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公園を地域の学びの場に！

都会で遊んで学べるみどり

明日へのつながる花とみどり

歩くだけで伝わる自然の楽しさ

おもいきり遊べる自由な公園

新しいみどりのかたちを求めて

生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

　当社は公園や緑地の施工・メンテナンス、指定管理者としての公園の管理運営などを主な業務として
います。「みどり」に関わる企業として、本業を通じて社会に貢献していくとともに、本業のノウハウを別
のフィールドで活かす社会貢献にもチャレンジしています。これらの活動をまとめたレポートを作るこ
とで、当社がどんな会社なのか、どんな社会貢献をしているかを、一人でも多くの方に知っていただけれ
ばと考えています。そのためにも分かりやすく、親しみやすく、まずは手に取ってみたくなるレポートづ
くりを目指しています。お取引先様・協力業者様はもちろんのこと、当社の社員やその家族、各種現場の
近隣住民の皆さまなど、当社に関わりのある多くの方に手に取っていただければ幸いです。

　当社は『AMENITY SCAPE CREATION』 ～快適空間の創造～というスローガンを掲げています。このス
ローガンは 1991 年に作られたもので、それから現在までに社会は大きく変化をしてきました。そこで現
在における『AMENITY SCAPE CREATION』 の意味を再考しようというプロジェクトを立ち上げ、社員自ら
の考えで今後 10 年のビジョンが導き出されました。そのビジョンをあらわす言葉がコーポレート・メッ
セージと３つのビジョンです。当レポートでは「みどりと夢をみる」を根底のテーマとし「３つのビジョ
ン」に沿ってＣＳＲ活動を紹介していきます。

　世界に誇れる「景色」をつくろう
　当社の歴史は庭園業を営むことから始まり、今も緑地や公園などのみどりをつくる仕事をしています。
それはひとつの景色をつくる仕事でもあります。長年培った技術・ノウハウを駆使して、より良いみど
りを進める活動を紹介します。

　こころが響き合う「場」をはぐくもう
　公園などの場にはさまざま可能性があります。そこでどのような活動を行うかによって、地域コミュ
ニティをつくる場にもなれば、都会の中でみどりを楽しめる場にもなります。そのような可能性を引き
出し、魅力ある場をはぐくむ活動を紹介します。

　生命あふれる地球を「未来」にとどけよう
　未来にむけて当社がどんな貢献ができるか考え、今から取り組んでいかなければなりません。みどり
に関する知識・経験が豊富にある当社ならではの特徴を活かした教育活動や、未来のみどり・環境づく
りに貢献する活動を紹介します。

　当レポートには、ＣＳＲや造園・環境などに関するさまざまな用語が出てきます。記事の内容をよく
ご理解いただくためには、これらの用語の理解も必要となります。32～34ページの「KININARUキーワー
ド集」に用語の意味や定義をまとめて掲載していますのでご覧ください。
　また、このレポートを手に取ってくださった方の中には、「ＣＳＲ」という言葉自体をご存じでない方
もいらっしゃるかもしれません。「ＣＳＲ」そのものの解説についてもキーワード集の最初の部分に記載
がありますので、そちらをご覧いただいてから各記事をお読みください。

各種用語の説明について
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種
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世界に誇れる 「景色」 をつくろう

100 年続くみどりをつくりたい。

それが私たちの『夢』のひとつです。

そのために、ものづくりへの限りない可能性にチャレンジし、

あらゆる景色をつくりだせる

「みどりのスペシャリスト」でありつづけます。



世界に誇れる 「景色」をつくろう
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大手町地区 水辺空間の創造大手町地区 水辺空間の創造
大手町川端緑道  施工現場紹介大手町川端緑道  施工現場紹介

　石張舗装と保水性インターロッキング
ブロック舗装の２種を織り込むように組
み合せ、土地の歴史や文化を表現しながら都
市環境にも配慮した舗装は、施工手順を考え
ることが重要なポイントでした。工事の流れ
を止めないよう各作業のタイミングを打ち
合わせ、舗装の種類の境目ごとに施工業者が
入れ替わりながら作業を進めました。また舗
装の中にある化粧桝の向きやマンホールの
位置は、舗装の目地ラインと模様のデザイン
を崩さないように検討し、配置しました。

　歩道の全体にわたり配置されている照明
設備は、設置をするためにあらゆる工種と連
携して施工する必要がありました。また路面
部に埋め込むかたちで設置する LED照明は、
舗装の石材に空けられた穴や、石材同士のす
き間の目地に合わせて寸分の狂いもなく設
置しなければならないため、測量・位置出し
に高い精度が求められました。完成し舗装と
一体化した路面 LED 照明は、幻想的な夜景
を演出します。

　２月に降った大雪による工程の遅れと
いった困難も乗り越え、2014 年 4 月に大手
町川端緑道は無事竣工しました。完成を迎え
ることができたのは、JV 構成企業の富士グ
リーンテック、並びに各協力会社、現場職員
の全員で一丸となって施工に臨んだ結果だ
と思います。工事により裏道が表道となり、
今後の再開発ではこの緑道のデザインと関
連するように再開発のデザインが展開され
ます。大手町地区で働く人々や住民の方々に
水辺での快適な空間として親しまれていく
ことを願っています。

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　『大手町川端緑道』は、東京都千代田区大手町を流れる日本橋川沿いに作られた歩行者専
用の緑道です。旧江戸城外堀の石垣跡や首都東京の中心地に位置するという地域的な特徴
と、江戸の文化を取り入れたデザイン、都市環境に配慮した水辺の歩行空間などの設計意趣
がこの緑道の大きな特徴で、それを実現するためさまざまな施工技術を駆使しました。
　ＵＲ都市再生機構東日本都市再生本部から発注され、施工は日比谷アメニスと富士グ
リーンテックの共同企業体（JV）で互いに力を合わせて行いました。施工に関する技術的な
提案も積極的に行い無事に工事は完了。道幅１２メートル、総延長は約８００メートルとい
う、都心としては最大級の歩行者専用道路が完成しました。江戸の風情が残る大手町川端緑
道の完成までをご紹介します。

歴史や環境に配慮した舗装を施工

精度が求められる LED 照明設置

皆さんの力を合わせ竣工へ埋もれていた歴史を活用
　

　歩道を施工する場所はもともと旧江戸城
外堀や神田橋門跡の石垣があった場所であ
り、掘削作業を進めていくと大きな石が頻繁
に出てきました。出土石や石組は貴重な歴史
的資源でありUR都市再生機構とも協議をし、
江戸の歴史と景観を歩道の中に表現するた
めに、石組や景石、ベンチの修景材料として
活用しました。

こちらは旧神田橋門の石垣

舗装の種類により施工方法は変化２種類の舗装の組み合わせ

化粧桝は目地の向きに揃え設置 模様を避けて設置したマンホール

約１t の石が大量に出土

再び積み、歴史ある景観に加工してベンチとして利用

照明は 100 ヶ所以上に及びます 微調整しながら石を貼ります

正確に目地の上にくる照明 美しい配列が映し出されます

記録的な大雪もありました 職人の皆さんの技術を発揮

JV で力を合わせ工事を進めます 美しい水辺空間ができました
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世界に誇れる 「景色」をつくろう

　越谷レイクタウン駅前のマンションギャラ
リー解体に伴い、マンションギャラリーの植
栽担当の方からドイツトウヒを譲り受けまし
た。移植先を「まちづくり館」というレイクタ
ウンの中心部に調整し、もうすぐクリスマス
ということもあり、クリスマスツリーとして
利用しました。
　ドイツトウヒの植付けは、サンタクロース
に扮した社員と協力業者で、飾り付けは地域
住民や協力業者の子ども供たちが行いました。

　飾り付けられたツリーのイルミネーション
は 1 月 31 日まで設置され、レイクタウンの
夜を明るく照らしました。
　今後もこのドイツトウヒが、人々に愛着の
あるものになっていったらと思います。

　花壇の花植えやクリスマスツリーの設置
以外にも、様々な活動に取組みました。定期
的に越谷レイクタウンの清掃活動へ参加し、
美景の向上を目指しました。また、地域住民
の方への日頃の感謝の気持ちを込めて、苗木
の配布も行いました。施工した現場には、当
社が管理をしている他の公園の剪定枝を利
用した木質チップをマルチング材として使
用することを提案し、美観の向上と環境保全
に貢献しました。

夜夜をを照照ららすすククリリススママススツツリリーー

地域をよりよくする活動

未来の景色をみんなでつくる !未来の景色をみんなでつくる !
～越谷レイクタウン地区調節池修景外整備工事を通して～

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　花壇なのに花が植えられていないという光
景を時々見かけることがあります。今回当社
の担当するレイクタウン第6公園の工事では、
花壇に花を植えるという作業は含まれていま
せんでした。
　この公園は、新築マンションの目の前に位
置します。現場では、公園からの景観保全と、
引っ越してきた住民の方々に新しいコミュニ
ティ形成を行う機会を提供したいと考え、マ
ンション住民を対象とした、花壇の花植えイ
ベントを提案しました。
　イベント当日、およそ90人の住民の方々に

花を植えていただき、なにもなかった花壇は、
マリーゴールドとデージーの黄色、赤色で美
しく彩られました。

　企画をした三間所長はこう語ります。「誰か
の笑顔を見るのは嬉しいし、楽しいです。今回
の花植えのイベントで、新しいコミュニティ
形成の場を提供したかったし、なによりたく
さんの笑顔を見たかった。企画が大成功して
よかったです！」
　最後の仕事、「綺麗な花植え」をすることに
より、公園が完成しました。住民の方々の思い
入れのある場所になってくれたらと思います。

花花ででつつななぐぐ新新ししいいココミミュュニニテティィ

イベントの原点と所長の想い

を通して～事を通して～

未来の植木屋さん！？ みんなで植えて綺麗な花壇に！水やりもしっかりと！たくさんの方が花を植えました

思い出の作業着をリサイクル 段ボール 2箱分が集まりました

　工事現場のユニフォームである作業着。当社工事部では、これまでその多くが廃棄処理されていま
した。しかし、「身に着ける看板」といえる作業着をゴミとして処分するのではなく、継続的にリサイク
ルを行い、資源の有効活用や人道的支援に結び付けることで、社員のモチベーションの向上と、企業と
しての社会貢献を行おうと考えました。
　今年回収された作業着はダンボールで 2 箱
分、再生利用される予定のものは、火力発電エ
ネルギーや繊維等に利用され、古着として回
収されたものは、タイや、ミャンマー難民キャ
ンプ、シリア難民のもとへ運ばれました。

工事部作業着リサイクルの取組み　～作業着でできる社会貢献～

イルミネーション点灯！サンタと一緒に飾り付け！

木質チップを使ったマルチング 週末には所長が清掃活動を実施

オキナワスズメウリの苗木 地域の皆さまに配布しました

　UR 都市再生機構首都圏ニュータウン本部より発注された越谷レイクタウン地区調節池
修景外整備工事では、約 1年 3ヶ月という長い工期の中で、公園 3ヶ所と駅前にある調節池
周辺の植栽や園路の工事を行いました。その中で、現場では三間所長を中心に、公園での地
域コミュニティづくりのきっかけになる活動にも取組みました。ここでは、それらの活動の
いくつかを紹介します。

　UR 都市再生機構首都圏ニュータウン本部より発注された越谷レイクタウン地区調節池
修景外整備工事では、約 1年 3ヶ月という長い工期の中で、公園 3ヶ所と駅前にある調節池
周辺の植栽や園路の工事を行いました。その中で、現場では三間所長を中心に、公園での地
域コミュニティづくりのきっかけになる活動にも取組みました。ここでは、それらの活動の
いくつかを紹介します。



　

　壁面緑化は、建物をみどりで覆うことで、
壁面の表面温度を下げるなどの効果があり
ます。さらには周囲から目につきやすい場所
への緑化であるため、デザイン性を高めるこ
とにもつなげることができます。実際に商業
施設などでは、デザイン性を高め、集客につ
なげる狙いで壁面緑化を行う場合もありま
す。当社では、平成 25 年は前年よりも増加し
た約 2,300 ㎡を施工しました。また、新たな
みどりの可能性を広げようと、壁面緑化の製
品開発もすすめており、いくつかの新しい壁
面緑化製品が生まれています（P30 に製品に
関する記事がありますのでそちらもご覧く
ださい）。

　

　日比谷アメニスのグループ会社である太
陽スポーツ施設では多くの校庭芝生化の施
工を行ってきました。校庭芝生化はヒートア
イランド現象の緩和や、美景の向上など、
ハード面での効果だけではなく、校舎よりも
芝生のグラウンドで遊ぶ子どもの数が増え
たり、遊び方や運動時間も大きく変わると
いったソフト面での効果も得られます。校庭
芝生化はきれいで環境にやさしく、子どもた
ちの成長をサポートする事業です。

デザイン性を高める壁面緑化

人・環境にやさしい校庭芝生化

通常はマット状の芝生を敷き詰め施工しますが、苗を植える方法もあります。夏場なら１ヶ月半でみどりの校庭に！

芝生管理の体験もできます横になっても気持ちいいみどりのきれいな校庭になります

新しい製品の開発も行います道行く人を楽しませる壁面緑化

数字で見るいろんなみどり数字で見るいろんなみどり
壁面緑化・屋上緑化・校庭芝生化 施工面積データ壁面緑化・屋上緑化・校庭芝生化 施工面積データ

日比谷アメニスの屋上緑化施工面積
過去５年の合計 112,102 ㎡（サッカー場 15.7 面分）

日比谷アメニスの屋上緑化施工面積
過去５年の合計 112,102 ㎡（サッカー場 15.7 面分）

※サッカー場の面積は国際試合等における標準的なフィールド（ピッチ）の大きさの 105ｍ×68ｍ＝7,140 ㎡で計算しています。※サッカー場の面積は国際試合等における標準的なフィールド（ピッチ）の大きさの 105ｍ×68ｍ＝7,140 ㎡で計算しています。

日比谷アメニスの壁面緑化施工面積
過去５年の合計 8,293 ㎡（サッカー場 1.2 面分）

日比谷アメニスの壁面緑化施工面積
過去５年の合計 8,293 ㎡（サッカー場 1.2 面分）

太陽スポーツ施設の校庭芝生化施工面積
過去５年の合計 108,470 ㎡（サッカー場 15.2 面分）

太陽スポーツ施設の校庭芝生化施工面積
過去５年の合計 108,470 ㎡（サッカー場 15.2 面分）

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　ヒートアイランド現象の緩和や省エネ効
果などが期待できるといわれる屋上緑化で
すが、ただ緑化するだけでなく、景観に配慮
したり、屋上空間で何か活動を行うことを考
えてつくられる事例が増えています。みどり
を使った療養・リハビリを考えた医療福祉
施設、植物を使った教育を実施する学校など
の事例があります。日比谷アメニスでは平成
25 年には 20,000㎡を超える屋上緑化を施工
し、新たな景色をつくりだしました。

景観や活動を考えた屋上緑化

学校の屋上では教育の場としても利用 病院の屋上につくられた癒しの緑化空間 水辺を作り植物を植えればビオトープにも

裸足で遊んでも大丈夫

　緑化には屋上緑化や壁面緑化といった方法があり、通常の緑化とは違う景色を生み出すこ
とができます。また最近では校庭を芝生化する事例も増えています。当社の屋上・壁面緑化
の施工面積のほか、グループ会社の太陽スポーツ施設（株）の校庭芝生化の施工面積もご覧い
ただき、どのくらいみどりの景色をつくりだしているかをお伝えします。

　緑化には屋上緑化や壁面緑化といった方法があり、通常の緑化とは違う景色を生み出すこ
とができます。また最近では校庭を芝生化する事例も増えています。当社の屋上・壁面緑化
の施工面積のほか、グループ会社の太陽スポーツ施設（株）の校庭芝生化の施工面積もご覧い
ただき、どのくらいみどりの景色をつくりだしているかをお伝えします。
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世界に誇れる 「景色」をつくろう
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世界に誇れる 「景色」をつくろう

若手社員から見た先輩の 1日若手社員から見た先輩の 1日
2014 年 株式会社エコル編2014 年 株式会社エコル編

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　滝川さんのもとには、役所の方や民間の方
から樹木に関する様々な相談が寄せられます。
滝川さんの仕事は、樹木医としてこうした相
談を解決していくことです。多くの物件を同
時に扱うため、他の樹木医の方と協力しなが
ら樹木の診断や治療を行っています。その中
でも特に多い街路樹の診断では、幹や枝が折
れて事故が起きないように、元気のないもの
や危険性のあるものを見つけ、適切な処置を
提示します。そのため、樹木医は、大きな損傷
や空洞、腐朽している部分はないか、キノコが
生えていないかなどを調べます。時には、レジ
ストグラフという特殊な機械を使い、外から
は見えない樹木の内部の空洞状況を調べるこ

ともあります。人の命に係わる重要な仕事な
ので、見落としが無いようにしっかりと診断
する必要があります。
　現場での診断だけではなく、協力して頂い
ている樹木医の方から頂いたデータを成果物
としてまとめることも、重要な仕事です。レジ
ストグラフで得られたデータから樹木の腐朽
箇所を見つけ、幹や根株の空洞率を計算した
り、断面図を作成したりします。診断が適切な
ものであるか最終的な確認を行い、樹木診断
カルテなどを作成します。時には、千本を超え
る膨大な樹木のデータを扱うこともあり、大
変な作業になります。
　滝川さんの仕事は、人の命に係わるもので、
大きな責任を伴いますが、それだけにやりが
いも感じられました。

人の命を守る樹木診断

樹木を木槌で打診し、空洞や腐朽を確認 レジストグラフで樹木内部を精密診断 診断した樹木のデータを整理

　株式会社エコルは日比谷アメニスのグループ会社
で樹木の診断・評価、緑地のメンテンナス、調査・設
計などの事業を行っています。先輩の滝川さんの所属
する樹木診断室では、樹木の活力度の診断や倒木の危
険性評価、移植の適性評価などを扱っています。

　株式会社エコルは日比谷アメニスのグループ会社
で樹木の診断・評価、緑地のメンテンナス、調査・設
計などの事業を行っています。先輩の滝川さんの所属
する樹木診断室では、樹木の活力度の診断や倒木の危
険性評価、移植の適性評価などを扱っています。

親しみやすい景色をつくる親しみやすい景色をつくる
北部緑地株式会社 現場 CSR 活動北部緑地株式会社 現場 CSR 活動

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ

この記事の

　

　北部緑地の請け負うマンションの植栽施
工現場では、元請けの建設現場の所長より、
仮囲いのイメージアップをしたいと相談が
ありました。 現場の前にはバス停があり、通
勤・通学する子どもたちが待機する場所で
もあります。工事現場の仮囲いという無機質
な見た目を子どもたちにも親しめるやわら
かいものに変えられないかと考え、伐採した
樹木を再利用した巨大鉛筆を作成しました。
　伐採樹木の再利用は別の場所でも行われ、
北部緑地が他の団体と共同運営している草
星舎（東京都薬用植物園内）にあるがその一
つです。ここでは樹木を加工して動物をつく
り、楽しげな雰囲気をつくり出しています。

　2014 年 1 月～ 3 月に荒川区内の公園を新
しく改修する工事がありました。公園内には
昔からある人研ぎ仕上げの３匹の動物の置
物があります。かなり老朽化が進んでいたた
め処分をする話も出ていましたが、きれいに
直してかわいく塗るという条件で残すこと
になりました。工事担当者が公園を通りか
かった高校生によく遊んでいたという話し
聞いたことや、新設する複合遊具にも負けな
いものを作りたいと言う想いが一つのきっ
かけになりました。
　新しく生まれ変わった公園ですが、一部に
思い入れのある風景も残し完成させること
ができました。

伐採樹木でイメージアップ

仮囲いもやわらかい雰囲気に 草星舎では丸太の動物が登場 新しい複合遊具を見守る３匹きれいな色に生まれ変わります

写真左：【先輩】滝川 正義　入社 26 年目
写真右：【後輩】河原 典生　入社２年目   

ともに株式会社エコル所属 　日比谷アメニスのグループ会社である北部緑地株式会社では日本の伝統的な庭づくりや
庭園管理、造園・土木の施工管理、緑地のメンテナンスの業務を行っています。さまざまな
現場を持つ会社ですが、各現場で行われた CSR 活動を紹介します。

　日比谷アメニスのグループ会社である北部緑地株式会社では日本の伝統的な庭づくりや
庭園管理、造園・土木の施工管理、緑地のメンテナンスの業務を行っています。さまざまな
現場を持つ会社ですが、各現場で行われた CSR 活動を紹介します。

思い入れのある風景を残す



人々を笑顔にしたい。

それも私たちの『夢』のひとつです。

私たちはみどりが新しい笑顔を生むことを知っています。

みどりの大切さを伝え、

みどりのちからを使った潤いある時間を提供し、

人と人とがつながりあえる

まちづくりに貢献します。

こころが響きあう「場」をはぐくもう
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見通しが効く安心な樹林地作り見通しが効く安心な樹林地作り
木々のビフォーアフター木々のビフォーアフター

巨大キャンバスにペイント 雨の中での植樹センター長による自然観察会樹林地を生かし芸術作品を展示

明るい樹林地作り

魅力・利用価値向上に向けて

樹林地の育成

　

　公園ができて長い月日が経つと、樹木が大
きくなり暗い樹林地が目立ちます。暗い樹林
地では、子どもの姿も見られず、公園が本来
持つレクリエーション機能が低下していま
す。また、見通しの悪さから子どもが安心し
て遊ぶことができないと心配する親の声も
あります。そこで、東京都都市部の公園東部
グループの9公園では、こもれびが降り注ぐ
明るい樹林地作りを目指したプランニング
を「木々のビフォーアフター」と銘打ち、平成
23年の都立猿江恩賜公園を皮切りに、樹木環
境の改善提案と作業を進めることになりま
した。子どもたちが楽しく遊べる樹林地作り
が進行し、公園利用者からも、「明るくなっ
た」「安心して利用ができる」など、喜びの声
と共に、公園に賑わいが生まれています。

　木々のビフォーアフターの皮切りになっ
た都立猿江恩賜公園では、明るくなった樹林
地の魅力向上のため、新たな取り組みを始め

ました。森を巨大なキャンバスと見立て、自
由にペイントする「パークペインティング」
や、森を大きなギャラリーと見立て、芸術作
品を展示する「森のギャラリー」など、「みど
り」と「アート」が融合し、今まで見向きもさ
れなかった樹林地に人々が注目するように
なりました。樹木医の資格を持つ公園サービ
スセンターのセンター長による「自然観察
会」も定期的に行い、周辺の自然教育にも役
立てています。このように都立猿江恩賜公園
では、樹林地を使った新たな賑わいと可能性
を生み出しています。

　
　伐採後の樹林地に、新たな名所を作ろうと、
近隣の小学校の協力により「コブシ」や「ヤマ
ボウシ」などの花木を新たに植栽しました。
小学1年生の子どもたちが卒業する頃に、ど
れだけ大きな樹木になっているか楽しみで
す。都立猿江恩賜公園をはじめとした、木々
のビフォーアフターは、5年後、10年後、更に
その先を考えた魅力ある樹林地作りを提案
しています。

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　わたしたちが管理している東京都都市部の公園では、みどりの持つ力を最大限に引き出す
ための取り組みを行っています。時間の経過により鬱蒼となった樹林地を、見通しが効く安
全な樹林地に変えるプランニングを「木々のビフォーアフター」と銘打ち、利用者の安心安全
の確保、快適な緑地空間、避難場所としての緑地に配慮した樹木管理を行っています。これま
での取り組みで、見通しが効く安心な樹林地が形成され、林内に陽が射しこみ、子どもたちが
楽しく遊べる樹林地作りが進んでいます。

　わたしたちが管理している東京都都市部の公園では、みどりの持つ力を最大限に引き出す
ための取り組みを行っています。時間の経過により鬱蒼となった樹林地を、見通しが効く安
全な樹林地に変えるプランニングを「木々のビフォーアフター」と銘打ち、利用者の安心安全
の確保、快適な緑地空間、避難場所としての緑地に配慮した樹木管理を行っています。これま
での取り組みで、見通しが効く安心な樹林地が形成され、林内に陽が射しこみ、子どもたちが
楽しく遊べる樹林地作りが進んでいます。

公園利用者の皆さまの声を活かす
「インフォメーションランドスケープシステム」
　公園の重要なステークホルダーである利用者の皆さまからは、日々さまざまな意
見が寄せられます。それは公園への期待の表れでもあり、管理者としてもその意見
に応えたいところ。日比谷アメニスのグループ会社である株式会社エコルシステム
が開発したインフォメーションランドスケープシステムは、それらの意見を集積・
分析できるシステムです。ＧＩＳとも連携していて位置情報も記録でき、重点的に
管理するべきエリアを洗い出すこともできます。このように公園利用者の皆さまの
声に応えることをシステムの面からサポートし、ニーズに応える、さらにはニーズ
を見つけ出すことに取り組んでいます。

システムを活用し、皆さまのシステムを活用し、皆さまの
声を反映させます声を反映させます

システムを活用し、皆さまの
声を反映させます

システムを活用し、皆さまの
声を反映させます

BeforeBefore After!After!

東京都都市部の公園東部グループ 9 公園の一つ
都立東白鬚公園の様子
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　「夢の島ボランティア会」は、都立夢の島熱
帯植物館・夢の島公園で約 10 年前からボラ
ンティア活動を行っている団体です。
約 30 名のメンバーで、花壇管理をはじめと
する様々な活動を展開している中で、この度、
長年続けてきた「植物館で展示している多彩
な植物の利用者へのガイド」が、施設の魅力
向上、集客アップに貢献していることが評価
され、平成 26 年 5月みどりの愛護『功労者
国土交通大臣表彰』を受賞しました。
　活動は、主に利用者が多く集まる土日を中
心として毎週末、施設を訪れる利用者を豊富
な知識と巧みな解説技術で楽しませていま
す。また、本施設は小中学生に向けた教育施
設としても人気が高いことから、平日に学校

単位での団体利用の予定がある際には、子ど
もたちへの教育を意識したガイド活動も合
わせて行っています。
　より高度なガイドを行う為に、メンバーは
月に一度の定例会で、勉強会を欠かさず行い、
ガイドスキルと知識の向上に取組んでいま
す。
　私たちは、ボランティアの皆さんの活動サ
ポートとして、意見交換会を毎月開催し、連
携を深めていると共に、年 6回程度、新たに
ボランティアになりたいと考えている皆さ
んを対象としたボランティア講習会を行っ
ています。この講習会では、新規メンバーの
募集と、ボランティア活動に必要な接客接遇
に関する考え方や、ガイド活動に必要な植物
の基礎知識を伝え、未来のボランティア育成
を支えています。

　都立汐入公園では、地域に新たなコミュ
ニティの場を提供する取り組みとして、平
成 25 年 3 月にハーブボランティアを立ち上
げました。
　私たち公園管理者が主体となって始めた
この活動は、開始から1年半、着実にメンバー
を増やし、現在は 14 名で活動を進めていま

す。ボランティアによる活動は、毎週水曜
日に行われる定期活動が軌道に乗り、次の
ステップとして、一般の公園利用者を対象
としたハーブイベントの企画運営に挑戦し
ています。
　ボランティアの皆さんが目指す｢東京で１
番のハーブガーデンづくり｣を後押しし、｢
ハーブを通して、地域に賑わいを｣という参
加者の想いを後押ししていきます。

国土交通大臣表彰受賞！

ハーブで地域に新たな繋がりを

施設利用者に植物の面白さを紹介 新規メンバー育成、ボランティア講習会 表彰式で頂いた感謝状

活動開始前の花壇の様子 彩り豊かになったハーブガーデン 活動から地域の繋がりが生まれます イベントで広がる交流の輪

ひとりひとりの熱意をカタチにひとりひとりの熱意をカタチに
ボランティア活動から広がる地域の輪ボランティア活動から広がる地域の輪

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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学生イベントボランティア

日ごろの成果をボランティアとして披露 やきいもの準備から配布まで 棒パンの焼き方指導もします

　私たちが管理運営を行っている全国の公園では、地域の役に立ちたいという想いを持った
皆さんによるボランティア活動が行われており、これらの活動のサポートは、私たちにとって
大切な取り組みの一つです。2014年に行われた多彩な活動の中から、その一部をご紹介します。

　私たちが管理運営を行っている全国の公園では、地域の役に立ちたいという想いを持った
皆さんによるボランティア活動が行われており、これらの活動のサポートは、私たちにとって
大切な取り組みの一つです。2014年に行われた多彩な活動の中から、その一部をご紹介します。

　

　山梨県立桂川ウェルネスパークでは、公園か
ら程近い帝京科学大学に通う学生さんたちが
ボランティアとして活躍しています。
　ドッグトレーナーを志す学生たちが集う
「ドッグトレーナー研究部」が抱えていた、日ご
ろのサークル活動の成果を発揮する機会が欲
しい、という想いを知った私たちは、公園でそ
の機会を提供できるのでは？と考えました。そ
こで同研究部に、公園を会場にしたパフォーマ
ンスを提案し、学生ボランティアによるドッグ
ショーのデモンストレーション、ワンちゃん運

動会（障害物競争）が実現しました。学生たちの
パフォーマンスは公園を訪れる地域の人々を
楽しませ、開催の度に多くの観客で賑わいます。
　またこの他にも、インタープリターに興味を
持つ学生が、公園主催のイベントの運営にボラ
ンティアとして参加し、自然の魅力を人に伝え
る難しさと楽しさや、公園で働くインタープリ
ターの仕事内容を肌で感じて、自らの将来に繋
げる体験をしています。
　学生たちの様々な「やってみたい」という声
に耳をかたむけ、その想いを実現するひとつの
手段として、ボランティアという仕組み・機会
を提供することも、私たちの大切な取組みです。
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思い出の場所に感謝をこめて思い出の場所に感謝をこめて
文京区立千石公園 改修工事前のイベント活動文京区立千石公園 改修工事前のイベント活動

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ

この記事の

　

　文京区の街区公園である千石公園では改
修工事の計画があり、当社がその工事を請け
負うことになりました。しかし思い出の詰
まった遊具を壊してしまうのも少しさびし
いものがあります。新しい場所をつくるのが
当社の仕事ですが、無くなっていく場所も大
切にしたい。そこで現場担当の工事部員を中
心に、公園への感謝を込めたイベントを企画
し、着工前の2014年9月7日に実施しました。
　公園に隣接する千石保育園の園児たちに
目一杯遊んでもらいたいということでイベ
ントに参加していただき、普段は遊具に絵を

描いてはいけませんが、最後の最後は感謝の
気持ちも込めながら思いのままに遊具に絵
を描いてもらいました。長年多くの子どもた
ちを楽しませてきた遊具は、最後は絵を描く
キャンバスになり、その役割を終えました。

　イベントの実施によって子どもたちが楽
しそうに遊ぶ姿を見ることができ、そんな姿
を見て社員たちも改めて公園をつくるとい
う仕事のやりがいを感じることができまし
た。新しくできた公園もみんなから愛され、
新たな思い出が生まれることを願って改修
工事に取り組んでいきます。

新たな思い出の場をつくる

多くの園児が参加しました みんなで絵を描きます 自由に絵を描いた滑り台感謝をこめてイベントを実施

社員の想いを実現する場づくり社員の想いを実現する場づくり
ボトムアップで進められる社内プロジェクトボトムアップで進められる社内プロジェクト

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　2009年から始まったCSRプロジェクトは、
社会貢献をしていきたいという社員の想い
から始まりました。主には CSR レポートの
発行を中心として活動してきましたが、
2014 年 6 月からは CSR 活動の促進を目的
としたグループも作り、各部門や現場で企
画・実施されてきた CSR 活動をサポートし
ていく活動を行っています。営業の部門と共
同でのコンペ参加や、工事現場で行われる
CSR 活動内容の企画などのサポートを実施、
今後は CSR 活動のマニュアル作りや制度の
整備を進めていきます。

　

　学習する場の構築を目指し昨年スタート
した社内大学は社員の様々なアイデアを盛
り込んでさらにパワーアップしています。社
内講師による通常の講義を充実させること
に加えて、社員の持つネットワークを活用し
て外部講師の方を招いたり、社員同士のさま
ざまな想いを語り合う対話形式の講義など
も実施しています。教わる側の社員の成長は
もちろん、最近では教える側の社員の成長も
見られます。学びの場、成長の場、コミュニ
ケーションの場として機能しており、来年以
降も継続して実施していく予定です。

CSR 活動を促進・サポート

CSR 活動内容の企画をサポート P26 のエコキッズの授業も企画 先輩社員について語り合う講義社内外の講師により講義を実施

２年目を迎えた社内大学
～ CSR プロジェクト～ ～社内大学プロジェクト～感謝を込めて目一杯遊ぶ

　誰しも子どものころに遊んだ思い出の公園があるのではないかと思います。しかしだん
だんと公園の施設が古くなってくると、改修をしなくてはならなくなります。当社で改修工
事を請け負いましたが、改修される前の愛着のある公園で最後の思い出をつくってもらお
うとこんな活動を行いました。

　誰しも子どものころに遊んだ思い出の公園があるのではないかと思います。しかしだん
だんと公園の施設が古くなってくると、改修をしなくてはならなくなります。当社で改修工
事を請け負いましたが、改修される前の愛着のある公園で最後の思い出をつくってもらお
うとこんな活動を行いました。

　当社では部署や世代を超えたメンバーで新しい取り組みにチャレンジするプロジェクト
活動が多数行われています。商品開発や業務支援、社内交流活性化などを目的としたプロ
ジェクトがありますが、社員のアイデアや想いが大きな原動力のなっているボトムアップ型
のプロジェクトが多くあります。ここではそんなプロジェクトを２つ紹介します。

　当社では部署や世代を超えたメンバーで新しい取り組みにチャレンジするプロジェクト
活動が多数行われています。商品開発や業務支援、社内交流活性化などを目的としたプロ
ジェクトがありますが、社員のアイデアや想いが大きな原動力のなっているボトムアップ型
のプロジェクトが多くあります。ここではそんなプロジェクトを２つ紹介します。



子どもたちとその子どもたちに

生命あふれる地球を見せてあげたい。

これは人類みんなの『夢』です。

私たちは地球の声に耳を傾け、

全ての生命のために何ができるかを考え続け、

未来につながる

「夢のたね」を植えていきます。

生命あふれる地球を「未来」にとどけよう
い の ち
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公園を地域の学びの場に！公園を地域の学びの場に！
都立東白鬚公園オフスクールパーク都立東白鬚公園オフスクールパーク

　

　オフスクールパークの活動を支える屋外
共育拠点は 1960 年代アメリカ製のキャン
ピングカーとして利用されていたものを利
用しました。このキャンピングカーは東京学
芸大学が所有するもので、オフスクールパー
クの拠点とするために公園まで運んできま
した。　　
　こんなものが公園にあると「いったい何が
始まるんだ」と思いませんか？実際にこの銀
色のキャンピングカーを置くと、たくさんの
利用者や地域の方々が集まって来ました。
　集まってくるのは子どもだけとは限りま
せん。大人も集まって来ます。ここでは普段
交流を持つことが少ない、大人と子どもの世
代を超えた交流や、1人で散歩に公園に来て
いた方同士の交流が生まれ、もともと公園が
持っている地域交流の場としての機能を促
進するための拠点となりました。

　これまでの教育施設とは異なるプログラ
ムを用意しようと、このプロジェクトに参加
した 3者でプログラムを持ち寄りました。

　公園側から提供したプログラムは「草笛教
室」「パークペインティング」「樹木観察会」
「防災施設紹介」で、当社の公園におけるイベ
ント・教育活動のノウハウを活かした内容
となりました。すみだ学習ガーデンの提供に
よる夜間開催のプログラム「天体観測」は、土
星の観察を中心とした内容で、夏休み最後の
土曜日に実施したこともあり、多くの方々の
参加があったこの夏一番人気のプログラム
になりました。夜の公園の魅力の再発見にも
つながり、プログラム参加者と提供者お互い
に学べる場となりました。
　また、公園の特性から防災面でのプログラ
ムを充実させたいと考えていたところ、災害
緊急対策の活動を行っているＮＰＯ法人Ｂ
ＥＲＴがこのプロジェクトに賛同し、防災に
関するプログラムの提供がありました。災害
支援で使用しているオートバイの展示や、消
防署による各種訓練のメニューの提供があ
り、公園に賑わいも生まれています。
　秋にはオフスクールの名前の通り、学校の
授業が無い土日と放課後に様々なプログラ
ムを提供し、地域の学びの拠点としての定着
を図っていきます。

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　学びの場っていうと？？？都立東白鬚公園では、学習多様性を教育活動の中で検証して
いる「東京学芸大学ＨＡＴＯ教育環境支援プロジェクト」、墨田区内で区民による区民のた
めの学びを運営・実践している「ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデン」とともに、この夏公園で
みんなの学びの場を育てていくプロジェクト「オフスクールパーク」を展開しました。
　公園という開かれた公共の場所に多様な「学び」を集結させ、地域交流、異年齢交流、社会
教育、生涯学習など、多彩なプログラムを展開することで、①子どもたちや大人たちの学び
の場を育む②「地域の共育力」の可能性を探る③ともに学ぶ喜びを育む場づくりを行うとい
う、今までの公園の運営では見られない取り組みを進めています。

　学びの場っていうと？？？都立東白鬚公園では、学習多様性を教育活動の中で検証して
いる「東京学芸大学ＨＡＴＯ教育環境支援プロジェクト」、墨田区内で区民による区民のた
めの学びを運営・実践している「ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデン」とともに、この夏公園で
みんなの学びの場を育てていくプロジェクト「オフスクールパーク」を展開しました。
　公園という開かれた公共の場所に多様な「学び」を集結させ、地域交流、異年齢交流、社会
教育、生涯学習など、多彩なプログラムを展開することで、①子どもたちや大人たちの学び
の場を育む②「地域の共育力」の可能性を探る③ともに学ぶ喜びを育む場づくりを行うとい
う、今までの公園の運営では見られない取り組みを進めています。

公園の中の地域拠点

共に学ぶ多彩なプログラム

災害活動で使用したオートバイの展示

拠点で使用するイスの運搬

仮設トイレを公園を参加者と組立て

拠点に集まりみんなで勉強会

夏休み最後のプログラム「天体観測」

ハンモックをセットしピクニック気分
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都会で遊んで学べるみどり都会で遊んで学べるみどり
今年も参加！大丸有エコキッズ探検隊 2014今年も参加！大丸有エコキッズ探検隊 2014

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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植物の大切な役割について講義 本物のみどりに触れて学びます きれいにみどりを植えました 本物の道具を使って仕事を紹介

明日へとつながる花とみどり明日へとつながる花とみどり
東日本大震災復興支援ひまわりプロジェクト 2014東日本大震災復興支援ひまわりプロジェクト 2014

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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4 年目に入った復興支援活動

復興と活動の今後の広がり

秋になったらみんなで収穫たくさんのひまわりが咲きました 仮設住宅ではハーブ教室を実施 今年も沢山の方が参加しました！

　

　６年目の参加となったエコキッズ探検隊、
今年も子どもたちにみどりの良さや大切さ
を伝えるため、植物に触れながら、楽しみな
がら学べるプログラムを用意しました。まず
最初は教室内で講義を聞き、植物の役割につ
いて学んでもらいます。その後、日本郵船株
式会社様に場所を提供していただいた屋上
の緑化空間へ移動し、「植物の春夏秋冬」「植
物と生物のつながり」「植物が受ける障害」
「壁面緑化の仕組み」をテーマとした、見て、
触れて、学べるワークショップを実施しまし
た。教室に戻ると今度はみどりを作る体験で
す。山の管理で切った竹を器にして、小さな

みどりで思い思いに寄せ植えを作ってもら
いました。さらに植栽管理の仕事の内容や、
その重要性を造園業の作業着や道具を実際
に見てもらいながら紹介しました。次の世代
の子どもたちに管理の仕事ぶりを知っても
らえる貴重な機会となりました。

　参加してくれた子どもからは「工作が楽し
かった」「屋上のみどりがきれいだった」「ま
たやってみたい」との声がありました。これ
からもエコキッズ探検隊を通して、より多く
の子ども達にみどりを楽しく学んでもらい、
よりよい未来・環境をつくる次世代をはぐ
くむことを目指して活動を続けていきます。

　2014 年 8 月 26 日、大丸有地区でエコキッズ探検隊に参加しました。６回目の参加となる
今年は「植物の役割、緑の技術を知ろう！」がテーマです。大都会の子どもたちにも緑を知っ
てもらいたいという想いで、さまざまなプログラムを実施しました。

　2014 年 8 月 26 日、大丸有地区でエコキッズ探検隊に参加しました。６回目の参加となる
今年は「植物の役割、緑の技術を知ろう！」がテーマです。大都会の子どもたちにも緑を知っ
てもらいたいという想いで、さまざまなプログラムを実施しました。

　震災復興支援活動のひまわりプロジェク
トは、宮城県名取市美田園にある美田園仮設
住宅を主な活動場所にし、東京大学や大丸有
エコッツェリアと縁のある企業を中心に活動
してきました。今年も各地で育ててもらった
ひまわりの苗を集め、6 月に名取市の各所に
植える活動を実施し、美田園駅前に広がる花
の広場にもマリーゴールドやハーブ、コキア
を植えました。9 月には収穫祭としてヒマワ
リの種とサツマイモを収穫し、さらには仮設
住宅の中でもハーブ教室を実施。ハーブの効
能の話や、グリーンバンクと呼ばれる駅前の

花の広場の一角で育ったハーブで花束やハー
ブティーを作りながら楽しみました。

　震災から 3年以上が過ぎ、仮設住宅から新
しい住居へ移り住む日も少しずつ近づいてい
ます。被災地に元気と笑顔をはぐくみたいと
いう想いに加え、今後の新しい生活の場所で、
このプロジェクトで得た経験を活かして欲し
いという将来に向けた想いも生まれています。
ハーブ教室で講師を務めた草星舎の中山さん
も「身近な緑を、生活の中での用途に応じ住民
のみなさんで工夫して利用し、楽しんでいた
だきたい」と語っています。

未来に向けて次世代をはぐくむ

見て、触れて、作って学ぶ

　震災復興支援活動としてスタートしたひまわりプロジェクトも 4年目、今年もこれまで以
上の方々が参加し、たくさんの花を咲かせることができました。被災地の皆さんを元気づけ
たいという想いに加え、復興が進み、いつか仮設住宅から移住してもプロジェクトで経験し
たことや感じたことが新たな生活で活かされて欲しいと願う新たな想いが生まれています。

　震災復興支援活動としてスタートしたひまわりプロジェクトも 4年目、今年もこれまで以
上の方々が参加し、たくさんの花を咲かせることができました。被災地の皆さんを元気づけ
たいという想いに加え、復興が進み、いつか仮設住宅から移住してもプロジェクトで経験し
たことや感じたことが新たな生活で活かされて欲しいと願う新たな想いが生まれています。
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歩くだけで伝わる自然の楽しさ歩くだけで伝わる自然の楽しさ
甲山おやこ森のようちえん甲山おやこ森のようちえん

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ

この記事の

森のおさんぽ会

活動・教育の場として

散歩の前に講師の先生から 葉っぱの上に何かを発見！ 樹木を使ってブランコ みどりに囲まれたハンモック 手作りの紙芝居を行いました みんなで仲良く自由に遊ぶお父さんも一緒に観察中 自由な遊びを見守り、サポート

おもいきり遊べる自由な公園おもいきり遊べる自由な公園
プレーパークで地域の賑わいを創出プレーパークで地域の賑わいを創出

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ
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　プレーパークは極力禁止事項を無くし、自
分の責任で自由に遊んでもらうための活動
です。有栖川宮記念公園でもプレーパークを
2014 年 7・10 月に実施し、地域・公園の特
性を意識した内容を企画しています。例えば
地域に外国人が多いという特性から日本文
化を伝えるような取り組みを行ったり、豊か
なみどりを利用した遊具で遊ぶ取り組みな
どを行っています。また、自分たちだけで企
画するのではなく、地域住民の声も積極的に
取り入れています。例えば「紙芝居」の企画は、
地域住民の声から生まれたものです。年々参

加者が増えてきて、今では港区で一番参加者
の多いプレーパークとなりました。参加者か
らは「子どもが普段、自然で遊ぶ機会がない
のでこのような取り組みはとても助かる」と
いう声もいただいています。

　今後の展望として考えているのが「地域企
業とのコラボレーション」です。地域の住民
だけでなく企業にもプレーパークの運営に
携わっていただき、弊社だけでは創出できな
い新しい価値を生み出しつつ、より地域が一
体となったイベントになるようにと考えて
おります。

地域や公園の特性を活かす

さらなる地域の一体化に向けて

　日比谷アメニス大阪支店が指定管理者とし
て管理運営を行う甲山森林公園は、83haの大
規模な都市公園です。公園の分類上は都市公
園ですが、六甲山の東、甲山から続く森林に囲
まれ、ハイキングや野鳥観察が楽しめます。
　甲山おやこ森のようちえんで行う「森のお
さんぽ会」も豊かな自然を活用したイベント
の一つ。内容は単純明快で、みんなでゆっくり
散歩をすることですが、実際に公園を歩いて
みると、五感を通してさまざまな角度から新
たな発見が飛び込んできます。参加者からは、
「家族との楽しみ方とはまた違った発見がで

き、子どもものびのびと遊んでいた」「普段は
自然との関わり方がわからず、単調になりが
ちなので、イベントというきっかけがあると
散歩が楽しい」等の声をいただいています。

　リピーターも多い当イベントは、広報（公園
利用促進）の一環としても開催していく予定
です。そのためには園内での活動団体の力も
必要不可欠。講師の方からは「公園のトイレが
きれいで使いやすいので、小さな子どもたち
を安心して呼べる」と褒められました。豊かな
自然を次世代に伝えるために、参加者にも活
動団体にも好まれる公園づくりを目指します。

　日比谷アメニスが指定管理者の代表企業として管理する有栖川宮記念宮公園では、地域を
巻き込んでプレーパークというイベントを定期的に開催しています。このイベントはグ
ループ会社である株式会社グリーバルの協力も得ながら実施しており、今年で４年目にな
ります。年々参加者が増え続け、今では地域の賑わいを生む重要なイベントとなりました。

　日比谷アメニスが指定管理者の代表企業として管理する有栖川宮記念宮公園では、地域を
巻き込んでプレーパークというイベントを定期的に開催しています。このイベントはグ
ループ会社である株式会社グリーバルの協力も得ながら実施しており、今年で４年目にな
ります。年々参加者が増え続け、今では地域の賑わいを生む重要なイベントとなりました。

　「親子で自然の中をゆっくり散歩し、森や自然に親しんでほしい。」そんなまっすぐな想い
から甲山森林公園で活動を続ける NPO 法人ネイチャーマジックさんに声をかけ、共同開催
３回目となる甲山おやこ森のようちえん。自然に親しむ参加者親子と活動をお伝えします。

　「親子で自然の中をゆっくり散歩し、森や自然に親しんでほしい。」そんなまっすぐな想い
から甲山森林公園で活動を続ける NPO 法人ネイチャーマジックさんに声をかけ、共同開催
３回目となる甲山おやこ森のようちえん。自然に親しむ参加者親子と活動をお伝えします。

かぶとやま
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新しいみどりのかたちを求めて新しいみどりのかたちを求めて
ラピュタ・グリーンウォール-L  開発秘話ラピュタ・グリーンウォール-L  開発秘話

　

　新しい壁面緑化の製品開発は、繊維の樹脂
加工を行う西平レース（株）の西平専務の発案
から始まりました。ジオグリッドと呼ばれる
ネット状の土木用資材の端材を、処分せずに
有効活用できないか 2004 年頃から考えてい
たところ、植物を絡ませ、みどりのカーテンに
することを思いつきました。通常のみどりの
カーテンとは違い、土中までネットが入って
一体化しており、ネットに植物が絡んだ状態
でもネットを丸めてコンパクトにでき、保管
や輸送にとても便利です。重い資材は使って
いないため軽くて運びやすく、ネットを広げ
ればすぐにきれいな壁面緑化で覆うことがで
きる、さまざまな長所をもつ製品で、2005年
1月に特許出願をしました。
　繊維が専門の企業ですので、植物の知識が
全く無く、樹種の選択には苦労がありました。
幸いにも会社の所在地が関西有数の植木の生
産地で、そこを取り仕切っている桃山町植木
組合の協力を得て、うまくネットに絡み成長
する樹種を選択するため自社内で 10 種類以
上を試しました。植物の難しい点は結果が出
るまでに時間がかかるところにあり、繊維製
品の試作では 30 分で結果が出るものもあり
ますが、植物は1年、またはそれ以上経たない
と、成功か失敗は分かりません。それでも試験

を継続して結果が出始め、カロライナジャス
ミン、テイカカズラなどが適していることが
分かってきました。実際の現場での試験的な
設置も行い、順調に生育した物件も出てきま
した。そして2010年 10月、出願していた緑化
方法の申請が受理され特許取得に至りました。

　同じ頃に日比谷アメニスでも動きがあり、
よりよい製品を開発し壁面緑化の可能性を広
げて行こうという社内プロジェクトが 2010
年 11月に立ち上がりました。プロジェクトで
緑化の技術を調べていたところ、１件の特許
に行きあたり、2011年 5月に１本の電話を入
れます。その相手先が西平レースでした。シン
プルでどんな現場にも使えるデザイン性や、
設置したその時からみどりで覆うことができ
る特徴は当社にとって大きな魅力でした。
　間もなくして２社はパートナーとなり、「ラ
ピュタ・グリーンウォール -Ｌ」という製品が
できました。当社の造園の専門業者のノウハ
ウも製品改良にプラスしていき、よりよい樹
種の研究や、施工部門の声も反映させた梱包
や運搬方法の検討、ネットの見た目をよりよ
くするための細かな改良などを進めています。
壁面緑化製品としての完成度を高めながら各
現場で施工し、サプライチェーンを活かして、
みどりの可能性を広げていっています。

キーワード
キーワードの説明は
32～ 34 ページ

この記事の

　これから先の未来でもっとみどりを増やしていきたい。そのためには「魅力的な緑化計画
を提案すること」や、「みどりに対する意識を高めること」などの方法がありますが、「新しい
みどりのかたちを考え出すこと」もひとつの方法です。現在、壁面緑化はさまざまな製品が
開発されていますが、きれいな壁面緑化をより簡単に設置できる製品の開発により、みどり
を増やす可能性を広げる取り組みを行っています。開発された製品「ラピュタ・グリーン
ウォール -Ｌ」は造園や園芸とは別の業界の企業で開発が始まり、当社も改良に協力しつつ
各現場で設置しているもので、サプライチェーンを活かしてみどりを広げています。

　これから先の未来でもっとみどりを増やしていきたい。そのためには「魅力的な緑化計画
を提案すること」や、「みどりに対する意識を高めること」などの方法がありますが、「新しい
みどりのかたちを考え出すこと」もひとつの方法です。現在、壁面緑化はさまざまな製品が
開発されていますが、きれいな壁面緑化をより簡単に設置できる製品の開発により、みどり
を増やす可能性を広げる取り組みを行っています。開発された製品「ラピュタ・グリーン
ウォール -Ｌ」は造園や園芸とは別の業界の企業で開発が始まり、当社も改良に協力しつつ
各現場で設置しているもので、サプライチェーンを活かしてみどりを広げています。

繊維業界から生まれた壁面緑化

みどりを広げるパートナーに

デザイン性の高い建物での使用土・ネット・植物が一体化した製品

ラピュタ・グリーンウォール -L 施工事例

現場での手軽なイメージアップにも いろいろな花も咲きます

植栽を登はんさせる生産状況 くるくると丸めてコンパクトに 個別の場合は箱に入れて出荷 まとまった数量での出荷状況

広げた写真

テイカカズラテイカカズラテイカカズラ
カロライナカロライナ
ジャスミンジャスミン
カロライナ
ジャスミン
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基本キーワード
●ＣＳＲ（しーえすあーる）
　Corporate Social Responsibility の略。企業の社会的責任
と訳され、企業が社会や環境に及ぼす影響に対して担う責
任のことをいいます。企業は自社の利益だけでなく、利害
関係者（ステークホルダー）への影響にも配慮して意思決
定をしていく必要があります。
●ステークホルダー
　組織の何らかの決定又は活動に利害関係をもつ個人又は
グループをいいます。取引先、消費者、株主、社員、下請企業、
競争企業、地域住民、地域社会、自然環境など、企業活動
に何らかの利害が発生する、あらゆる人や組織が対象とな
ります。

P06 ～ 07 　大手町地区 水辺空間の創造
●共同企業体・ＪＶ（きょうどうきぎょうたい・じぇいぶい）
　主に建設や土木の事業において、工事物件を単独の企業
ではなく、複数の建設企業で一つの工事を受注・施工する
ことを目的として形成し、事業を行う組織のことを言いま
す。今回の大手町川端緑道の施工では、㈱日比谷アメニス
と㈱富士グリーンテックの二社で共同企業体を結びました。
JV と略して呼ぶことが多く、JV とはジョイント・ベンチャー
の略です。
●修景（しゅうけい）
　建築物や公共施設の形態・意匠・色彩を周囲の自然や町
並み、歴史的景観などに調和させること。大手町川端緑道
では、日本橋川という水辺の空間と、周辺のオフィスビル
の街並みに合うよう、石組による旧石垣跡の再現や夜間照
明による光の演出、植栽樹木の選定などにこだわりました。
●インターロッキングブロック舗装（ほそう）
　独特の幾何形状に製造されたコンクリートブロックを組
み合わせた舗装のことで、優れた耐久性と安全性、快適性
および景観性をもつ舗装です。ブロックの種類や寸法、敷
設パタ－ン、色調のバリエーションが豊富で、保水性や透
水性など環境にも配慮したブロックもあります。

P08 ～ 09 　未来の景色をみんなでつくる！
●越谷レイクタウン（こしがやれいくたうん）
　埼玉県越谷市東南部に位置する水辺空間と都市生活空間
が融合したニュータウンで、2008 年に街びらきが行われま
した。平成 25 年 3 月から平成 26 年 6 月には「越谷レイク
タウン地区調節池修景外整備工事」を当社が請け負いまし
た。ＪＲ武蔵野線・越谷レイクタウン駅の南側にある調整池
の周りとそれに付随する街区公園 2 箇所の整備工事が主な
工事内容でした。
●木質チップ（もくしつちっぷ）
　木材を細かく砕いて小片にしたもので、マルチング材や
バイオマス燃料としての利用が可能です。木材加工の際の
端材や剪定した枝など、通常は廃棄されるような木材でも
チップにすることでリサイクルが可能となります。燃料と
してはカーボンニュートラルであり大気中の二酸化炭素の

増減に影響を与えないため、環境にやさしいエネルギーに
もなります。
●マルチング
　植物の根元の土をバーク（乾燥した樹皮片）や化粧石、
腐葉土などで覆うことを言います。マルチングを行うこと
で雑草の繁茂を抑える、土の乾燥を防止する、土の温度を
安定させるなど、植物にとって良い影響があります。その
他にも雨による土の跳ね上がり防止、美景の向上などの効
果が期待できます。

P10 ～ 11 　数字で見るいろんなみどり
●屋上緑化（おくじょうりょくか）
　建物の屋上や屋根にみどりを植栽すること。主にみどり
が少ない都市部で多く行われ、気温上昇を抑えたり景観を
向上させたりと、都市環境整備の一端を担っています。地
面ではなく屋上という特殊な空間でみどりを育てるために、
使用する土や水やり方法にも気を使って植栽します。
●壁面緑化（へきめんりょくか）
　建物の壁面にみどりを植栽すること。つた類を壁に這わ
せたりポットを壁に固定したりすることで、壁一面をみど
りで覆います。みどりの壁は人々の関心を集め、環境への
意識がより一層高まります。
●校庭芝生化（こうていしばふか）
　これまで土だった校庭を芝生に変えること。芝生にする
ことで埃が立たなくなる、気温調整機能が働いて過ごしや
すくなる、クッション性が上がり生徒たちの怪我が減るな
ど、校庭環境を向上させる効果が得られます。芝生化した
後も学校と地域が一体となって芝生管理を行うことで、地
域コミュニテイの形成も期待されます。

P12 　若手社員から見た先輩の１日
●樹木医（じゅもくい）
　樹木医とはその名の通り、樹木のお医者さんのことです。
木が病気になっていないか、倒れる危険性がないか、移植
が可能であるかなどについて「診断」を行ったり、薬を注
入したり、外科手術を施したりといった「治療」も行います。
街角の街路樹から天然記念物の巨木まであらゆる樹木を対
象とし、診断・治療を行います。
●街路樹診断カルテ（がいろじゅしんだんかるて）
　街路樹診断では、樹木の外観やレジストグラフなどの道
具を用いた診断から樹木の健康状態を判断し、適切な処置
の方法を示します。1 本 1 本の樹木について、こうした健
康状態や処置内容をまとめたものが街路樹診断カルテです。
カルテを作成し、記録に残すことで、健全な街路環境の管
理計画に役立てられます。
●レジストグラフ
　刃先直径 3 ㎜のキリを用いて、貫入抵抗より樹幹の硬軟
を測定する診断機器です。レジストグラフの診断結果から
空洞率を求め、樹木内部の空洞の大きさを推定できます。
樹木の空洞率が 50％以上ある場合は、樹木の倒木の危険が
あり伐採する目安となっています。

P13 　親しみやすい景色をつくる
●草星舎 ( そうせいしゃ )
　東京都薬用植物園内にあり、2010 年 4 月から開業してい
る、植物（食べ物）と健康に関する情報の発信、イベント・
セミナーの開催、商品を販売しているショップです。北部
緑地（株）が事務局となって、公益社団法人東京薬事協会、
公益社団法人東京生薬協会と共同で運営しています。
●人研ぎ仕上げ（じんとぎしあげ）
　左官仕上げの一種で正式名称は「人造石塗り研ぎ出し仕
上げ」です。大理石や蛇紋岩などの種石を混入したモルタ
ルを上塗りし、それを研ぎ出して自然な素材感を出す工法。
自然石の風合いを再現した仕上げであり、種石の選定によっ
てさまざまなテクスチャを得ることができます。

P16 ～ 17 　見通しが効く安心な樹林地作り
●レクリエーション
　「余暇」「娯楽」「気晴らし」などという意味です。気晴ら
しの散歩やランニング、イベントや花見などの娯楽、子供
を連れて余暇を遊具でいっしょに遊ぶ、テニスや野球など
のレジャー、公園はレクリエーションを行ううってつけな
場所です。都立猿江恩賜公園でも皆さんのレクリエーショ
ンの場として利用してもらえるように、イベントや見どこ
ろ作りに力を入れています。
●猿江恩賜公園（さるえおんしこうえん）
　江東区にある都立公園です。かつては猿江貯木場といっ
て、材木を水に浮かべてためておくための場所でした。大
正 13 年にその敷地の一部が東京市に払い下げられ、昭和 7
年に開園しました。北側地区は昭和58年に開園しています。
新大橋通りをはさんで、野球場や庭園のある落ち着いた雰
囲気の南園と、じゃぶじゃぶ池、テニスコート、広場、遊
具のある開放的な北園に分かれています。平成 23 年 4 月
から、アメニス東部地区グループが公園の管理運営を、東
京都の代行者として行っています。

P17 　インフォメーションランドスケープシステム紹介
●ＧＩＳ（じーあいえす）
　地理情報システムのことで、Geographic Information 
Systemの略称。地理的位置に関連づけられた様々な情報を、
作成、管理、分析、可視化する情報技術です。都市計画や
科学的な調査などに利用され、高度な分析や迅速な判断を
可能にしています。

P18 ～ 19 　ひとりひとりの熱意をカタチに
●インタープリター
　自然と人との橋渡し役として、その時その場所の自然が
発するメッセージを、訪れた人々に分かりやすく伝える専
門家です。単に自然観察の案内役を務めるだけに留まらず、
インタープリターには参加者を楽しませたり、参加者の主
体性を引き出したり、プログラムを効果的にデザインした
りといった能力が求められます。インタープリテーション
は教育であり、同時にエンターテイメントでもあります。
●みどりの愛護（あいご）
　全国「みどりの愛護」のつどいは、四季折々に表情を変
える、日本の豊かな自然を守り育て親しむとともに、その

恩恵に感謝し豊かな心を育むことを願って、平成 2 年から
全国の公園緑地等の愛護団体などの、緑の関係者が一同に
つどい、広く都市緑化意識の高揚を図り、緑豊かな潤いあ
る住みよい環境づくりを推進するために開催されています。
式典では、みどりの愛護団体に対する国土交通大臣感謝状
の授与や記念植樹などの催しが行われます。

P20 　思い出の場所に感謝をこめて
●街区公園（がいくこうえん）
　都市公園を行政的に大別した場合の種類の一つ。主に街
区に居住する住民の方の利用を目的とした公園で、誘致距
離 250m の範囲内で１箇所当たり面積 0.25ha を標準とし
て配置されます。 

P21 　社員の想いを実現する場づくり
●ボトムアップ
　企業経営などで、組織の下位から上位、従業員から経営
者への発議により意思決定がなされる管理方式です。長所
としては従業員の経験に根ざした意見・提案を聞くことが
でき、従業員の働く現場の状況に即した判断ができたり、
多様な意見を集めることができる点にあり、短所としては、
多様な意見をまとめるのに時間がかかったり、判断が混乱
しやすいことなどが挙げられます。

P24 ～ 25 　公園を地域の学びの場に！
●東白鬚公園（ひがししらひげこうえん）
　墨田区の北端、隅田川に沿うような南北に細長い都立公
園です。公園の東側には、13 階建の高層住宅が 1 キロ以上
に渡り建ち並んでいます。そこには防災シャッターや避難
用ゲートなどが設置され、また屋上には散水用放水銃もあ
ります。火災が起こった時に東白鬚公園に避難して来た方々
の壁となる役割を担っています。公園は火の粉、熱風から
守るための樹木を多く植えており、南と北にひとつずつあ
る池は、避難者の衣服や荷物についた火の粉を消すための
もので、非常用のトイレも設置されています。
●オフスクール
　東京学芸大学が中心となった HATO 教育環境支援プロ
ジェクトは、総合的な教育アプローチによる「学習多様性(進
学的学力のみでない学びの価値付け )」をめざすことで、地
域にある幼稚園・保育園・小学校・中学校の一体的なサポー
トモデルを構築すすめています。その一環として、墨田区
立桜堤中学校への包括的な支援を行っており、地域連携プ
ログラムとして「OFF SCHOOL （オフスクール）」を展開し
ています。今回のオフスクールパークは、このオフスクー
ルを公園や地元のＮＰＯと連携し、学校内でなく公園で展
開する新たな取り組みです。
●生涯学習（しょうがいがくしゅう）
　「人々が自己の充実・啓発や生活の向上のために、自発的
意思に基づいて行うことを基本とし、必要に応じて自己に
適した手段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行う学習」
が定義です。公園も生涯学習をする場として適していて、
オフスクールパークでも生涯学習に結びつくプログラムを
多数提供しています。

KININARU キーワード集
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編集後記

当社のＣＳＲ活動を振り返って  代表取締役 社長　小林 定夫

　今年で４回目となるＣＳＲレポートの発行を無事に終えることができました。レポートの製作に

あたっては、取材に応じてくださった方、情報や資料を提供してくださった方、文章や紙面を確認し

てくださった方など、たくさんの方々のご協力がありました。皆さまのご協力無くしてはレポートの

完成も無かったかと思います。まずはこの場を借りて感謝申し上げます。レポートの製作だけでなく、

当社のＣＳＲ活動も多くの皆さまのご協力により実現することができています。その成果をこの冊

子を通して知っていただき、今後も皆さまとの関わりを深め、社会への貢献度をさらに増していくこ

とができればと思います。

CSR による企業価値の向上

地域との関係を大切に

より幅の広い活動のために

　お客様や社員と接する中で、社会の CSR に対する認識がここ数年で特に高まっていること

を感じます。私が入社したばかりの頃の時代は経済的な豊かさを求める風潮が強かったので

すが、価値観は多様化しており、経済面以外の付加価値が求められるようになってきています。

CSR 活動を通じてそうしたニーズに応えることが企業価値の向上につながると考えています。

　CSR に対する認識の変化とともに会社とステークホルダーとの関係も変わってきています。

最近では、公園や緑地などをコミュニティづくりの場として提供するなど、地域を巻き込んだ

活動が増えてきています。当社の活動がきっかけとなり地域コミュニティが形成され、そのコ

ミュニティが根付いてくれれば、こんなにいいことはありません。作って終わりではなく、そ

の後の利活用も考えてハードとソフトの両面を充実させていくことが重要だと考えます。

　当社には様々な価値観を持った社員がおり、社

会貢献に対する意識の強い社員も増えてきていま

す。こうした人材を活かすためにも、CSR 活動に取

組みやすい制度や環境を整えていく必要もあると

思います。社員の力を活かし、ビジネスとの両立も

図りながら社会に貢献していくことで、今後さら

に CSR 活動の幅が広がる事を期待します。

●パークペインティング
　樹林地の中に巨大なキャンバスを用意して自由に絵を描
いてもらう公開アートイベントです。オランダのキューケ
ンホフ公園で実施していたイベントにインスピレーション
を受けた猿江恩賜公園のセンター長が作り出したイベント
です。平成 26 年 3 月に実施した際は、幅 130 ㎝、長さ
31m の壁を作り、総延長 62ｍの巨大キャンバスを作成し
まし、自由に絵を描いてもらいました。

P26 　都会で遊んで学べるみどり
●大丸有地区（だいまるゆうちく）
　東京都千代田区にある大手町・丸の内・有楽町の 3 つを
合わせたエリアのこと。環境に対する取組みも盛んで、
2000 年代以降の再開発では多くの高層建築物が建設される
とともに、ヒートアイランド現象緩和の取り組みとして、
緑化も積極的に行われました。当社が緑化の施工をお手伝
いさせていただいた事例も多くあります。
●エコキッズ探検隊（たんけんたい）
　大丸有エリアの企業や一般社団法人大丸有環境共生型ま
ちづくり推進協会（エコッツェリア協会）の会員企業が自
社の得意分野や環境保全活動を、こどもたちにワークショッ
プ形式等で体験してもらう環境教育です。日比谷アメニス
は、日比谷花壇グループとして、2009 年から６年続けて参
加しており、緑化の効果を体感したり、植物の役割を知る
プログラムを用意しています。

P27 　明日へのつながる花とみどり
●ひまわりプロジェクト
　東日本大震災への復興支援活動として被災地にひまわり
の花と笑顔と届ける活動を行う団体です。2011 年 5 月に東
京大学東日本環境支援部と丸の内エコッツェリア協会にて、
有志の企業・団体を中心に活動が始まりました。４年目を
迎える現在も様々な企業・団体に協力・参加して頂き、後
援として宮城県や名取市、名取市教育委員会にも応援して
いただきながら活動を行っています。
●グリーンバンク
　2012 年 4 月に宮城県名取市美田園地区の仮設住宅隣接地
に作られた環状の植栽地で、１００種類以上の有用植物が
植えられ市民に公開されています。薬用・食用・癒しとい
う植物の持つ効用を学ぶ場を創る「グリーンバンク緑の環
プロジェクト」がここで実施され、ハーブ等の有用植物を
植えて育てることや、その植物を利用したハーブ教室の実
施等の活動を行っています。

P28 　歩くだけで伝わる自然の楽しさ
●甲山森林公園（かぶとやましんりんこうえん）
　甲山森林公園は、兵庫県西宮市の市街地からほど近い自
然豊かな公園で、明治百年・兵庫百年の栄光を讃えて昭和
45 年に開園されました。シンボル鳥はヤマガラで、頭でっ
かちで太めの体形やひょうきんな仕草が来園者を和ませて
くれます。当社は、地元の造園会社と構成された「パーク
マネージメント甲山」として、平成 24 年 4 月 1 日より管
理運営を行っております。

●都市公園（としこうえん）
　都市公園とは、都市公園法に定められる国又は地方公共団
体が一定区域内の土地の権原を取得し、一般に公開する営造
物です。種類は身近な公園から運動公園や大規模な緑地まで
さまざまで、目的によって細かく分けられます。甲山森林公
園は、兵庫県の所有物で、大規模公園の中の広域公園に属し
ています。

P29 　おもいきり遊べる自由な公園
●プレーパーク
　1943 年にデンマークでできた「廃材遊び場」が起源。子
どもたちは整備された公園よりも廃材が転がっているような
場所の方がよく遊ぶ、という考えから作られた遊び場です。
こどもたちの、やってみたい！というチャレンジ精神や好奇
心をかきたてて、自然の中でやりたいことを自由に実現して
もらうために、ルールや禁止事項を作る変わりに「自分の責
任で自由に遊ぶ」という方針のもとで運営されています。プ
レーリーダーという専門のスタッフが、子どもがいきいきと
遊ぶことのできる環境をつくるとともに、遊具の点検や整備、
けがや事故の対応などにもあたります。
●有栖川宮記念公園（ありすがわのみやきねんこうえん）
　東京都港区南麻布にある、かつての有栖川宮邸跡地に造ら
れた公園です。園内は起伏に富み、丘や渓谷、池など、自然
を大切にした趣ある日本庭園が特徴です。日本庭園から距離
を隔てた広場には、児童向けの遊具などが設置されています。
平成 24 年 4月から、指定管理者制度より、アメニス・ケイミッ
クス・日比谷花壇グループが公園の管理運営を、港区の代行
者として行っています。周辺に大使館が多く、多国籍な利用
者で公園が賑わうことや、周辺地域の歴史的な背景を活かし
て、国籍に関わらず楽しめるイベントや、まち歩きガイドツ
アーを開催するなど、多くの利用者で賑わっています。

P30 ～ 31 　新しいみどりのかたちを求めて
●サプライチェーン
　サプライチェーンとは、企業が提供する商品やサービスを
顧客に届けるまでの一連の流れのことをいいます。サプライ
チェーンの各段階に関わる自社以外の人や組織に対しても、
安全・環境・人権等への配慮をしていくことが求められてい
ます。
●ジオグリッド
　直交する二方向の部材を交点で結合または一体化した格子
構造をもつシート状のもので、ジオグリッドの持つ引張特性
および土との摩擦特性などにより土構造物の安定を向上させ
る目的で、盛土補強や軟弱地盤の安定剤として用いられます。
●カロライナジャスミン
　春から初夏まで漏斗状の黄色い花を咲かせ、丈夫で育てや
すい花として有名です。花の香りも控えめなのでジャスミン
の香りが苦手な方でもあまり気になりません。
●テイカカズラ
　常緑のつる植物。5 月から６月にかけて小さな白色の花を
咲かせ、咲き進むとクリーム色になり甘い香りがします。花
は 5 つに分かれプロペラ状になります。葉は濃い緑で秋には
紅葉します。

和やかな雰囲気の中、若手社員によるインタビューを
行いました




