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平成 年度予算概算要求を発表
「元気な日本復活特別枠」 ら、ゼロベースで事業自体
国土交通省は８月 日、 は

発表した。基本方針は、①
営・技術的能力を活用し、 支援事業は廃止し、歴史的

を要求、④民間の資金、経

を含め、前年度と概ね同額
価結果より、景観形成総合

のあり方を考え直すとの評

ち、国営公園整備１７３億
に事業費 ２億 ７６００万円

緑地環境整備総合支援事業

に資する拠点的市街地等に

ど、集約型都市構造の実現

公園における平成 年４月

業等として設置された国営

成 年度から４カ年の国庫

サービスを提供するため、平

債務負担行為を措置する。

人事異動

から３カ年間の公園維持管

このほか、６月に閣議決

か、 先 導 的 都 市 環 境 形 成

）
〕
、国費

３３４億１２００万円〔同

）
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促進事業の拡充に事業費
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整 備 １ ７ ３ 億 円 同 １・
<
、国 営 公 園 維 持 管 理
>
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等を活用した緑化の推進、 庫債務負担行為の設定を行

ところで、私が気になったのは、最

状況、公園、庭園、また施設と公園が

て受ける場合など、受注組織づくりの

今年は 月９日㈯～ 日

▼出向（農林水産省農林

水産技術会議事務局研究総

務官）＝松田紀子（大臣官

房審議官（都市生活環境担

幸（農林水産省農林水産技

だくため、ぜひ開催のご協

が得られない場合の手法のアドバイス

あるいは、受注したが部分の技術評価

イナミズムとデリカシーと造園に対す

これがおもしろい。そこには現場のダ

労、工夫を聞くと、大変勉強になり、

力をお願いします。

などができれば、社会的なテーマに対

る愛情やこれまで培った哲学を感じま

㈰を中心に開催します（日

する取り組みと会員の技術の精緻化へ

す。広報には全国におられる会員諸氏

）
、
国費２兆２千億円（同

１・ ）を計上した。

また、 月 日、 日に

活用ください。

ターを配布します。ぜひご

を。支部を通じてＰＲポス

スケアには十分にご留意

力会社社員のメンタルヘル

事業主の皆様も自社・協

対策強化が求められている。

態 が 続 い て い る と 言 わ れ、

害等の労災請求の横ばい状

ストレスなどによる精神障

場生活への強い不安や悩み、

メンタルヘルス」
。仕事や職

（内閣府大臣官房付）

課公園企画官＝甘利敏一

の一体的整備など、府省の 術会議事務局研究総務官）
▼道路局道路交通管理課道
枠にとらわれず使えるよ
路管理企画官＝丸尾浩（都
う、地域主権の確立に向け
市・地域整備局公園緑地・
て取り組むこととし、事業
景観課公園企画官）
▼都市・
費４兆４８７０億円
（同１・ 地域整備局公園緑地・景観

民間事業者の参入を促進。 公園と再開発、福祉施設等

公園利用者への安定的な

も大きな見開きの紙面です。社会的課

一体となった場合など管理対象やスケ

国土交通省関係（８月 日付）

おいて、地区・街区レベル

理業務について、「公共サー

定された「地域主権戦略大

円

、国営
>

公 園 維 持 管 理 １ １ ３ 億 （同 ０・ ）、国費９２００万

における先導的な都市環境

ビス改革法」に基づく市場

綱」で平成 年度以降に実

同 １・
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）な ど の ほ

対策を強力に推進する。

化テストの手続きによる総

施するとした「社会資本整

当）
）▼大臣官房審議官（都

円（ 同 ０・

また、国営公園の維持管

合評価方式一般競争入札を

備総合交付金」
（５月号詳

市生活環境担当）＝小林裕

>

理の効率的・効果的な実施

導入。十分な入札手続期間

報）は、中心市街地の都市

<

に向けた取り組みでは、国

と業務引継期間の確保等で

同 ０・

国費５億 ８０００万円（ 同

営公園の維持管理に係る国

円

を計上し、民有地

１１３億円

を要求。

「 都 市 環 境 整 備 」 で は、 都市環境技術開発の支援な

題の特集や新しい施策の紹介などが組

ールも様々です。内容についても、維

つなぐことができるのではないでしょ

のそんな話しもあろうかと思いました

仙台で建災防による全国建

法もありでしょうが、文章が苦手な人

働くことができる職場づく

確保、増進を図り、快適に

同週間は働く人の健康の

が行われる。詳 しくは、建

の発表やシンポジウムなど

る最新の安全衛生管理活動

催される。成果をあげてい

維 持・ 増 進

全員参加で

スローガンは、
「心の健康

りに取り組む週間。今年の

ゆかしい人、見た目と行動が違って魅

力的な人もおられると思います。
また、

世代交代し、先輩諸氏に顔が知られて

見にしかず」ですし、取材力は個性を

も広報の使命かと感じ

>

浮き彫りにできます。会員の皆さんの

<

みえる化

ました。よろしくお願いします。

災防ホームページを。
http://
www.kensaibou.or.jp/

や、強面だけれど自己を表現するに奥

設業労働災害防止大会が開

22

平成 年度予算概算要求を

既存予算の抜本的な組み換

観光振興を重点的に図る区

うこととし、国家的記念事

環境形成総合支援事業は、

展開、他府省との積極的な

行政事業レビュー評価結

まれていますが、その場合、協会とし

持管理、運営管理、リスク管理、自主

うか。

平成 年度全国労働衛生

協会会員を対象としたアンケート調査

また、諸先輩や同輩、後輩が各地で

ことをお願いしたいと思います。
造園建設業を生業としており、折々、
彼らと一杯やりながら、地域の風土に

21

え、②成長戦略の実現等、 官民の総力を結集した施策

程は各地イベントに合わせ

域を要件に加え、景観規制

「全国造園フェスティバル

果の概算要求への反映で

は、多くの会員の皆様のご

このイベントは【花と緑

」開催へ

花と緑で美しい日本を

ンテーマにして、毎年継続

連携など、これまでの枠に
のためのソフト事業等に対

て前後しています）
。造園

とらわれずに、総合的な政

的に開催することにより造

①政権交代後初の本格的

の技術のすばらしさとセン

象事業を限定。
概算要求２・

園建設業の理解を深め、地

策を推進し、より高い成果

スを多くの方々に知ってい

な予算編成に当たり、事業

域の方々に日造協会員企業

６億円減となった。

ただくとともに、会員の皆

の成果を反映するととも

は、
「景観・歴史的環境形 「国営公園等」について事

協力により全国各地で開催

今回で５回目を迎える

に、②環境などの分野を重

業費４１４億５６００万円

で美しい日本を！】をメイ

概算要求のうち、都市・

を実現することとした。

を認知していただき、最終

様が地域へアピールできる

仕分けや行政事業レビュー

くのマスメディアに取り上げ

的には事業領域の拡大 にも

点 に、 選 択 と 集 中 を 徹 底
成総合支援事業」が、国が

され、テレビや新聞など多

今回、広報日造協の「樹林」へ原稿

ては業態との接点や課題はどのように

事業の工夫や、自己評価手法など単な

結びつけようとするものです。 チャンスとしてご活用いた

地域整備局関係予算では、 「全国造園フェスティバル」 られ、広く造園建設業のアピー

し、メリハリのある要求を

行 う 必 要 性 な ど の 観 点 か 〔対前年度倍率０・ （う

依頼をいただきました。具体的な協会

取り組み、会員の皆さんへ広報しよう

ルに一翼を担っています。

行い、③予算確保において

の活動を知らずして、全く関係ないこ

是非、地方のみなさんの生き生きとし

どのように高邁な施策であっても、 が、それが見つけられませんでした。
業態としての実現化の手法や方策まで

週間に向けた準備期間がス

その工夫とコストパフォーマンスが大

タートした。

によって現状をデータ化し、協会員の

ださい。その場合、原稿依頼をする方

た活躍や磨き抜かれた技術をご紹介く

る植物管理だけではありませんから、

としているのかという点です。
例えば指定管理者制度は、新しい事

とを書いてもしょうがないと思い、事
務局へお願いして「広報日造協」とホ

10

きなテーマとなります。そこで、
まず、 を掘り下げ、会員へのプラス情報にし

と思います。そこで指定管理者制度を

手がける指定管理者の状況を広報しま

酒井 一江

とりあげた紙面を拝見しますと、受注

す。そうすれば、身の丈にあったやり

いない若い代表もおられることでしょ

います。その内容ですが、協会事務局

会社の実施概要例が紹介されています

方が様々にあることが会員に伝わりま

なければ読まれない広報紙になってし

の活動、会議や懇親会の実施状況、支

が、協会の全体像はわかりません。協

う。費用が許せば、事務局が取材に出
部報告、委員会報告、また、協会が主

会会員の指定管理者の受注状況や、一

す。合わせて、技術委員会が中心とな

向いてはいかがでしょう。
「百聞は一
催される会議やイベントの状況等、そ

って、指定管理者を受注したい会員会

まいますので、そこはスピードをもっ

どは、主に「緑滴」がその欄であり、 社で受ける場合、同業種がグループで

れから会員の方のお考えや近況報告な

受ける場合、他業種と共同事業体とし

社に対する申請手法のアドバイスや、 あった特徴的な造園業のあり方、苦

10

③公共事業予算の確保、④

24

て鮮度を失わないうちに、情報化する

協会関連の基本情報は概ねこれらの中

て受ける場合、ＮＰＯ法人を立ち上げ

日造協理事、㈱淡窓庵代表取締役

広報「日造協」へのお願い

業として会員諸氏に興味のある事項だ

心の健康維持 ・増進 全員参加でメンタルヘルス

総合力の発揮の４つ。
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ームページを拝見いたしました。そこ
で、私の感じたことを記し、ご提案と
お願いに替えたいと思います。
広報紙には広告がほとんど掲載され
ていませんので、協会会費によって発
行され、発刊目的は協会会員へ向けて
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にあると拝察いたしました。

全国労働衛生週間 PR ポスター

２・３面 特集 生物多様性と造園 みどりが基盤 求められる造園の積極性
生物多様性と造園建設業／都市の氾濫原湿地再生
／企業のみどりと生物多様性について
【学会の目・眼・芽】第 16 回 柳井重人
４面 公共事業労務費調査に係る留意点
蔵王連峰を望む花畑で「みちのくグリーンサム物語」開催 東北総支部

本号の主な内容

生物多様性と造園建設業

（環境と開
and Dvelopment

日造協平成 年度通常総会講演会より一
部抜粋（文責・広報「日造協」広報部会）

会議については、 月に開

発に関する国連環境会議）
、 催されることもあり、これ
からいろいろな機会に話題
▼
Biodiversity:Biological
（生物多様性）
、 にされることと思うが、日
Diversity
▼ Ｃ Ｂ Ｄ：
Convention on 本における具体的な方策と
「生物多様性国家
（生物多様性条 しては、
Biodiversity
約）
、▼ＡＢＳ：
Access and 戦略」が平成７年にすでに
（遺伝資源へ 策定されており、今年３月
Benifit-Sharing

国土レベル、地域レベルで

では、
「人と自然の共生を

な主体により新たな活動が

物多様性の主流化）
、多様

済活動の中に組み込み（生

中長期目標
（２０５０年） ルまでのさまざまな社会経

するための世界共通理念を

然資源の利用・管理に貢献

様性の保全と持続可能な自

討に着手するほか、生物多

導入した効果的な政策の検

性地域戦略」など総合的な

の検討、活動や「生物多様

みを促進するための仕組み

地域の特性に応じた取り組

い。

園が果たすべき役割は大き

など地域の多様な主体が、 保全・再生においても、造

市における良好な景観の形

アイランド現象の緩和、都

は地球温暖化対策やヒート

地域に根差した造園が、こ

計画づくりの支援であり、

地里山・田園地域」
、
「都市

新たな国家戦略では、「里

費者と近郊の農業者などを

ティバルなどで…都市の消

園などで開催されるフェス

成などにも貢献…大きな公

広く実現させ、わが国の生
実践される――とした。

アチブ」として世界に発信

各都市に大規模緑地を

物多様性の状態を現状以上

生物多様性の減少を短期目

つまり、現在も進行中の 「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシ

に、人類が享受する生態系

に豊かなものとするととも
の３＋１を生物多様性に対

地域」
、
「河川・湿原地域」 結び付けている。こうした

水と緑が豊かな都市は、景

うした活動、計画づくりの

観に優れ観光の拠点ともな

する。

など、生物多様性から見た

ることで活気にあふれてい

標で２０２０年までに止

核となることも期待され

国土の捉え方として７つの

る――と示される。

サービスの恩恵を持続的に

そのほか、③絶滅の恐れ

る。

地域に区分し、それぞれの

する危機として示し、その

生物多様性の「主流化」
新たな国家戦略における

現状や目指す方向、望まし

め、その後、中長期目標で

かにしようという考えだ。

短期目標（２０２０年） 生物多様性を現状以上に豊
では、生物多様性の損失を

３つのポイントのうち、も

会、循環型社会、低炭素社

再生の強化、⑤自然共生社

いる。

際にそんな風になるのかと

他の地域についても、実

のある野生動植物の保全施

拡大させる」としている。

点として、１００年先を見
据えたグランドデザインを

ポイントの２つ目であ

のが、国内施策の充実・強

策の充実、④海洋の保全・ い地域のイメージを示して
化となるが、ここでは５項

る国際的な取り組みでは、 っとも造園の現場に近いも

めることを踏まえ、ＡＢＳ

ポイントになるのは、こ

持・回復。②生物多様性を

土レベルの生物多様性を維

トワークの形成を通じて国

に応じて保全、生態系ネッ

活動を拡大し、地域の特性

に関する政府間プラットフ

物多様性と生態系サービス

版ＩＰＣＣと言われる「生

するとともに、生物多様性

どにリーダーシップを発揮

に関する国際的な枠組みな

業はまさに「主流」となる

化」の促進であり、造園事

業活動の推進による「主流

や生物多様性に配慮した事

の促進は、国民運動の推進

保全戦略」を策定すること

を改正、
「海洋生物多様性

然公園法と自然環境保全法

いえ、海洋については、自

会など、造園事業の一部と

動植物の保全や自然共生社

市街地のあちこちに湧水な

ことのできる小さな空間が

が身近に生き物とふれあう

に、都市住民や子どもたち

類が悠々と空を舞うととも

木がそびえ、その上を猛禽

ることで各都市の中にも巨

の社会における「主流化」 進――が示されているが、 る大規模な緑地が造成され

目が示され、①生物多様性

としており、豊かな森が豊

明治神宮のような森と呼べ

組みとなるが、ぜひとも造

課題があり、長期的な取り

実現に向けては、様々な

メージにも近いはずだ。

あり、造園が理想とするイ

ジを示したことは画期的で

戦略としてこうしたイメー

生物多様性のあり方を国家

れているが、わかりにくい

生物多様性の保全に向けた

の①中長期と短期の目標設

ォーム（ＩＰＢＥＳ）
」の

事業と言える。

都市地域のイメージは、 思うようなイメージが示さ

定と、②第 回生物多様性

減少させない方法を構築

設立に積極的に関与し、Ｔ

会の統合的な取り組みの推

知見に基づき分析・把握し、 ２０１２年まで議長国を務

生物多様性の状況を科学的

考え、
中長期と短期の目標、 止めるために、①わが国の
概ね平成 年度までの重点
施策として４つの基本戦略

日には、
第３次を見直し、 を示した。

締約国会議の日本開催を踏

し、国土や自然資源の持続

ＥＥＢの取りまとめ作業に

国家戦略のポイント

新しい国家戦略は昨年の

まえた国際的な取り組みの

可能な利用を行い、③生態

分）
、 ▼ Ｉ Ｐ Ｐ Ｅ Ｂ： 平成 年に施行された生物

のアクセスと利益配

解決を図るため、長期的視

日造協理事、東京大学名誉教授、東京農業大学教授 熊谷 洋一
生物多様性は「ＣＯＰ」？
第 回生物多様性締約国
会議は、日本で開催される
と い う こ と も あ り、 広 く
マスコミなどでも紹介さ

」と 省 略 さ れ て い

れるようになったが、
「Ｃ
ＯＰ
る。しかし、
「 Ｃ Ｏ Ｐ 」は
」つ
Conference of Parties

ま り「 締 約 国 会 議 」 の 頭
文字であり、ここには生物
多様性という意味が全くな

態系サービスに関する政府

く、生物多様性締約国会議

７月から見直しを進めてき

系サービスの恩恵に対する

も知られる方々をはじめ、

この部会には、造園界で

た。

Intergovermental Science- 多様性基本法に基づく初の
p o l i c y P l a t f o r m o n 国家戦略として、「生物多
Biodiversity and Ecosystem 様性国家戦略２０１０」が
（ 生物多様性と生 閣議決定された。
services

の略称とは言えない。こう
間プラットフォーム）
、▼Ｔ

参考までに、地球温暖化

についても、締約国会議の
ＣＯＰと省略されることが

多いが、▼
United Nations テレビなどでもお馴染みの
Framework Convention on そうそうたるメンバー 名
（ 気 候 変 動 で構成されているが、私が
Climate Chane

枠組条約 ）
、▼ Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ： 部会長として、取りまとめ

Intergovermental Panel on をすることになり、メンバ
（気候変動 ーの方々の意見を集約する
Climate Change

内施策の充実・強化の３つ

締約国会議を契機とした国

球規模から市民生活のレベ

理解を社会に浸透させ、地

可能な利用に経済的視点を

協力し、生物多様性と持続

団体、企業、ＮＧＯ、市民

の促進・支援は、地方公共

②地域レベルの取り組み

く知られるように、海洋の

かな海につながることが広

る。これらの街路樹や緑地

ども活用して生まれてい

り組んでもらいたい。

園界の皆さんに積極的に取
である。

朝３時に小さな舟で宇治川

る。滋賀県では、従来型の

流域防災が検討されてい

か、溢れることも許容する

重な自然とのふれあいの場

都市住民にとって身近な貴

連付けることである。さら

と、こうした流域防災と関

のような氾濫原の自然再生

討してほしいのが、巨椋池

とふれあう機会を与えられ

的資源となるだけでなく、 ン湿地センターなどで自然

に、蘇る自然は大きな文化

た子どもは症状に ％の改

性が高い。しかし、ロンド

犯罪に関わったりする危険

歳以下の注意欠陥・多動性

まり生態系サービス）がつ

環境によって付加価値（つ

を住宅開発すれば蘇る自然

したこととともに、隣接地

の子供は、
学校をやめたり、 参加して、土地を無償提供

障害の子供がおり、それら

くと判断して、住宅会社が

のパートナーとして事業に

いた水道会社が、トラスト

ではない。土地を所有して

から巨椋池に向かう。夜が

くとも２万２５００人の

失われたのは、湿地の生物

白々明け染めるころ、朝靄

している。ここでさらに検

多様性・生態系とその多様

都市の氾濫原湿地再生

京都の南、三川合流地帯

な恵みである。かけがえの
ない固有種とともに、その

から蓮の花が現れる。天国

ダムと堤防だけに頼らな

京都大学・地球環境学堂教授 森本 幸裕

には、平安京の朱雀のシン

あった。その極めて多様な

となる。

ボルとも言われる巨椋池が
こうした苦労の末誕生し

生物多様性条約ＣＯＰ

クリート護岸で囲まれた貯

善が見られるという。コン

供したことによる。ステー

パートナーとして資金を提

ップが見事に実を結んだ例

い、水田や森や公園に「た

だ。生物多様性とその恵み

と見まがうその光景は多く

める対策」
、二線堤、輪中、 に向けて、ＴＥＥＢ（生物

化レクリエーション施設と

多様性と生態系の経済学） 現し、かつ、おしゃれな教

頃まで日本人が持っていた

の中間報告では、ロンドン

水草群落は季節的、時には

の人々を魅了した。巨椋池

霞堤やのように一定の溢れ

クホルダーのパートナーシ
りにくい内容でもあるので、 物多様性の重要性をまず、 豪雨による水位変化による 「観蓮」という文化も廃れ

ることを許容する「とどめ

生物多様性」と提示。
「人

この、日本産水草の８割の

介している。つぎのような

湿地トラスト）の努力だけ

は、
運営するＷＷＴ（水鳥・ て、たいへん注目される。

ようだ。
えておくだけでも理解しや

ものだ。ロンドンには少な

の価値を、市場を通して顕

土地利用のような「そなえ

して、ロンドン湿地センタ
さて、近年、気候変動で

る対策」を推進することと

の老朽化した貯水池の自然
属を産し、西日本最大の生

ますますゲリラ豪雨などに

る対策」
、防災教育と情報

間活動や開発」
、
「里地里山

という紀行文を残してい

よる洪水が懸念されるな

和辻哲郎は
「巨椋池の蓮」 出荷されたという。
すくなる。

る。友人に案内されて川べ

在化させるスキームとし
物多様性を誇った巨椋池が

りの伏見の宿に宿泊し、早

ーの運営が成功しているの
など人間活動の縮小」
、
「外

干拓されたのは戦前であ

共有、避難誘導、生活再建、 再生とその大事な機能を紹
来種など人間による持ち込
第 回生物多様性締約国
10

生物多様性国家戦略

み」
の３つと、「地球温暖化」 る。水田米作と引き換えに

随所に出てくる略称を押さ 「いのちと暮らしを支える

は多くの花蓮の品種も栽培

た新たな国家戦略だが、生

に関する政府間パネル）が、 のは大変だった。

重要な言葉となる。

10

水池から本来の氾濫原を再

30
され、お盆には大阪などに

10
撹乱でもたらされていた。 る大きなきっかけとなった

生物多様性などは、わか

10

「

22

51

10

した表記やいろいろな略称

求められる造園の積極性

が あ り、 わ か り づ ら い の ＥＥＢ：
The Economics of たもので、環境省に設けら
で、キーワードを整理して
Ecosystem and Biodiversity れた中央環境審議会の自然
おくと、▼
United Nations（生態系と生物多様性の経済 環境・野生生物合同部会の
Conference on Environment 評価）などがあげられる。 答申を踏まえて、決定され

多様性と造園

24

10

推進、③第 回生物多様性

20

16

10

10

（２）
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企業のみどりと生物多様性について

現在、企業が所有する緑
手放したり、厳しい経済状

り、緑地自体を削減または

効果的な取組みを模索する

費用対効果を重視し、より

り、それがゆえに取組みの

屋市で生物多様性条約第

多様性年であり来月、名古

さて、今年は、国際生物

これらについて専門的な提

考えられ、企業側からは、

ビオトープを整備する前

る企業のみどり１００選』

案やアドバイスが求められ

ています。

や鳥類・昆虫類の生息状況

現在、第一段として先進的

を把握し、周辺自然環境と

の選考を実施しています。 提として、敷地内外の植生

な 事例（写真）が認定さ

最も身近な自然である敷

にビオトープを整備する事

活動内容をみると敷地内

た自然環境調査の実施が必

ワークの形成を念頭におい

の連携による生態系ネット

との認識が普及すれば、そ

として重要な役割を担うこ

地が生物多様性のインフラ

公園緑地と同様、企業緑

回締約国会議・ＣＯＰ が

地内の緑地を、生物多様性

要であり、整備後は、モニ

中、もともと所有・管理し

し、地域社会に貢献する資

例が増えていますが、
「修

れました。

源としてその効果が高いと

保全の取組みとして活用す

開催されます。

で、
「敷地内の緑化が業績

みなされれば重点投資の対

ていた緑地の価値を見直

の要因の１つと考えられま
に結びつくか」という問に

ますます高まり、緑地管理

す。

財団法人 都市緑化基金 ＳＥＧＥＳ事務局 上野 芳裕

地の管理には、多くの課題

の業務領域も拡がっていく

の社会的・環境的な価値も

うとともに研究フィールド

タリング調査を継続して行

としての活用や環境教育や

緑豊かな地域であるから当然かも知

れないが……。

高速道路沿いのバッファー緑地は

面積広く（土地問題ない？）市街地

の街路樹は、プラタナスやクスノキ

が自由に枝を拡げていた。

一方都市内高速道路の細い緑化帯

は管理困難な乾燥する場所なので灌

水施設が整備されていた。粗放な緑

いた。

都市にみどりが多いのに驚いた。 化技術と緻密な緑化技術が同居して

中国も西部地域と異なり江南地域は

平井善樹（前広報部会長）

低層住宅地から高層住宅地に再開発中

等ソフト面で多様な活用が

したら管理コストが掛から
こうした状況を受け、財

ます。

話では住宅需要が高く、坪当たり単

され個性的であった。ガイドさんの

見ると各棟とも自己主張が強く反映

遠方からは同一のようでも、よく

立しクレーンも動いていた。

地区）や旧市街地でも高層住宅が林

ドが速いのだろう。新市街地（浦東

に時間を要しないので、開発スピー

いた。中国は日本と異なり土地買収

上海は早い速度で再開発が進んで

中国江南地方の旧い庭園など

りません。

と考えられます。

景的な緑地をビオトープに

の理念」
「社員ボランティ

自然体験のイベントの開催

る事業所や工場が増えてい

緑地を単なる管理施設と

アの参加」等、取組みへの

なくて済む」という認識で

象にも成りえます。

い」と回答しており、これ

そして、最も重要なポイントの一つに、造園技

明確なスタンスを持ってい

団法人 都市緑化基金では、 は、緑地の価値化につなが

実 に ７ 割 が「 結 び つ か な

発研究所が実施した府内の

平成 年に大阪府産業開

んが、
「緑地の価値や役割

考えてしまい作業の簡素

況の影響には違いありませ

経費削減により良好な緑

化、経費の削減の一途を辿

があります。

地の維持が困難になった
を裏付ける結果となってい

術者が如何にして参画していくか、ということが

経営戦略の重要な柱であ

が、いまやＣＳＲは企業の

ＣＳＲの一環といえます

るといえます。

あります。というのも、一般的な企業では、総務

担当部門が緑地の維持管理を統括しており、積極

的に緑地を管理運営していくだけの専門的な知

識・技術やノウハウを十分には蓄積していないか

らです。緑地に潜在的価値を読み解き、企業価値

や地域社会・環境の向上のために最適な計画立案、

管理運営手法を構築し、実際の場で実現していく
ことは、造園技術者の役割です。このことを、企
業緑地の管理運営の場面で仕事として成立させる
ことが必要になりますし、その前提となる企画提
案能力やコンサルティング能力を向上させること
が求められていると思います。生物多様性の保全
など、企業の緑地への取り組みを取り巻く状況が
動いていくなかで、本業を通じた地域社会・環境
へのより一層の貢献が、造園界に求められている

柳井 重人

るのとは大きな違いです。 『生物多様性保全につなが

ます。

機」という問いに、図表１

では、
「緑化への取組み動

所に対するアンケート調査

彰された緑化に熱心な事業

において各種顕彰制度で表

一方、工場緑化の取組み

主要企業に対する意識調査

い、そのことによって企業の価値を高められないか、とい

に関する認識不足」も、そ

学会の目・眼・芽

50

10
10

価も相当高いようであった。

日産テクニカルセンター及び日産先進技術開発センター

うことも考えています。
しかし、実際の場面では幾つかの課題があります。例え

数年ほど前から、様々な民間企業が所有、管理している ば、明確な目標とそれを実現する方針の設定、継続的な取
緑地を視察する機会があります。そこで感じるのは、緑地 り組みとその改善を行うためのマネジメントの実現、地域

同様です。緑地を通じて社会・環境貢献に取り組む企業は、

のとおり「地域社会への貢

のコミュニケーションと連携の促進、企業の取り 献」
「ステークホルダーへ
組みの評価・認証システムの開発と普及などです。 のアピール」
「経営トップ

に対する企業側の認識が大きく変わってきたということで 住民、ＮＰＯ・市民団体、行政などの様々な利害関係者と

す。
例えば、高度経済成長期に設置された工場緑地

の多くは、工場立地法や関連条例に基づく緑化基

準をクリアすることや、公害の緩衝や災害時の安
全性の確保を意図した緑地帯の設置など、企業活

動の根底にある法令遵守や危機管理に主眼が置か
れた整備がなされ、継続して維持管理されてきま
した。しかし、最近では、社会を構成する一員と
しての企業の社会的責任が問われるなかで、この
ような工場緑地を如何にして活用し、地域社会や
環境の改善や向上を図るか、ということを積極的
に考える企業が増えてきています。工場緑地での
生物の生息環境の保全やビオトープの整備、沿道
緑化による景観形成、スポーツや園芸などレクリ
エーションのための地域住民への開放、環境学習
プログラムの運営、緑のリサイクル、周辺の公園
や里山管理活動への参加など、その多様さには瞠
目させられます。

－本業を通じた地域社会・環境への一層の貢献を－

部に立地する業務商業ビルの公開空地や屋上緑地などでも と思います。

このような状況は、工場緑地だけでなく、都心

造園界に求められるもの

企業理念と地域社会のニーズとの整合を図りながら、
人材、（㈳日本造園学会理事、

（後編）
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千葉大学大学院園芸学研究科准教授）

積水ハウス株式会社本社敷地内の緑地

みどりが基盤

知識・技術、資金、資材、情報、ノウハウなどを個々の取

図表１ 「工場内の緑化への取組み動機」に対する回答
引用：企業による緑地保全・創出に関するアンケート（平成 22 年１月）
国土交通省都市・地域整備局実施調査 81 社中

特集
り組みに投入しています。その成果を正当に評価してもら

住友ゴム白河 GENKI の森

第 16 回

生物
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公共事業労務費調査に係る留意点

のとなりました。

調査は、これを反映したも

月に対象工事に従事しな

調査は、従来調査対象月の

③９月の賃金支払い実態

日造協の要望を反映
平成 年度公共事業労務
費調査に係る留意点につい
調査に係る留意点は、主

委員会等の活動
運営会議
藤巻会長ほかが出席し、
公益法人制度改革、今後の

た。

て、会員への周知を徹底す
かった場合、９月に従事し

部会長が新任挨拶。広報日
名が受講した。この講習

国総支部の会員企業から約

今年度は中部総支部と四

力する。

りを推進する活動に参加協

園芸博覧会や緑の都市づく

④「ＡＩＰＨ活動」国際

国交省との意見交換会

する。

造協について、８月号の確
会は、雇用能力開発機構の

認および今後について検討
公的資格の取得推進に対す

広報部会の進め方を検

した。
（８月４日）
。
討。
恒常的広報事業として、 る助成金により受講料無料

年度調査において、必要書
新法人移行のための作

て審議した。
（８月 日）

公益法人制度改革等につい

置いた広報事業について検

討、日造協 周年を念頭に

ガンポスターのデザイン検

の確認、
今後の検討。
スロー

理 事 会 提 出 議 案（ 支 部 整備を図ることとした。そ
長の承認、会員の入退会）
、 のほか、広報日造協９月号

全で経済的にも合理的な剪

内外の情報収集を行い、安

際樹木専門家協会）など国

展開」
アメリカのＩＳＡ
（国

での適法な作業方法等への

の海外情報収集と日本国内

①「安全な高木剪定作業

を行った。
（９月２日）

について説明し、意見交換

協会からは協会の活動状況

等について説明があり、当

公園緑地行政をめぐる動向

詳細については、通達を
本号に同封しています。

チームの設置等について審
議した。
（８月 日）

造園施工管理技士受験対策

したものとして普及させる
近年
「造園施工管理技士」 検討を行う。

林輝幸総務委員長より新

主催による受験対策講習会

造協会員を対象とした本部

る状況を改善するため、日

クト参画や日本での研修要

進出や海外からのプロジェ

る情報発信」海外への事業

総務委員会広報部会
年度委員と担当部会につい

②「海外での事業に関す

ての報告の後、平井善樹前

請について対応チェックリ

試験の合格率が低下してい

部会長が退任、鈴木誠司新

手紙教室、布草履作り、ジ

家族連れなど、大変多くの

行い、関係者、団体入園者、 ます。

業へ情報提供をする。
③「台北花博覧会視察の
やすいよう金銭的負担の少

企画」多くの会員が参加し

・国際委員会

㈫・総務委員会企画部会

・造園ＣＰＤ企画会議

㈭・事業委員会（本部）

㈮・総務委員会企画部会

振興会事務局会議

・造園・環境緑化産業

会

～２㈭

２㈭・国交省との意見交換

・運営会議

３㈮・街路樹研修会（群馬）

試験（学科試験）

５㈰・植栽基盤診断士認定

７㈫・総務委員会広報部会

新法人移行検討プロ

９㈭・総務委員会企画部会、

８㈬・事業委員会（全国）
３㈫・技術正副委員長会議

委員会

㈬・植栽基盤診断士認定

議

㈭・技能検定関係団体会

運営委員会

㈫・建設系ＣＰＤ協議会

・地域リーダー会合

㈮・技術情報共有発表会

会議

ジェクトチーム合同

４㈬・総務委員会広報部会
講習委員会

・登録造園基幹技能者
５㈭・運営会議
㈫・登録造園基幹技能者
試験委員会
㈬・造園施工管理技士受
験対策（名古屋）
～ ㈭
験対策（四国）

て使えます。国土交通省の

る為、環境に優しく安心し

然貝化石のみを使用してい

改良効果も発揮します。天

振興会事務局会議

㈫・造園・環境緑化産業

㈮・造園施工管理技士受

～ ㈯

㈪・ 建設系ＣＰＤ専門部会

竹中産業㈱
竹中産業は大正 年に創

運営する新技術情報提供シ

ステム（ＮＥＴＩＳ）への

登録も完了しています。

いる為、肥料としての利用

ル、微生物を豊富に含んで

す。 カルシウムやミネラ

２３５５ 営業本部開発部

５の５、☎０３・３２５６・

東京都千代田区鍛冶町１の

……………………………

詳しくは小社ＨＰ
（
http://
www.takenakasangyo.
）を御覧下さい。
co.jp

だけでなく、 調整や土壌

ニ ー」 を 販 売 し て お り ま

石肥料「エンジェルハーモ

肥料に分類されている貝化

当社は農林水産省で特殊

開しております。

を拠点に日本全国で営業展

業し、 営業所と２油槽所

日造協賛助会員の紹介

ない視察プログラムを企画

特例講習（仙台）

㈫・技術委員会（本部）
国土交通省公園緑地・景観
課梛野室長ほか３名と当協 【９月】
１㈬・登録造園基幹技能者
会から藤巻会長ほかが出席

として４つ。①標本の適切

要望・提言活動の基本的方 広報日造協、
ホームページ、 で開催したものである。
向、安全な高木剪定作業の メ ー ル ニ ュ ー ス に 取 り 組
国際委員会
制度検討等について審議し
み
、
各
媒
体
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
（９月２日） かし、相互補完による会員
国際委員会を８月 日

るよう国土交通省より会長

総務委員会企画部会

し、国土交通省から現在の

ている労働者についても、

に開催し、今年度の主な取

標本確保のため、調査の対

への情報提供、外部への情

な分類では、「造園工」
は
「相

り組みは４つ。

当程度の技能」を有する建

報発信を充実すべく、体制

宛通達がありました。

で、かねてから「造園工」 と異なるため、個々の労働
類の不備から約４割の標本
業、問題点等の確認及び検

討を行った。
（９月７日）

公共事業労務費調査につ

者の技能等を十分に確認し
が棄却されていることか
討のためのプロジェクト

象となりました。

た職種の分類が必要です。
ら、賃金支払いが確認でき

設労働者を調査対象として

の適切な調査とこれに基づ

②調査対象外の労働者の
る書類など必要書類が提示

いては、国交省が用いる労

く適正な労務単価の提示を

周知では、見習・手元等の
できるよう整理しておくこ

象労働者」の厳密な確認を

④棄却率の改善では、前

このため、７月に行われ
労働者、老齢厚生年金等の
とが求められています。

査について要望し、今回の
求めています。

園」内ふるさと村、時の広

オラマ展、お茶会、琴演奏、 裡 に 終 了 い た し ま し た の

いける〟など、達人の技と

ストをとりまとめ、会員企

を企画した。

場、お祭り広場を主会場に

篠笛演奏、
エコポット作り、 も、参加された色々な分野

期間中、事故もなく成功

盛大に開催されました。

新しいアイデアで趣向を凝

グリーンサムの輪を広げて

【８月】

た国交省と建設産業専門団
受給に伴い日当あたり賃金

平成 年度公共事業労務費

蔵王連峰を望む花畑で
「みちのくグリーンサム物語」開催

会場には、
花普請として、 フラワーデザイン、
絵画展、 の方々のご協力あってのこ

らして〝いけられ〟ました。 方々から、見学や体験教室

とと、心より感謝申し上げ

を愛する者が集い、１４０

彫刻展など、多彩な行事も

万本の赤やオレンジなど、

〝民家をいける〟
、
〝道端を

２０１０年「みちのくグ

（事務局長・高橋征勝）

これからも工夫を重ね、

リーンサム物語」は６月４

評をいただきました。

いきたいと思っています。

東北総支部

定作業を日本の法律に適合

体連合会の意見交換におい
を調整している労働者は調

求めてきました。

ても、藤巻司郎日造協会長
査対象外であり、
「調査対

おり、
「普通の技能」など

50

が、造園に関わる適切な調

務費のベースとなるもの

23
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27 26

31

10

14

22

40

また、盆栽展、生け花展、 に参加いただき、多くの好
押花教室、草木と遊ぶ、絵

19

28
14

23

11

24

鮮やかなポピーの花咲く
「国営みちのく杜の湖畔公

17

18

20

23

27

日～６月 日まで、花と緑

総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します
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