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本号の主な内容
2面

平成 26 年度国交省 公園緑地等関係事業予算 事業費 318 億円に
【学会の目・眼・芽】造園業に関わる人材の育成
（公社）日本造園学会幹事・兵庫県立大学大学院
緑環境景観マネジメント研究科准教授 大 藪 崇 司
3 面 【特集】地域リーダーズ活動報告 地域リーダーズ総リーダー 森川 昌紀
4 面 【ふるさと自慢】滋賀県 滋賀の「石」巡り 平塚英史（㈱宝山園）
【緑滴】設計としてできること、考えていること
島倉 舞（㈱石勝エクステリア）
日造協会員の方々への「日造協ニュース」は偶数月が PDF 版の配信で、印刷
物の発送は行っていません。会員の方々へのメールニュースへの添付、日造協
ホームページに掲載をしていますので、ご活用ください。

日造協理事、 木上梅香園㈱ 代表取締役

木上正貢

気象変動枠組条約の協議経過と造園業界の役割
～造園業は緑の景観・環境の創造事業～

挨拶する藤巻司郎会長（㊤総支部長・支部長合同会議

㊦花と緑のつどい）

総支部長・支部長合同会議開く
花と緑のつどいも盛大に開催

総支部長・支部長合同会議と花と緑のつどいを全国都市緑化しずおかフェア開催中
の静岡県浜松市内「グランドホテル浜松」で 4 月 24 日開催した。
総支部長・支部長合同会議を 4 月 24
日 14 時から開催した。
冒頭、藤巻司郎会長が、参加者や開催
準備に当たった中部総支部、静岡県支部
へのお礼の後、「この１年を振り返って
みると、「アベノミクス」による公共事
業費の確保・拡大、労務費単価の引上
げ、ダンピング対策、社会保険等未加入
対策、造園工事の内容・例示の追加など、
諸施策が矢継ぎ早に打ち出され、造園建
設業を取り巻く経営環境は、大きく変化
したと感じている。これも、日造協とし
て長年取り組んでいた要望活動が、よう
やく一定の成果を得たものと受け止めて
いる。この機会に、日造協が全国組織と
して果たすべき役割を一層発揮し、会員
の方々のご期待に応え得るよう、造園業
界の社会的認知度の向上、造園発注の拡
大など受注環境の改善、法定福利費の確
保等による雇用環境の改善、労働災害の
防止に向けた安全衛生管理の徹底、資格
取得の促進による技術者・技能者の育成
など、会員各位の事業展開に役立つ諸事
業に、皆様と力を合わせ取り組んでいき
たいと思っている。本日は、平成 26 年
度事業計画等についてご報告するととも
に、今回、初の試みとして自由討議の時

2014 年
春の叙勲・褒章

間を設け、「造園業界の持続的な発展の
ために、今、何をなすべきか」をテーマ
に活発な意見交換をお願いしたい」と述
べた。
その後、内山晴芳静岡県支部長挨拶の
後、議題に入り、平成 26 年度事業計画・
収支予算、社会保険等未加入対策、職長・
安全衛生責任者教育の実施、要望・提言
活動、地域リーダーズの活動、国際委員
会活動、資格関係の年間スケジュール、
日本造園学会との連携事業、火災保険特
約サービス商品、日造協団体医療保険等、
消費税率改正に伴う料金改定、厚生年金
基金解散後の対応について、本部から報
告。意見交換を行った。
また、18 時からは「花と緑のつどい」
を開催。内山晴芳静岡県支部長の開会の
ことばの後、藤巻司郎会長が主催者挨拶。
次いで、ご来賓から、辻野恒一国土交通
省中部地方整備局建政部公園調整官、石
川亨静岡県交通基盤部都市局長、鈴木康
友浜松市長（田中文雄花みどり担当部長
代読）がご挨拶され、ご来賓のご紹介の
後、太田康隆浜松市議会議長のご発声で
乾杯、懇談の場となり、大島嘉七中部総
支部長の閉会のことばで盛況のうち、散
会となった。

日造協から２氏受章

2014 年春の叙勲・褒章受章者が発表
され、日造協関係で 2 氏が受章した。
【黄綬褒章】
小林正典氏（62）、京都府、小林造園
代表取締役
為永一夫氏（64）、長崎県、タメナガ
造園代表取締役

小林正典氏

為永一夫氏

皆 様 覚 え て お ら れ ま し ょ う か。
この様な日造協の理念に基づき、九
1997 年に京都で開催された国連気象
州 総 支 部 で は、 平 成 25 年 12 月 12
変動枠組条約締約国会議（COP3）で、 日、国土交通省九州地方整備局長を始
我が国のリーダーシップの下、先進国
めとする職員の皆様方に「九州の街路
の拘束力のある削減目標を明確にした
樹再生と今後への提案」を行ったとこ
「京都議定書」が合意され、世界全体
ろ、今回の提案は、日造協九州総支部、
での温室効果ガス排出削減の大きな一
ランドスケープコンサルタンツ協会九
歩を踏み出しました。
州支部、日本公園施設業協会九州・沖
その後、毎年、国連気象変動枠組条
縄支部、日本植木協会九州ブロックの
約締約国会議が開催されていますが、 メンバーが集まり、どうも街路樹の様
2013 年 11 月にポーランド・ワルシャ
子が少しおかしいという問題提起がさ
ワにおいて、開催された COP19 では、 れました。そこで、各県の街路樹の現
先進国と途上国の利害がぶつかり合
状を調べ、データを整理し、提案とい
い、温室効果ガス削減を義務付けた「京
う形で御説明させて頂き、今後の課題
都議定書」方式を変更し「自主的に決
として、１番目は、国道のみにかかわ
める」という方式に後退してしまいま
らず、県道、市町村道、街路樹の現況
した。
の調査・分析を行いどうしたらいいの
地球温暖化防止対策は地球環境を守
か検討する必要があること。2 番目と
るために、欠くべからざる施策であ
して、街路樹というのは 1 回植えた
り、次世代に緑の景観、環境を残すた
ら永遠のものではなく 30 年が限度と
め、今こそ行動を起こすべきだと考え
いう話もあります。種々の問題で、著
ます。日造協が目指す「緑の景観・環
しく樹形が損壊している街路樹につい
境」の創造は、地球温暖化防止を願う
ては更新をしていかないと景観が保て
全世界の人々の願いを具現化する施策
ないこと。3 番目は、地域の気候、歴
であり、造園業界が一致団結して推進
史や文化を表現できる樹木を導入でき
しなければなりません。
ないだろうかということ。例えば、県
地球上の全ての生き物は、植物に
境などにおいて南北の移動感――何か
よって生かされています。
宮崎県に入ったなと感じられる樹種へ
造園技術は、植物の植生や生態系に
の更新。4 番目は、モデル路線の整備
関わる繊細かつ高度な専門技術、更に
の試行を検討する機会をお与えいただ
は気候、土質、水質等の環境を意識し
き、私どもで自主的に調査・分析を行
た「緑の技術」であり、地域の景観、 い、道路管理者に提案させて頂くこと。
環境づくりの一端を担うとともに、地
以上の４項目について今後の課題と
球温暖化防止対策や都市環境の改善に
して九州地方整備局に提案をしていま
貢献できる技術であります。
す。
日造協は、「緑の景観・環境」創造
現在報告書の作成作業を行っており
事業を目指し人と自然が共生する安
ますので出来あがり次第、関係者の皆
心・安全な国土と都市づくり、健康で
様に報告をしたいと考えています。
豊かな心を育む、緑の景観・環境づく
今後とも、日造協の活動方針である
りに努めています。緑は、人の心に「安 「緑の景観・環境」の創造事業を進め、
らぎ・やさしさ・豊かさ」を醸成する
地球温暖化対策の一翼を担って参りま
と共に地球温暖化対策や都市環境づく
しょう！
りに貢献しています。

造園 CPD 会員申込受付中
造園 CPD の今年度の継続確認・新規
入会受付が始まりました。
〆切は 5 月 31 日ですので、お早め
に手続きを行って下さい。

植栽基盤診断士補研修会
今年度の開催日程が決定
植栽基盤診断士補研修会の今年度開催
日程をホームページに掲載しました。
“ いきいきとしたみどりは、理想の土
壌 か ら！ ” で す。 こ の 機 会 に ぜ ひ、 受
講 し て 下 さ い。http://www.jalc.or.jp/
syokusai/syokusai03.html#page02

造園 CPD 制度については、下記ホー
ムページをご覧ください。
http://www.jalc.or.jp/cpd/index.html

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。

法定福利費の内訳を明示した標準見積書の活用により、法定福利費の確保を図りましょう！
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平成 26 年度 国交省
公園緑地等関係事業予算

事業費 318 億円に

国土交通省の平成 26 年度公園緑地・ つながる戦略的な維持管理・更新を推進
景観・歴史環境等関係予算概要は、事業
することが求められていることから、
「公
費 318 億 6,300 万円（国費 277 億 9,700
園施設長寿命化対策支援事業の創設」
「都
万円）で、対前年度倍率 0.98（国費 1.02） 市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
となった。
の延長」「公園施設長寿命化計画策定調
予算は、①持続可能な街づくりへの対
査の延長」」に対して支援を行う。
応、②安全・安心な年の形成への対応、
③都市再生に向けた景観改善・緑化推
③歴史と文化等に根差した美しい地域づ
進を通じた魅力・居住環境の向上では、
くりへの対応、④参画社会への対応など
人口減少・高齢化社会の進展に対応した
の政策課題に対応するため、景観緑三法
都市再生（まちの活力の維持・増進）に
の的確な推進、都市公園事業や緑地保全
向け、都市機能（医療・福祉・子育て支援・
事業等の一体的実施、民間事業者が行う
商業等）の計画的な配置の促進等とあわ
緑化等との協働等により、総合的・効率
せ、居住や都市機能を誘導すべきエリア
的・効果的に緑とオープンスペースの確
において、良好な景観の形成や緑化推進
保と良好な景観の形成を図るとともに、 を通じたまちの魅力・居住環境の向上に
歴史・文化資産を保全活用したまちづく
資する「集約促進景観・歴史的風致形成
りの支援による地域の活性化を図り、良
推進事業の創設」「ストック再生緑化事
好な景観と緑豊かな都市環境の形成を推
業の創設」「市民緑地等整備事業の拡充」
進することを基本方針としている。
「中心市街地活性化広場公園整備事業の
予算のポイントとして３項を提示。①
拡充」に対して支援を行う。
みどりによる都市の強靭化の推進では、
このうち、「みどりの防災・減災対策
国土強靭化（ナショナル・レジリエンス） 推進事業の創設」は、事業費 1 億 1,400
の取組みや地震等の大規模災害への対応
万円で三大都市圏の既成市街地等を対象
が求められることから、密集市街地にお
に地方公共団体が行う緑地の整備に当該
ける延焼防止の促進や避難路の安全確保
事業に要する費用の 1/2 を補助する。
のための空き地の緑化など、「みどりの
「集約促進景観・歴史的風致形成推進
防災・減災対策推進事業の創設」「帰宅
事業の創設」は、事業費 9 億 8,000 万
支援スポットの整備推進」「防災公園整
円で、居住・都市機能誘導区域で景観計
備の一層の推進」「防災公園計画設計ガ
画区域又は歴史的風致維持向上計画にお
イドライン検討調査」などに対して支援・ ける重点区域を対象に、景観・歴史資源
検討を行う。
となる建造物の整備等に 1/3 を補助（建
②都市公園における戦略的な維持管
造物修理等の直接補助は 1/2）する。
理・更新の推進では、公園施設の急速な
そのほか、国営公園における防災拠点
老朽化の進行に対応し、公園施設の長寿
機能等の強化及び老朽化対策は、事業費
命化対策を進めるとともに、バリアフ
16 億 5,400 万円で、大規模災害発生時
リー化等による機能の高度化等を考慮し
の救援・復旧拠点等の能力を強化し、安
つつ、トータルコストの縮減・平準化に
全な地域づくりの実現を図る。

【技術広告】

ＥＸ造園ＣＡＤ「eE-CAD10.5 プラス」

学会の目・眼・芽 第 56 回

造園業に関わる人材の育成

（公社）日本造園学会幹事・兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科准教授
大藪崇司

団塊の世代の引退が迫っている、一
部では既に始まっているといってもよ
いであろう。総務省によれば、生産年
齢人口が8,000万人を下回り、年々そ
の傾向は強まるとされる。熟練した技
術をもつ職人の数が減ってくる時代と
なっている。造園業は、身体が資本で
あり、動ける限り現役で活躍できるが、
65歳を超えての活躍はだんだんと厳
しなることは間違いなく、喫緊の課題
である。また、日本経済はバブル崩壊
以降、20年以上に渡る低迷を経験し、
この間、造り仕事が減少した現場で指
揮、指導できる監督者が育成できずに
いる現状がある。このような状況は、
造園業界よりも学校や学会において一
足早く少子化の影響があらわれてきて
いる。
そのような状況下で、これからの造
園業を支える優秀な人材を1人でも多
く輩出することは、我われ学校に籍を
置く者に課せられた役割であるといえ
る。前年度末、兵庫県立大学大学院緑
環境景観マネジメント研究科は環境・
造園系専門職大学院として、全国で初
めて日本造園学会の行う認証評価を受
審し、「適合している」との評価を受
けた。認証評価とは、教育機関が実施
しているカリキュラムが設置の理念や
目的を達成するために機能しているか
自己評価し、それを第三者が評価する
一連の作業のことを指す。その中で、
土木等の教育内容の強化が指摘された。

本研究科では、緑環境を管理できる技
術者を育成することを目標とし、管理
に関するさまざまな知識と技術を教授
する体制を採っているが、市場ニーズ
が低迷した造り仕事に対する教育体制
の手薄さが指摘された形となった。こ
れまで一部の演習では造園技能検定の
2級、3級の受検を通して基礎的な造
園技術の向上を図ってきた。しかし造
園の工事では、造園技術は当然のこと
ながら、土木技術、建築技術、電設技
術など幅広い技術が求められ、総合的
に判断を行なっていかなければならな
い。そのような経験を持つ人材の育成
のため、反復してインターンに派遣し
たり、一連の工事を自ら企画する演習
をこなしたりしていかなければならな
い。また、計画したものが図面となり、
施工により具現化するという一連の体
験することで、楽しみを知りそのよう
な仕事に就きたいと思う学生を輩出し
ていけるよう取り組んで行きたい。

ワンタッチ・アートへ開発力を投下するオーセブン

埼玉県さいたま市、七海崇社長）は、最
でお客様を感動させる CAD 機能を強化
新 CAD バージョン「eE-CAD10.5 ／イー
出来るようになっています。
これらの機能は、同時期に発売を開始
植栽工事を「商品」にする「緑の計画書」 キャド 10.5」のユーザーダウンロード
サービスを 3 月 1 日より開始しました。 した「eE-CAD プラス」仕様の手書き効
サービス内容は、道路まわりを美し
果がでるワンタッチ・アート「SP パレッ
く仕上げる「道路デザイナー」機能や
ト」とも連携。アート化は、ここ数年の
CAD パースの陰影を美しく仕上げる「SP 「オーセブン・デザイン・コンテスト」
ファインダー」機能、そしてソフトを
に寄せられたデザイナーニーズに応えた
立ち上げると既に自動回転している VR
仕様になっています。
ショーウインドウ機能などで、簡単操作
■ＥＸ造園ＣＡＤ販売価格（税別定価）
「選んで・置く」だけ「簡単・きれい・覚えやすい」「eE-CAD10.5」900,000 円、「eE-

エクステリア・外構・造園設計 CAD
の開発販売を行うオーセブン㈱（本社：

「土や石」 自然界の曲線が
随所に現れる「造園のデザイン」

CAD10.5 プラス」980,000 円。※「既ユー
ザーバージョンアップ仕様」の設定もあ
り。
■この商品に関するお問合せ先
オーセブン㈱ 商品開発部
電話：048-840-1577
FAX：048-840-1579
e-mail：media@o-seven.co.jp
■資料のご請求先
オーセブン㈱ 営業推進部
〒 338-0004
埼玉県さいたま市中央区本町西 6-4-14
e-mail：inet@o-seven.co.jp
WEB：http://www.o-seven.co.jp/
■オーセブン㈱ 会社概要
埼玉本社 〒 338-0004 埼玉県さいた
ま市中央区本町西 6 丁目 4 番 14
大阪支店 〒 532-0003 大阪府大阪市淀
川区宮原 4-1-45 新大阪八千代ビル 3F
資本金 1600 万円 創業年月 1995 年 2 月
従業員数 43 名（2014 年 5 月現在）
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平成 24・25 年度

地域リーダーズ
活動報告

地域リーダーズ
総リーダー 森川 昌紀

平成 24 年度から日造協事業委員会の地域リーダーズの総リーダーに就任しさまざ
まな活動を行ってきました。そこで、これまで 2 年間の活動報告をさせて頂きます。

【平成 24 年度】
８月…宮城県仙台市で勉強会
平 成 24 年 8 月 21 ～ 22 日 に 宮 城 県
仙台市で勉強会を開催し、各総支部から
の参加者をはじめ、地元宮城県の会員ら
約 20 名が参加しました。1 日目は、地
域リーダーズ会合の後、仙台市建設局
百年の杜推進部公園課 佐々木亮課長に、
仙台市の都市計画の概要として「仙台市
の街路樹について」と復興計画「東日本
大震災と仙台市の公園緑地」について講
演していただきました。仙台市の街路樹
は、戦後の復興計画で道路面積が 2.6 倍
になり、線から面に発展させることを基
本方針に本格化し「杜の都」に相応しく
風格があり、修景美を備えたケヤキ、イ
チョウ、トウカエデなどが選ばれ、その
中から、各街路に相応しい樹種を選んで
植栽してきたと紹介していただきまし
た。今後、大きくなり過ぎた樹木のコン
パクト化、若木や周辺環境に適した樹種
への更新など、歩道幅員に見合った管理
を進め、住民の要望を踏まえながらも統
一美を発揮することが並木として重要
と、意見の調整、樹高と下枝高の統一を
図った維持管理を行っていくそうです。
東日本大震災の仙台市震災復興計画
は、 計 画 期 間 を 平 成 23 年 度 か ら 平 成
27 年度とし、「美しい海辺を復元する」
海辺の交流再生プロジェクトを計画し、
海岸防災林を整備し、貴重な自然環境で
ある干潟の再生、市民が自然と触れ合え
る交流ゾーンなど、東部海岸の再生を進
め、海岸公園復興基本構想策定をはじめ、
都市公園の防災対策強化、防災集団移転
先の公園整備（居久根の再生）、ブロッ
ク塀から生垣等への転換、緑化による被
災者支援などが進められる計画を説明し
ていただきました。
勉強会の後は、交流会を開催し地元の
若手造園関係者とのネットワーク作りと
親睦を深めました。
２日目は、仙台市近郊の被災地を地元
仙台の地域リーダーの古積造園土木㈱の
古積 昇社長に案内していただきました。
被災地の現状と復興計画について、仙
台市→女川町→石巻市→東松島市→松島
町→塩釜市→名取市と視察し（写真）、

仙台平野は田園地帯、そのほとんどが津
波被害にて海水や油につかり使用不可と
なっています。女川町は 14.8 ｍの津波
に襲われ 915 名の死者・行方不明者、石
巻 市 3,735 名、 東 松 島 市 1,105 名・ 松
島町の 2 名、松島は大小あわせて 200
以上の島があるため津波被害が少なかっ
たそうです。塩釜市 32 名・名取市 966
名・仙台市 829 名の死者・行方不明者、
今回まわった市町村だけでも 7,000 名
以上の死者・行方不明者、宮城県全体で
11,232 名の死者・行方不明者、東日本
大震災全体で 19,009 名の死者・行方不
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は、サービスセンターの松井修一セン
ター長より庭園全体の説明から江戸文化
体験エリアで当時の街づくりを学び、宮
内庁より１週間限定で貸し出された貴重
な 550 年の松の盆栽を運良く拝見でき、
普段非公開の松の茶屋も見学し、貴重な

した。

体験が出来ました。

ました。前半に各地域の活動発表とし
て、北海道総支部から㈱コクサクの秋山
健専務取締役が「パークゴルフ事業の新
しい取り組み事例」を、関東 ･ 甲信総支
部から㈱新松戸造園の松戸克浩専務取締
役 が「基 盤 整 備 作 業 機（FTM） を 用 い
た造園式芝生除染 ･ 更新工法」を、近畿
総支部から㈱髙石造園土木の髙石正弘
専務取締役が「京都府支部における街
路樹剪定士等資格制度の活用について」、
九州総支部から㈱葉隠緑化建設 久保和
則常務取締役が「造園業の近年の取り組
み事例及び今後の展望について」をテー
マに各地域での活動状況を発表していた
だきました。後半に行政による講演とし
て地元の北九州市役所から建設局公園緑
地部緑政課の茂田淳係長が「北九州市の
公園緑地行政の取り組み〜パノラマの緑
とまちの緑がいきづく環境首都をめざし
て」をテーマに北九州市における公園整
備事業の実例等を紹介していただきまし
た。
今後の課題として、効率的な整備や管
理の推進、質の高い整備と維持管理の実
施（植栽基盤診断士、街路樹剪定士の活
用）を挙げ、「整備費や維持管理費のコ
スト削減が結び付けば、資格保有者の活
用、活躍の場が広がる可能性がある」な
どとわかりやすく説明していただきまし
た。続いて、地元の㈱九州造園の藤田良
司社長が北九州市における植栽基盤診断
士と街路樹剪定士の資格の活用につい
て、雨水を使った高架下での緑化事業な
どの成功事例などを紹介していただきま
した。参加者は積極的に質問しながら熱
心に聴講しました。勉強会のあとは恒例
の交流会を開催し地元の若手造園関係者
とのネットワーク作りと親睦を深めまし
た。
２日目は、元北九州市役所の方をはじ
め、内山緑地建設㈱の大神光明氏と㈱九
州造園の藤田良司社長により北九州市内
で実施されている雨水を利用した緑化地
を案内していただき、雨水を敷地内の植
物や土壌を介して出来る限り浄化し、地
中滞留と浸透を増加させることにより自
然の水循環に寄与し、結果的に環境への
負荷を低減させる技術を視察しました。
河川の負担を減らしゲリラ豪雨やヒート
アイランドなどの対策をされている北九
州市は、まさに官民一体となって力を合
わせ活動している理想的な取り組みでは
ないかと感じました（集合写真）。

3 月…振興会の座談会に参加

平成 25 年 3 月 4 日には、日本の造園・
明者ですのでいかに宮城県の被害が大き
環境緑化の各分野を代表する６団体で構
いかわかります。被災された方々は仮設
成する「造園・環境緑化産業振興会」に
住宅に入居されており、家賃は無料です
よる座談会「造園・環境緑化の将来の展
が光熱費等は自己負担とのことです。
望」に、日造協の代表として地域リーダー
この夏は大変な猛暑で熱中症になる方
ズの総リーダーの私が参加し、20 年後
も多くまた、冬は暖を取ると結露がひど
の造園業界を背負って立つ若手世代の
く天井から水がしたたり落ちてくる。や
方々と学界の方々とこれからの若い人材
むなくアパート等に住まれる方々には家
確保・育成をどうすればよいかを共に考
賃補助として３～４万円の補助があるそ
えディスカッションしました。
うです。
ボランティアの現状は、がれきの片づ 【平成 25 年度】
けは少なくなっている。なぜなら、ボラ
次代担う若手にアンケートを実施
ンティアを派遣する段取りがつかないた
め断っている状態だそうです。
平成 25 年 4 月には、全国の造園施工
むしろ仮設住宅に入居されている方々
業界の実情を把握し次世代の事業経営に
へのボランティア活動が求められてい
活かすため、次代を担う若手の皆様を対
る。被災された方は、仮設住宅から出た
象にアンケートを実施しました。
がらない。不便な所にあるため車もない
内容
方々は出られない。現地を案内していた
①造園業界について（造園とは、業界
だいた方は、餅つきや流しソーメンなど
に対しての期待、市民の造園に対する認
でボランティアをされているそうです。 識度）
3,500 億円以上の義援金が集まりました
②日造協とその活動について（日造協
が、義援金はまったく配布されていない
に求める事は、日造協にギャップを感じ
とのこと。どうなっているのでしょうか？
ているか）
復興計画は、津波に強い街づくりを計
③所属する日造協支部とその活動につ
画。海岸沿いに、がれきを利用し盛り土
いて（日造協支部に同上）
し植栽し二重の盛り土する計画で、街の
④地域について（条例や制度、新たな
被害を食い止める計画。失われた街の盛
取り組み等、日造協の資格を有効利用し
り土は広大すぎてまだまだ見当もつかな
ているか）
い様子です。
⑤勤務先について（経営改善、新たな
被災地の傷は根深いものがあり、とて
取り組み、事業承継（株資産人材技術）等）
も被災されている方々はまだまだ癒され
⑥設問以外に困っていること、思うこ
ません。一日も早い復興をと思いますが、 と、要望等を実施しました。
なかなかそうは行かないと感じました。
34 件の回答をいただき、若手の皆様
引き続き、ご支援を行わなくてはならな
が考えていることを多少であるが把握す
いと感じた次第です。
ることができた。これらの結果について
地域リーダーズの会合で確認し、今後の
10 月…東京で勉強会
活動方針を決める際の参考にさせていた
平成 24 年 10 月 12 ～ 13 日には、東
だいております。
京にて勉強会を開催し、全国より若手・
6 月…低影響開発など学ぶ
中堅経営者、幹部候補者等 計 38 名が集
まりました。初日は、地域リーダーズの
平成 25 年度の第 1 回目の勉強会とし
会合の後、技術情報共有発表会（現 造
て、6 月 24 ～ 25 日に東京にて実施し
園技術フォーラム）に参加し全国各地で
ました。
行われている造園技術について学び、交
１日目は日造協通常総会の懇親会に参
流会では発表者と共に親睦を図り時の経
加し産官学のメンバーと交流を図りまし
つのを忘れるほど盛り上がりました。翌
た。その後、地域リーダーズの交流会を
日は、全国都市緑化フェア TOKYO の 3
開催し全国の若手の方々とのネットワー
会場を視察した。早朝より上野恩賜公園
ク作りと親睦を深めました。
にて、東京都公園協会公園事業部の大内
２日目は地域リーダーズ会合（写真）
弘部長に案内していただき、東北復興へ
の想いや祈りをコンセプトとした東北
「農」の庭や国立博物館を借景とした造
園技法や既存林を改修し集客する方法を
学びました。日比谷公園では、同協会都
市緑化推進室の金田哲男調査役に最先端
の緑化技術やなかなか聞くことのできな
いガーデンコンテストでの施工者の苦労
の後、講演会の第 1 部として「造園業
話やエピソードなど丁寧に説明していた
界の今」として日造協高梨雅明常任顧問
だき出展者の想いと力の入れ方が良くわ
により講演をしていただきました。第 2
かりました。浜離宮恩賜庭園（写真）で
部は「L.I.D．について」L.I.D．の第一人
者であられる日本ゼリススケープデザイ
ン研究協会の小出兼久理事に講演してい
ただきました。L.I.D．とは Low Impact
Development の 頭 文 字 で 低 影 響 開 発 の
ことである。新たなビジネスモデルの展
望として、水と植物を通してヒートアイ
ランド現象や地球温暖化の緩和に役立つ
手法について詳しく解説していただきま

2 月…90 人参加し全国の情報を交換
平成 26 年 2 月 7 ～ 8 日、福岡県北
九州市の北九州国際会議場で勉強会を
開催し、全国各地から約 90 人が参加し

地域リーダーズでは、この 2 年間様々
な勉強会と交流会を開催させていただき
全国各地の素晴らしい知り合いが広がり
造園力に意識が高まりました。
これからも、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、新たな
ビジネスの創出に繋げたいと考えており
ます。そして今後益々、全国各地の皆様
との交流を深めて行きたいと思います。
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滋賀県

滋賀の「石」巡り
瓦屋寺・安土城跡・日吉大社

滋賀のお勧めスポットとし
て、
「石」繋がりで次の①～③
を紹介します。
①瓦屋寺（東近江市建部瓦屋寺
町）
箕作山の山腹にあるお寺で、
聖徳太子創建の、四天王寺の瓦
をこの地で焼いたのが寺の起こ
りといわれています。
道から本堂までの長い参道の
両側にはひな壇状に石垣で土留
めされた平坦地があり、多くの
坊舎があった事が伺えます。
坂道が無理な人は、本堂近く
まで車で行けるので安心してく
ださい。
また モミジが植えられ、知
る人ぞ知る紅葉の美しいお寺で
す。
②安土城跡
（近江八幡市安土町）
信長は、近江盆地のド真ん中

䐠䚷䚷Ᏻᅵᇛ㊧

䐟䚷䚷⎰ᒇᑎ

䐡䚷䚷᪥ྜྷ♫

瓦屋寺

㊤磐座㊦参道横の石垣

に、最初の天主がある “ みせる
城 ” を築きました。
高い石垣が積まれ、5 層 7 階
の天主が建っていたのですか
ら、
まさしく「聳え立つ」といっ
た印象だと思います。
山岳寺院の建立など、長年の
石垣技術の発達があって、この
ような大きな岩の運搬や高い石
垣の築造が可能になったのだと
思います。
山 本 兼 一（1956 ～ 2014）
の『火天の城』には、巨石を山
上へ運搬する様子が、生々しく

安土城跡㊤石垣㊦天主跡礎石

書かれています。
安土山は、当時、三方を湖に
囲まれた岬で、 街道にも、湖
上にも目が届く重要な位置に
あった事が分ります。
③日吉大社（大津市坂本）
比叡山の麓にある大社で、天
台宗の守り神として信仰されて
きました。
山王鳥居は合掌鳥居とも呼ば
れ、神仏習合の名残。
モミジがたくさんあり紅葉の
頃も美しい境内です。
この境内を流れる大宮川に

平 成 2 6 年 度 全 国安全週間
6/1 ～ 6/30 準備期間

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。
全国安全週間は、昭和 3 年に初めて
実施されて以来、「人命尊重」という崇
高な基本理念の下、「産業界での自主的
な労働災害防止活動を推進し、広く一般
の安全意識の高揚と安全活動の定着を図
ること」を目的に、一度も中断すること
なく続けられ、今年で 87 回目を迎える。

舞

【5 月】
12 ㈪・褒章伝達式
・総務委員会（広報活動部会）
14 ㈬・大阪支部通常総会・懇親会
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）
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

島倉

【4 月】
1 ㈫・春の都市緑化推進運動～ 6/30
・国際園芸家協会スプリングミーティング～ 4/3
3 ㈭・運営会議
10 ㈭・総務委員会（広報活動部会）
・技術委員会（調査・開発部会）
11 ㈮・アクションプログラム推進等特別委員会
・国際委員会
12 ㈯・「桜を見る会」
14 ㈪・全国都市緑化祭記念祝賀会
15 ㈬・全国都市緑化祭
・みどりの月間～ 5/14
16 ㈬・技術委員会（技術情報・研修部会）
21 ㈪・登録基幹技能者制度推進協議会総会等

23 ㈬・造園技術フォーラム、交流会
・青島国際園芸博覧会、審査会、開会式
24 ㈭・総支部長・支部長合同会議、花と緑のつどい
25 ㈮・総支部長・支部長合同会議都市緑化フェア視察

㈱石勝エクステリ ア

事務局の動き

この間、労働災害を防止するため、事
業場では、労使が協調して、労働災害防
止対策が展開されてきた。この努力によ
り、労働災害は長期的には減少している。
しかし、死亡災害は平成 21 年から大幅
な増減を繰り返している。一方、休業 4
日以上の死傷者数は平成 22 年からの 3
年連続の増加にようやく歯止めがかかる
見込みとなったものの、小幅な減少にと
どまり、依然として厳しい状況にある。
こうした状況を踏まえ、平成 26 年度の
全国安全週間のスローガンについては、
安全に関する経験やノウハウを産業の違
いや世代を超えてつないでいくことの大
切さを確認しつつ、それぞれの事業場に
おいて安全意識を高め、安全に対する慣
れや過信を捨てて労働災害の防止に取り
組むとともに、第三次産業を中心として
事業者と労働者が一体となって取り組む
日々の安全活動を推進し、労働災害の撲
滅を目指す観点から、「みんなでつなぎ
高まる意識 達成しようゼロ災害」と
し、この全国安全週間を契機として、そ
れぞれの職場で、労働災害防止の重要性
を認識し、安全活動の着実な実行を図る
こととしている。
なお、日造協では協会名入りポスター
を作成し、労働災害防止の周知を行いま
す。どうぞご活用ください。

近江ちゃんぽん

は、
「大宮橋・走井橋・二宮橋」
の石の橋があり、それぞれ石の
組み方が異なり、石工の「匠」
を感じます。
紹介した中で、瓦屋寺・日吉
大社は、兵火や信長の焼打ちに
遭いましたが、信仰の対象・民
衆の拠り所として復興しており
ます。
が、安土城天主は、本能寺の
変後焼け落ち、今は石垣と礎石

だけとなっています。
近年、徐々に発掘調査され、
石垣や追手道・屋敷跡の礎石な
ど一部が復元されています。さ
らに調査・復元が進むのが楽し
みです。
造園建設業に携わり、石を扱
う方が多いと思います。研修や
慰安旅行に来てみて下さい。
最 後 に 昭 和 38 年 彦 根 生 ま
れの「近江ちゃんぽん」
（和風
スープにたっぷり野菜のちゃ
んぽん）は、5 種類の魚節と昆
布のだしと醤油だれを合わせ
た、あっさりスープで、中太ス
トレート麺に野菜と豚肉の具が
たっぷり、あっさりで、飽きの
来ない味です。私は、半分くら
い食べて、残りにお酢をレンゲ
に半分加えます。
近江は “ 街道の国 ” 旅人を迎
え、もてなし、送り出してきた
土地です。何度でもお越しくだ
さい。
㈱宝山園 平塚英史

私は設計部に所属しており、外
構植栽の基本設計から実施設計を
行っています。集合住宅
（マンショ
ン）をメインに、
建売住宅、
個人邸、
農園などを今まで担当してきまし
た。
案件により規模や打ち合わせを
する相手がそれぞれ異なるので、
戸惑うこともありました。しかし、
基本的にお客様の思いを汲み取っ
てよい計画をし、それを形にする
ためにより良い方法を検討し提案
をしていくことは変わらないの
で、私はできるだけ早い段階の打
ち合わ
せから
設計担
当とし
てお客
様と直
接お会
いして
イメー
ジを共

設計としてできること、
考えていること

7/1 ～ 7/7 実施

日吉大社㊤走井橋㊥二宮橋㊦大宮橋

有できるようにしていました。
◆
私は設計の経歴は長くありませ
んが、近年特にお客様の植栽に関
する考え方も、必要最低限の緑地
を確保するための植栽ではなく、
魅力や付加価値になること、また
その地域の環境に調和することを
大切にしていることがとても多い
と感じています。
特に都市部のマンションでは、
限られた敷地に利用動線を確保
しつつの植栽となるので、見せ場
を確保することにすら苦労します
が、見せ場にはどれだけ効果的に
植物の彩りであったり、自然らし
さを感じられる要素を盛り込める
かを考えて設計をしています。地
上の植栽地はもちろん、壁面緑化
や屋上緑化などの建築と一体と
なった緑化も含めた提案をし、よ
りよい計画となるように試行錯誤
しています。

日造協 団体保険制度のご案内
日造協団体保険制度は、昭和 57 年に
設けられ、団体のスケールメリットを活
かし、一般契約の約 8 割から 9 割となっ
ており、割安な保険料で加入でき、広く
会員に利用されています。
団体保険のメニューは、①政府労災上
乗せ補償制度（労災総合保険）、②第三

者賠償責任補償制度（賠償責任保険）、
③工事対象物補償制度（土木工事保険）
の 3 種で、労災総合保険は、経営事項
審査にて 15 ポイントが加算されます。
申込締切は、継続加入が 6 月 25 日、
新規加入が 7 月 13 日となっていますの
で、この機会にご活用ください。

・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
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
28 ㈬・総支部長等会議
・第１回通常理事会
29 ㈭・社会保険等未加入対策実務講習会
（福島県支部）
・四国総支部総会・懇親会
30 ㈮・技術委員会（調査・開発部会）

委員会等の活動

編集後記

●総務委員会（財政・運営部会）
総支部長・支部長合同会議・造園技術フォーラムの
開催等を審議した。
（4/3）
●アクションプログラム推進等特別委員会
造園学会との連携・協力や造園業界の展望について
審議した。
（4/11）
●国際委員会
平成 25 年度の事業報告と 26 年度の事業計画につ
いて審議した。（4/11）
●総務委員会（広報活動部会）
日造協ニュース 4 月号～ 6 月号の内容等について審
議した。（4/10）

紙面のリニューアルをして 1 年が経ち、編集後記の当番も 3 回目となりました。紙面版と電子版

が隔月になっておりますので、電子版へのアクセスもよろしくお願いいたします。

