマスク装着の徹底と体
温などの健康チェックを行い、会場設営
に取りかかりました。会場内には非接触
型体温計と消毒液を準備しました。
　例年、行っていた花の寄せ植え教室
は、３密を避けるため花鉢の無償配布に
変更して実施しました。当日は好天に恵
まれ、早い時間から家族連れなどが公園
を訪れ、花鉢の配布予定時間前から長蛇
の列ができたため、整理券を配布し、開
催時間を早めて配布しました。また、緑
の相談所の開設や例年好評であります子
供たちへのバルーン（風船）の無償配布
も行い、コロナ禍の中、今年も子供たち

熊本県
支部

今後はアフターコロナを見据えた公園の過ごし方の PR も
水前寺江津湖公園で緑の相談所などを開設

島田市ばらの丘公園の様子

№ 都道府県 開催日 開催会場
1 山梨県 9/25 甲府駅前広場
2 徳島県 10/3 あすたむらんど徳島
3 熊本県 10/11 水前寺江津湖公園 広木地区
4 兵庫県 10/17 淡路花博 20 周年記念 花みどりフェア会場
5 山梨県 10/17-18 小瀬スポーツ公園

№ 都道府県 開催日 開催会場
6 静岡県 10/24-25 島田市ばらの丘公園
7 東京都 10/18 国営・都立東京臨海防災公園
8 広島県 10/18 国営備北丘陵公園
9 茨城県 10/18 偕楽園
10 東京都 10/23 新宿区立新宿中央公園

№ 都道府県 開催日 開催会場
11 千葉県 10/24 千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道
12 福島県 10/25 ふくしまエラッセ広場
13 東京都 10/25 豊洲公園
14 高知県 10/28 小高坂双葉園
15 長崎県 10/29-11/2 長崎県庁

№ 都道府県 開催日 開催会場
16 富山県 10 月 小学校
17 佐賀県 11/8 佐賀駅南口
18 埼玉県 11/14 埼玉会館大ホール
19 広島県 11/14 広島市森林公園
20 香川県 10/11 国営讃岐まんのう公園

　「花と緑で美しい日本を！」をテーマに公園や広場で、造園の素晴らしさ、造園技術などを知っていただこうと日造協は「全国造園フェスティバル」を毎年開催しています。
今年は新型コロナ感染症の影響で開催数は例年の 3 割程度にとどまりましたが、“３密”にならない公園緑地への関心が高まっています。今年度実施したその一部を紹介します。

手 賀 沼 写 真 館

苔玉づくりウェルカムゲート

花鉢の配布などの様子
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　宮崎を代表する焼酎「黒
霧島」を製造する霧島酒造
㈱は都城市に本社及び製造
工場があります。

◆
　里山にある工場内には白
い砂場の公園「霧島ビーチ
パーク」があるんです！里
山にビーチですよ！
　さらに、ただの砂ではな
く、オーストラリア産ホワ
イトサンドが使用されてお

り、この砂は、ビーチバレー競技の国際
規格に近い砂でもあります。この贅沢な
砂場で自由に遊ぶことができます。
　もちろん、国内トップ選手によるビー
チバレーボールツアーの大会会場にも
なっています。

◆

　砂場の周りには、芝生エ
リアと散策路があり、シン
ボルツリーとして「しだれ
桜」が植栽されています。
　ここは四季折々の花が咲
き、様々な表情を見せてく
れ、何度でも足を運びたく
なるエリアです。
　足、手洗い場と、砂場を囲む石積み
は、職人がひとつひとつ丁寧にこだわり
をもって施工しています。

◆
　また、砂場周りの石積みはベンチとし
て腰掛ける事ができます。素足でホワイ
トサンドの感触を楽しみながらおしゃべ
りしたり、読書に耽ったり・・・そんな
過ごし方もできますよ。
　帰りは、もちろん「黒霧島」を買って
帰りますよね！

編集後記　最近では web 会議の開催も含め「新しい働き方」にも少しずつ慣れつつあります。移動時間等を
考慮すると確かに便利ではありますが、やはり皆様とお顔を合わせ、意見を交換し、交流することが大事だ
と思っております。今は我慢の時期ですが「いずれは！」と思い日々を過ごしております。

宮
崎
県
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 日造協賛助会員の紹介 　　　　小泉製麻㈱
防草シート・NETIS 登録品

　弊社は 1890 年に神戸の地で創業しま
した。「小泉製麻」の名前の通り、麻製
品のメーカーとしてスタートし、その後、
時代の変化とともに少しずつ事業内容を
変えながら、今では土木・農業・業務用
液体容器・産業用繊維資材の 4 つの分
野でお客様のニーズにお応えできるよう
日々精進しています。
　造園業界では古くから麻紐や幹巻き根
巻き用テープ等をご使用頂いています。
近年では防草シート（30 年以上の実績
がございます）のニーズも増えており、
ラインナップとしてはスパンボンドタイ
プ・フェルトタイプ・織物など品種の多
さからお客様のご要望に応じたご提案が
出来ます。是非一度ご相談頂けると幸い
です。
　その他、葛対策のバリオスネットや防
竹・防根のルートブロック、遮水性防草
シートのエバーなどは NETIS にも登録

されていますのでご覧下さい。
お問い合わせは、小泉製麻㈱ 国土環
境事業部 神戸市灘区新在家南町 1-2-
1 TEL:078-841-9341、https://www.
koizumiseima.co.jp/

　ここでさらに私のおすすめ‼
　宮崎牛で作られた「宮崎牛スティック
サラミ」。これが黒霧島に合うんです。
なかなか飲みに出かける事もできないご
時世だからこそ、焼酎と宮崎牛スティッ
クサラミで、我が家で乾杯しませんか。

　宮崎に旅行に来た際は霧島ビーチパー
クで遊び、焼酎とサラミをお土産に、宮
崎の思い出話に花を咲かせてください。
　好きな時に好きなところへ。そんな日
が早く訪れますように。

植木 りか（㈱橘緑地建設）

事務局の動き
【10 月】
  6 ㈫・広報活動部会【web】
  7 ㈬・全国造園デザインコンクール等推進部会【web】
        ・安全部会【web】
  8 ㈭・戦略立案部会【web】
  9 ㈮・技能グランプリ　造園競技委員会【web】
13 ㈫・街路樹剪定士制度部会【web】
14 ㈬・女性活躍推進部会【web】
        ・グリーンインフラ官民プラットホーム技術部会幹事会
21 ㈬・街路樹剪定士認定員会【web】
27 ㈫・地域リーダーズ会議【web】
28 ㈬・「ひろげよう　育てよう　みどりの都市」全国大会
30 ㈮・第 1 回横浜国際園芸博覧会具体化検討会

【11 月】
  4 ㈬・広報活動部会【web】
  5 ㈭・登録造園基幹技能者講習（大阪）    ～ 11/6
  6 ㈮・2027 国際園芸博覧会推進委員会設立総会
10 ㈫・予算・税制等に関する政策懇談会

13 ㈮・造園・環境緑化産業振興会代表者会議
        ・技能五輪全国大会                   ～ 11/15
16 ㈪・戦略立案部会【web】
19 ㈭・建専連全国大会
23 ㈪・第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア閉会式
26 ㈭・登録造園基幹技能者講習（福岡）   ～ 11/27

 委員会等の活動
●広報活動部会【Ｗｅｂ】

10/6　日造協ニュース 10 ～１月号の内容等につ
いて審議

●全国造園デザインコンクール等推進部会【Ｗｅｂ】
10/7　第 47 回全国造園デザインコンクール審査
会の運営方法について審議

●安全部会【Ｗｅｂ】
10/7　造園用フルハーネス型墜落制止用器具の
普及促進と使用方針等について審議

●戦略立案部会【Ｗｅｂ】
10/8　日造協創立 50 周年記念事業について審議

●街路樹剪定士制度部会【Ｗｅｂ】
10/13　新型コロナウイルス対応、造園用フル
ハーネス型墜落制止用器具の取り扱い等について
審議

●街路樹剪定士認定委員会【Ｗｅｂ】
10/21　今年度の開催計画、試験問題の確認、新
型コロナウイルス対応について審議

●女性活躍推進部会【Ｗｅｂ】
10/14　冊子「二人三脚ワーキング」「グランマの
ゆりかご」、出前講座、ロールモデルについて審議

●地域リーダーズ会議【Ｗｅｂ】
10/27　勉強会 (2 月愛知会場 ) の講習テーマ・
開催方法について審議

松江に奉遷されてから 400 年余の歴史を
持つ白潟天満宮。毎年 7 月 24 日、25 日
の例大祭（天神さん夏祭り）では、本宮・
女みこしをはじめとして勇壮な練りが繰
り広げられます。
　自分の暮らすまちに、神輿が街中を練り
歩く賑やかなお祭りがあること、シャイな
人が多いとばかり思っていたこのまちに
も粋で熱い人たちがいることを本当に嬉
しく思います。

◆
　今年の夏はコロナ蔓延防止のため、神輿
渡御は中止となりました。神輿を担がず、
ただ暑いだけの日を過ごす、こんな夏は初
めてで、残念な気持ちはみんな同じです。
　例年通りの祭りが出来るよう希望を保
ちつつ、事態の早期終息を願うばかりです。

　担いでいる肩のすぐ上には神
様がいらっしゃる。
　神様がお乗りになった神輿は
英語でポータブル・シュライン

（持ち運べる神社）と言われてい
るそうです。それって究極のパ
ワースポットということではな
いでしょうか !?

◆
　「みこしを担いでみない ??」
　短大を卒業し、就職して間も
なくの頃、思わぬお誘いに困惑
してしまった私ですが、今では
すっかり神輿の魅力に魅了され、
夏祭りが近づくとソワソワ落ち
着きがなくなり、「そろそろ神輿
の季節だね」職場をはじめ周囲
の方から声をかけて頂くまでに
なりました。

◆
　洋服では選ばないような大胆
な色や柄の祭衣装を着て、普段
とは違うキリっとメイクを施す。
ハレの日をとことん楽しむこと、
日常では味わえない高揚感と開

放感がたまらないです。
　威勢のよい掛け声と
ともに、全身で神輿を担
ぐと、終わるころには
汗だくで、体はクタクタ、
声もガラガラになるの

ですが、キラキラみんなすごくいい表情
をしているのです。みんなで担ぐ一体感
と達成感、これもまたたまらない神輿の
魅力なのです。

◆
　菅原道真公を御祭神としてお祀りし、
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日造協 
新入会員のご紹介

霧島酒造㈱醸造工場内にある「霧島ビーチパーク」
宮崎牛スティックサラミ

（1.080 円税込㈱シーズン）

【造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売】
★日造協では、技術委員会安全部会を中心に労働安全衛生規則の改正に伴い造園
作業に適したフルハーネス型墜落制止用器具を企画してきました。
　この度、日造協安全部会の群馬庚申園㈱様から「造園用フルハーネス型墜落制
止用器具」を会員の皆様へ特別価格で提供とのご案内がありました。

ご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。

フェルトタイプの防草シート

防草シートとバリオスネットの併用

訂正とお詫び　10 月号（559 号）2 面「ロー
プ高所作業とフルハーネス特別教育の実施」の

写真説明で「高知県支部実習」は「長野県支部

実習」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈱好樹園　　　中田　晋一
埼玉県川口市大字安行 682
☎ 048-296-1752　FAX 048-294-1072


