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技 術 特 集
壁 面 緑 化 の 新 技 術

　技術特集は、CLA関東支部の会員企業が取り組んでいるランドスケープに関
する技術を紹介するコーナーです。今回は「新技術発表会」（下記、報告参照）
で取り上げた技術の中から、ヒートアイランド対策などで急速にニーズが高まっ
ている壁面緑化の新しい工法を紹介します。

❖景観と管理を重視した壁面緑化工法：東邦レオ㈱ 梶川 昭則
　壁面緑化が普及するにつれ、「壁面緑化を導入したいがコストがかかり管理が
大変、ワンパターンな緑化では提案しにくい」という声が多く聞かれます。そこ
で植物の養生を軽減し、低コストで、デザインの自由度が高い植生ポットの工法
を開発しました。すぐに緑量が確保できて早期緑化が可能であり、ポットの移動
と取り替えが簡単なので、管理しやすい工法です。（「グリーンファサード・ピク
セル」）詳しくはホームページをご覧ください。http:/www.toho-leo.co.jp

［左］植物を植えた 15cm
四方の植生ポットを格子状
の金網に取り付ける工法
［右］在来種の植物により
四季の彩りがある壁面緑化
（近畿大学立体駐車場）
・植物はリュウノヒゲ、ヤ
ブラン、ナンテン、ヤマア
ジサイなど
・自動潅水装置を設置

「みどりの手帖」発刊によせて　　支部長　枝吉　茂種
　昨年の 5月に CLA関東支部は新役員で船出し、8ヶ月余りが過ぎました。この度、就
任時の目標としておりました、CLA関東支部の広報情報誌を発行することができました。
ランドスケープに関するさまざまな事柄やヒントがつまった、いつも手もとに置きたいも
のにしたい、という願いから「みどりの手帖」と名付けました。
 「みどりの手帖」は多くの方々に CLA関東の活動を知ってもらい、会員活用の場を広げ
る目的で創ったものです。会員のみなさまにご意見をいただきながら、今後更に内容を充
実し「みどりの手帖」を育てていきたいと思っております。
　こんな素敵な広報誌を創ってくれた広報委員の方々に感謝します。

「新技術発表会」報告　　CLA関東支部技術委員会
　関東支部では、一造会（全国一級造園施工管理技士の会）とNPO屋上開発研究会との共
催で、屋上緑化・壁面緑化等の「新技術発表会」を行いました。150名もの参加者があり盛
況な会となりました。
日　時：平成 20年 10月 9日（木）14：00─ 20：00　会場：清澄庭園「大正記念館」
発表内容 5 ×緑（ゴバイミドリ）、在来植物の活用など　：　㈱アネックス
 アクアソイル工法、草屋根工法、森の駐車場　：　㈱イケガミ
 屋上緑化における耐風及び排水対策　　　　　：　田島緑化㈱
 最新の屋上緑化・壁面緑化工法と事例　　　　：　東邦レオ㈱
 屋上緑化・壁面緑化システム、地下支柱　　　：　日本地工㈱

お知らせ　　CLA関東支部技術委員会
　ランドスケープの技術研修のためのビジョンセミナーを 6回シリーズで行います。現
場に密着したテーマを取り上げて、若い世代を中心とした技術向上や交流の場となるセミ
ナーを目指しています。各回の日時などについては、関東支部ホームページでご案内いた
します。
〈ビジョンセミナー〉
第 1回（平成 21年 1月 22日） ：「ユニバーサルデザイン」
第 2回（平成 21年 4月中旬） ：「CLA賞受賞現地研修」
第 3回（平成 21年 7月中旬） ：「造園業界若手懇談会」
第 4回（平成 21年 10月中旬） ：「施工中現地見学会」
第 5回（平成 22年 1月中旬） ：「製作工場現地見学会」
第 6回（平成 22年 4月中旬） ：「総括セミナー」　　　　　　　
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　みなさんはナンジャモンジャの木をご
存じでしょうか。ナンジャモンジャとはそ
の地方で珍しい種類の木や巨木のことで
す。昨年、銀座のみゆき通りの街路樹がナ
ンジャモンジャの木に変わったと聞き、何
の木を植えたのか気になっていたのです
が、最近ヒトツバタゴだとわかりました。
ヒトツバタゴは５月頃
に枝の先にたくさんの
白い花をつけます。そ
の様子がまるで雪が積
もったように見えるた
め「雪の花」という意
味の学名が付いていま
す。ところで、ヒトツ
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バタゴは国内の自生地が限られていること
から環境省の絶滅危惧植物に選定されてい
ます。生育環境の減少などの理由で絶滅が
心配されている植物です。公園などのヒト
ツバタゴは栽培品ですが、遠く離れた地方
の珍しい植物が街路樹などに利用され身近
でみられることは、よく考えると不思議な

ことではないでしょう
か。そんな事を思いな
がら、春には雪のよう
な花の並木を見に行く
つもりです。

「雪の花」ナンジャモンジャの木

参考文献：松村明「大辞林」（1988）／上原敬二「樹木大図説（Ⅱ）」（1961）／
環境省「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物─レッドデータブック─ 8 植
物Ⅰ」（2000）　写真：（有）植生技術

いきものコラム

このコーナーでは、営業や打
合せの時に立ち寄れる、駅や
役所近くにあるオススメのお
店を紹介します。

M＆C Cafe　川崎店　
伝統のハヤシライス
　JR川崎駅西口に直結したラゾーナ川崎
プラザの 1階にある、丸善に併設されたお
店です。丸善の創業者「早矢仕有的」が考
案されたとされる “伝統のハヤシライス”
が楽しめます。奥深い濃厚な味のソースは、
フルーツチャツネ、バルサミコ、タマネギ、
水あめ、野菜などを煮つめて作ります。定
番のハヤシライスのほかにも、彩り野菜や、
ハンバーグやチキンを添えたメニューが日
替わりで登場。ケーキやワッフル等のデ
ザートも豊富。お店の中は静かな雰囲気で、
ゆっくりくつろげます。

住所●川崎市幸区堀川町 72-1
　　　ラゾーナ川崎プラザ 1F
電話● 044-520-0215
営業時間● 10：00～ 22：00（21：30LO）
ランチタイム● 11：00～ 14：30　
休み●無休（2/17は休）
交通● JR川崎駅西口直結、京急川崎駅徒歩 7分　

「みどりの手帖」をお読みいただき、ありがとうございます。創刊号はい
かがでしたか？　多くの方々のご協力により創刊することができました。

「みどりの手帖」は年 3回発行する予定です。次号もご期待下さい。ご意見・ご感想や掲載したい
情報がありましたら、下記までご連絡下さい。（C・I）

みどりの手帖　創刊号　Vol.1　2009年 2月
発行者 ㈳ランドスケープコンサルタンツ協会関東支部長　枝吉 茂種
 〒 102-0082　東京都千代田区一番町 9番 7　一番町村上ビル 2階
 TEL：03-3237-7371   http://www.cla-kantou.jp/　　mail： info2@cla.or.jp

企画・編集 CLA関東支部広報委員会　麻生 薫、阿部 知久、石井 ちはる、泉地 善雄、杉原 豪
             高橋 彩、松尾 教徳
※転載・転用を禁じます。表紙写真：ヤマネとサラサドウダンツツジ（湊秋作）、タイトル写真（C・I）

早矢仕オムライ
スのランチセット
1200円
ハヤシソースの奥
深い濃厚な甘さと、
とろとろたまご、
白いご飯が相性抜
群の人気メニュー。

気になるお店

編集後記

みどりの手帖
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ランドスケープのしごと：
CSRとランドスケープ

●CSRの取り組み
　フジテレビでは様々な環境活動や芸術文化活動を
行っています。それらの活動は、CSRのために行う
ことが目的ではなく、CSRという切り口でどのよう
に伝えられるかが重要だととらえています。きちん
と活動しないと CSRとして対外的に発信できないか
らで、その両者の相乗効果が企業をアピールするこ

とになります。どのような社会的貢献活動を行っているかは、どういう企業かを外向け
にアピールする点で企業の生き残りにかかってきます。
　環境に関連する取り組みでは、フジサンケイグループは環境活動で社会の模範となる
功績をあげた企業や自治体、市民グループなどを表彰する「地球環境大賞」を主催して
いますが、様々な企業等をピーアールすることにより、環境活動が広がっていく橋渡し
的な役割をしています。

●CSRとランドスケープの関わり
　ランドスケープ業界のアピールポイントは、緑化の技術、市民との協働であり、豊富
なノウハウを持っています。CSRに関わる場合、市民との接点の作り方を提案してい
くことが重要であり、ランドスケープアーキテクトの得意分野だと思います。例えば、
園芸療法や屋上緑化の参加型活動など、単に緑化するだけでない展開の仕方を持ってい
るのがランドスケープアーキテクトです。市民にどう示していくかも重要です。まちづ
くりの視点と市民への示し方をコンサルティングすることは CSRとの共通点であり、
ランドスケープの分野がもっと関わっていくべきです。
　企業は助成する対象者が固定化して、CSRの展開
がなくなってくる傾向に危機感があります。CO2削減
等は、もはや企業活動として当然のこととなり、企業
は新たな CSRのフィールドとパートナー、他との差
別化を求めています。ランドスケープアーキテクトに
は、市民と企業の間を橋渡しするコーディネーターの役割と、柔軟な発想をもとにした
企画と運営資金を提案するなど、プロデューサー的な能力の発揮を期待しています。
　身近なところでは、指定管理者制度※による公園の管理も管理団体のCSRと言えます。
公園の運営管理で大事なのはコスト縮減といっても管理内容を縮めるのではなく、税金
でまかなうところをいかに縮めるかが問われています。来園者数やイベント等の収入が
どれくらいあるか、公園の経済価値を高める利用方法など企業的な視点がますます必要
となります。
※指定管理者制度：公の施設の管理を、民間業者を含み幅広い団体に委託する制度のこと。

近年、「環境の時代」、「みどりの時代」といわれ、（社）ランドスケープコンサルタンツ
協会（CLA）を取り巻く社会的状況は大きく変わってきています。また、企業において
もCSR（企業の社会的責任Corporate Social Responsibility）としての環境への積
極的な取り組みが盛んになってきています。そのためランドスケープ業界の役割は大変重
要であり、CSR活動を理解し今後CLA会員の活動領域とすることが大切と思われます。
そこで企業のCSR活動に関わられランドスケープや環境教育の分野で活躍されている、
松本守さん（フジテレビ）と若林千賀子さん（㈳日本環境教育フォーラム）にCSRの現
状やCLA会員の活躍していく方向についてお話しをうかがいました。

　松本さんは、企業側と市民や活動団体側の双方の立場で CSRに関わられています。
次にご自身が取り組まれている団体での活動についてうかがいました。

●難病の子供達の自然体験の場「そらぷち※キッズキャンプ」の活動
　重い病気をかかえる子供達と家族が、病気のことを忘れ、自然とふれあい楽しい時を
過ごせる場所をつくろうという思いで始めたふるさと北海道滝川での活動です。施設完
成までは、滝川市営の施設を利用して毎年プレキャンプを行っており、企業や助成団体、
医療関係者、地元市民などの支援により、全国の難病とたたかう子供達を無料で招待し
ています。滝川市がキャンプ建設地を提供してくれて、多方面の支援のおかげで施設整
備の目途がたち、平成 23年に丸加高原に全面オープンします。完成しても運営費用が
課題ですが、今後も支援の輪が広がるよう活動していきます。（談）
※そらぷち： “滝下る川” というアイヌ語で、滝川市の名の由来となった言葉

そらぷちキッズキャンプ： http://www.solaputi.jp/

松本 守さん
北海道出身。建設省都市局公園緑地課長、国土交通省大臣官房審
議官を経て、現在、フジテレビ CSR推進室長、桐蔭横浜大学先端
医用工学センター客員教授、㈳ランドスケープコンサルタンツ協
会理事、そらぷちキッズキャンプを創る会事務局長

市民と企業の橋渡しを 松本 守
Mamoru Matsumoto

の段階では、さまざまな体験により多くのことを知る。中高生では、その体験を通じた
さまざまな人たちとのかかわりにより、価値観の違いを感じ人について考える。そして
大人になって実際に社会の中で目的を持った行動ができる。そのような人たちを育てる
教育です。
　現在は、①総務省、農林水産省、文部科学省がすすめる、2008年から 5年間で全国
の小学5年生120万人を対象に自然体験活動を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」
をバックアップ。②自然体験活動指導者としての地域リーダー育成に協力。③環境再生
保全機構が管轄する地球環境基金の助成を受けた国内外のNGO活動団体について、第
三者評価を行い持続可能な社会づくりのあり方を探る、などの活動を行っています。

　若林さんはニホンヤマネ保護研究グループ（湊秋作代表）
の一員としても、1988年から山梨県清里で活動をされて
います。企業の協力のもとで進められているヤマネの保護
活動についてうかがいました。
●環境保全とCSR

　保護活動での私の担当は植生で、ヤマネの餌や巣材利用
として植物調査などの研究をしています。ヤマネはリスと
ネズミの間の日本固有種であり、大人の体重は 16g程度
しかない樹上性小動物で、「日本版レッドデータブック」
の希少種に指定されています。ヤマネは生態系が豊かな森
に生息しており、豊かな森を守ることの手がかりと
してヤマネの生態を研究しています。併せて開発に
より分断されてしまった森をつなぐ手段として、ヤ
マネが移動できる「ヤマネブリッジ」の普及活動も
行っています。
　「ヤマネブリッジ」の研究と建設のために、アニ
マルパスウエイ研究会を結成し活動しています。メ
ンバーは、㈶キープ協会、ニホンヤマネ保護研究グ
ループ、㈲エンウィット、清水建設㈱、大成建設㈱
です。設置したブリッジをヤマネやリスが利用し、
多いに成果がありました。
　活動団体と企業が合意形成し、企業の技術力に
よって野生生物を守ることができたことはとても価
値あることでした。企業活動としても研究成果は平
成 19年度土木学会環境賞を受賞し、環境保全としての社会的評価につながったことと
思います。
　これからもヤマネの保護やアニマルパスウエイの研究を通して、生物多様性の保全活
動に取り組んでいきたいと思います。 　　　　　　　　　　　※写真はアニマルパスウエイ研究会提供

●ランドスケープへの期待
　活動を通して感じることは、遠方の自然の中での体験も大事ですが、住んでいる地域
でこそ環境との関わりを考えてほしいと思います。特に子供達は、身近な環境に関わり
ながら体験を積み重ね経験化していくことが必要です。ランドスケープ業界はこれまで
にも、身近な環境での関わりをコーディネートし、技術力を活かした環境づくりや環境
保全を行ってきていますが、ランドスケープの良いところをいろいろな方面でアピール
して、ヤマネの保護活動の例のように、積極的に異業種とコラボレーションすることで
活動を広げていってほしいと思います。（談）

プレキャンプでの楽しい体験（写真：そらぷちキッズキャンプパンフレット）

特 集

体験を経験に 若林 千賀子
Chigako Wakabayashi

若林 千賀子さん
福島県出身。若林環境教育事務所代表　㈳日本環境教育フォーラ
ム　理事、（NPO法人）自然体験活動推進協議会　理事、ニホン
ヤマネ保護研究グループ等、さまざまな環境教育活動の場で活躍。

　若林さんが取り組まれている環境教育活動についてお聞
きしました。
●環境教育活動
　1987年、日本にもっと自然学校をつくりたいという人たちが集まり「第 1回清里環
境教育フォーラム」がスタートしました。その後、年 1回「清里ミーティング」が開
かれ環境教育に取り組む人たちのネットワークがひろがっていき、1997年、㈳日本環
境教育フォーラムを立ち上げました。環境教育や自然学校の普及、途上国の環境教育支
援などのさまざまな活動を展開しています。特に私たちが大切にしていることは、『自
然体験を通した環境教育』により、地域に根ざした暮らし方を深め、新しい社会のライ
フスタイルやビジョンを描き、最終的には持続可能な社会づくりに貢献することを目的
としています。
㈳日本環境教育フォーラム：JEEF   http://www.jeef.or.jp/about/index.html

　環境教育活動の大きな柱は生涯学習教育を進めることです。子どもを育て、その教育
を受けた子どもが大人になって実際に社会で行動ができるという教育です。まず小学生

ヤマネ（写真：ニホンヤマネ保
護研究グループ　湊秋作）

ブリッジを利用しているニホンリス
（写真：大成建設（株）大竹公一）

アニマルパスウェイ研究会での活動
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