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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

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

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

巻頭特集

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。

「コーポレート・メッセージ」と「３つのビジョン」について

● 社名
や

つ

谷津の景観と生き物に出会える公園づくり・・・ 0 4

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

活動内容を１つの記事の中で紹介しています。

屋上・室内等の特殊環境緑化
公園・緑地等のメンテナンス業務

世界に誇れる「景色」をつくろう

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」をメインのテーマとし「３つのビ

創意工夫で新しい景色を・・・・・・・・・・・・ 1 2
屋上緑化技術のこれまで、これから・・・・・・・1
14

世界に誇れる「景色」をつくろう
こころが響きあう「場」をはぐくもう
いのち

生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

各種ＣＳＲ活動

【３つのビジョン】

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

こころが響きあう「場」をはぐくもう
思いを「つなげる」現場ＣＳＲ・・・・・・・・・ 1 8
大学と連携した課題の解決に向けて ・・・・・・2
20

みどりを通じたイキイキ生活づくり ・・・・・・ 2 4
生命あふれる地球を「未来」にとどけよう
国道 1 号桜田通り トチノミ落とし・・・・・・・ 2 8

体験が伝える自然のホント・・・・・・・・・・・ 3 2

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・
自然・環境に関する知識を持った当社ならではの教育活動や、未来の環境づくりに貢献する活動を紹介

みどりのちからを、復興のちからに・・・・・・・3
33

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。
36 〜 38 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。

350 人（グループ連結 450 人）
〒108-0073 東京都港区三田 4-7-27
03-3453-2401( 代表 )
● ホームページ
http://www.amenis.co.jp
● グループ企業
太陽スポーツ施設株式会社
北部緑地株式会社
株式会社エコル
株式会社エコルシステム
株式会社アメニス山梨
株式会社パークマネジメントひょうご
株式会社橘木

当レポートの対象期間
2014 年 10 月〜 2015 年 9 月
（一部期間外の活動も掲載しています）

研修で夢をみる！？ ・・・・・・・・・・・・・・3
34
みんなで取り組むワークライフバランス・・・・3
35

します。

各種用語の説明について

● 従業員数

きづき

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

生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

３億円

株式会社グリーバル

力を合わせてみどりの魅力を伝える ・・・・・・ 3 0

いのち

● 資本金

● 電話番号

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
出し、魅力ある場をはぐくむ活動を紹介します。

1872 年

● 本社所在地

食のニーズに応える公園・・・・・・・・・・・・ 2 2
世界に誇れる「景色」をつくろう

公園・スポーツ施設等の管理運営業務
● 創業

まちに 10 万本の木を植える ・・・・・・・・・・ 1 0

【コーポレート・メッセージ】

●主な事業内容
公園・緑地等の施工管理業務

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
ジョン」に沿ってＣＳＲ活動を紹介していきます。

株式会社日比谷アメニス

※巻頭特集では、３つのビジョンそれぞれにまつわる

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

会社情報

KININARU キーワード集 ・・・・・・・・・・・・3
36
トップメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・39
9

当レポートの対象組織
日比谷アメニスおよびグループ企業

レポート発行時期
2015 年 12 月

制作委員（ＣＳＲプロジェクト）
岡部諭紀
樋口康成
大西竹志
三間慎啓
松田欣也
髙木良樹

沼田康資
伊佐真津美
平賀耕介
井上亮太
朝倉吉保
植田崇裕

小谷野広明
河原典生
芝野貴希
曾根大樹
五十部美穂
小島裕貴

巻頭特集

や

生息地を侵すことなく、より近くで草木や野

豊かな自然に囲まれた公園

つ

谷津の景観と生き物に出会える公園づくり
魅力いっぱいの公園を子どもたちへ

鳥を観察することができます。施工箇所は、

谷津の地形を活かした広大な景色と自然

谷津の中という軟弱な地盤での施工となり、

を楽しむことができる場所、そんな公園が

デッキを安定させるための工夫が求められ

「別所谷津公園」です。別所谷津公園が位置す

ました。そこで、約 4m の長さの単管パイプ

いんざい

る印西市牧の原は、
「北総台地」と呼ばれるな

を土中深くまで打ち込み、強固に支持した基

だらかな台地と「谷津」と呼ばれる谷によっ

礎をつくることで、軟弱地盤でのデッキ設置

てできた地形が特徴的な自然豊かな地域で

を可能にしました。

す。特に、現場区域は樹林や池など谷津の環

公園にある資源を活かす

境を丸ごと含んでいるため、これらの保全と
ともに、市民が豊かな自然に親しむ場として

別所谷津公園の北側に位置する歩行者専

の公園づくりが求められました。

用道路では、当初既存の樹林の一部を伐開し

現場は、
「別所谷津公園」と「別所緑地」に分

て、法面を造成する予定でした。しかし、既存

かれており、
「別所谷津公園」には、池を望む

樹林の保護のため、間知ブロック擁壁による

水辺テラスと大きな芝生の法面があり、谷津

土留めをすることになりました。
これにより、

を背景にした遊具広場があります。一方、
「別

伐開範囲を少なくすることに成功し、守られ

所緑地」には既存樹林の中を巡る遊歩道があ

た樹林部分には既存のクリやコナラなどの

り、谷津の景観や野鳥を観察するデッキがあ

ほかにクヌギなど雑木林の樹木が植栽され

ります。

ました。

けんち

公園の施工にあたっては、地形や既存樹林

また、隣接した保育園側から園庭に土が欲

などを活かしつつ、谷津の景観と生き物に配

しいという要望があり、法面造成で発生した

慮した工夫を行いました。

掘削土を園庭づくりに提供しました。当初は
築山の上に土管があるだけでしたが、土を盛

景観と生き物に配慮した取り組み

世界に誇れる
「景色」
をつくろう
や

つ

ることで土管のトンネルが山の中にでき、土

別所谷津公園の中央に位置する水辺テラ

を踏みしめる楽しさも園児たちは体験でき

スでは、洗掘によって法面が崩れている箇所

ました。このように現場発生土を活用し、子

が見受けられました。そこで、金網をかご状

どもたちの遊び場づくりに貢献しました。

谷津と呼ばれる起伏に富んだ地形とこの地で育まれた“豊かな自然の景色”を守り、その

にしたふとんかごを設置することで、法面の

これらのように、自然環境を保全するとと

魅力を引き出すために、
施工にあたっては様々な工夫を凝らしました。

保護とともに、水辺の生き物の棲み家にもな

もに最大の魅力として活用するために様々

る場所を設けました。

な工夫を凝らしました。その結果、別所谷津

こころが響き合う
「場」
をはぐくもう
私たちの造ったものが “地域の大切な宝物” となるように、完成間近の公園で「秋のおさ
んぽ会」
を実施して、
公園の魅力について地域住民に紹介しました。

公園は谷津の景観と生き物に親しむ場とし

別所緑地の北側では、谷津の上にせり出し

て無事に完成しました。

た観察デッキにより、ここで暮らす生き物の

生命あふれる地球を
「未来」
にとどけよう
“みんなに喜ばれる公園の未来” を想像して、豊かな谷津の環境を保全するだけでなく、
公園の自然や遊び方について、
これからの公園利用者である子どもたちに伝えました。

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

や

つ

けん

ち

いんざい

・ 谷津 ・ 印西牧の原 ・ 景観 ・ ふとんかご
・ 間知ブロック
公園内には豊かな自然が残っています

04

ときには大雪や台風に見舞われたことも

05

土管だけだった園庭に山が完成

巻頭特集

〜自然を守り景観を活かす施設ができるまで〜
水辺テラス際のふとんかご

樹林の保護と擁壁の設置

谷津を望む観察デッキ

「秋のおさんぽ会」の開催

公園利用者にバトンを渡す

平成２６年１０月１２日、完成を間近に控

今回の取り組みは、子どもたちにとって意

えた別所谷津公園にて、公園の完成を楽しみ

義あるものだったのでしょうか。公園の完成

にしていた「牧の原宝保育園」の園児及び保

から１年後の平成２７年１０月中旬、牧の原

護者を対象にしたイベントを開催しました。

宝保育園の足立園長にお話を伺いました。

プログラムは保育園との打合せによって検

Ｑ．イベントの感想はいかがでしたか

討し、①ドングリや植物について観察をしな
池の水をせき止めて作業場所をつくります

擁壁ブロックを一個ずつ積む地道な作業

４ｍ近い単管パイプを地中に打ち込む

普段、自分だけでモノをつくる機会が少な

がら公園を散策する「秋のおさんぽ会」、②公

く、メダルづくりは貴重な体験となりました。

園で拾った木の実を飾ってつくる「木のメダ

また、おさんぽで工事や植物の話を聞き、公

ルづくり」、③現場で活躍した「重機の試乗体

園が完成した時に期待が膨らみました。

験」などを実施しました。また、イベント開催
Ｑ．その後公園はどのように使っていますか

には印西市及び独立行政法人都市再生機構

週２、３回、おさんぽやドングリ拾いなど

首都圏ニュータウン本部に後援していただ

をしており、春はお弁当を持って遊びに行き

きました。

ました。

イベント当日は、各保護者への広報を保育
数段に分け掘削、次第に形が見えてきた

かごの設置、動かないように松杭を打つ

水や泥が漏れないように伱間を塞ぎます

軟らかい地盤、こんなに多くの基礎が必要

園に手伝っていただいたこともあり、約１６

このように、完成後の公園は、園児たちに

０名もの参加者が訪れました。公園の完成を

自然に親しむ場として今も利用されている

心待ちにしていた多くの方に、公園の魅力を

ようです。「造った公園を楽しんでもらいた

紹介するとともに、「もっと面白く公園を使

い」という私たちの思いが多くの人に受け継

う」ためのアイデアを伝えることができまし

がれていくために、私たちにできることは数

た。私たちにとっても、造った公園が多くの

多くあります。今後も、地域の宝物となるよ

方に使われる姿を間近にみることができた

うな公園を造るとともに、現場ＣＳＲ活動を

ことは貴重な経験となりました。

通じて利用者へバトンを渡す手助けをして
いきたいと思います。

谷津へと伸びる観察デッキの完成

立派な擁壁の上は保護された樹林が

別所緑地・別所谷津公園
全体図

別所谷津公園

別所緑地
古新田調節池

秋のおさんぽ会 散策コース

別所緑地

別所緑地

別所谷津公園 拡大図

かごの中に多くの石を敷き詰めます

芝生広場

おさんぽ会で公園の魅力を紹介します

自分だけのメダルづくり

初めて見る重機に子どもたちはワクワク

公園で捕まえたカエルに触ってみる

使われる公園の姿を間近で見れました

その後の公園も園児たちのおさんぽの場に

児童遊び場
樹林地
観察デッキ
間知ブロック擁壁
設置箇所

N

池

樹林地
ふとんかご 設置箇所
水辺テラス
（木のメダルづくり会場）

完成！水際の修景と保護で一石二鳥

06

幼児遊び場

07

100 年続くみどりをつくりたい。

世界に誇れる「景色」をつくろう

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

まちに 10 万本の木を植える
日比谷アメニス 年間植樹本数データ

中木（高さ 1m 以上〜 3ｍ未満）
植え付け本数

低木（高さ 1ｍ未満）植え付け株数

94,563 本

627,987 株
低木は地表から中木、高木へと枝葉の連続

高木と低木の中間的な樹高のものが中木

当社の主幹事業となっている造園業では、植物を植え付けて行くことが主な業務です。そ
して植物を植えた数だけまちの景観・環境に貢献しているということも言えます。そこで
今回はみどり豊かな景観づくりの指標として、１年間の植え付け本数をまとめてみました。
※2014 年 10 月〜 2015 年 9 月の期間の樹木材料発注数で集計をしています。

高木（高さ３ｍ以上）植え付け本数

【植え付け本数トップ３】
2,095 本
第１位 シラカシ
938 本
第２位 シマトネリコ
532 本
第３位 ソヨゴ

11,952 本

に分類され、高木に添える形で植えられたり、

性を持たせ、地表と樹木とをなじませる役割

低木の寄植えの中にアクセントとして植え

があります。
花の咲く樹種も多く使われ、彩り

られたりします。また、生垣を作るのに利用

豊かな空間が作れます。
単一の樹種を植えて、

されることも多くあります。人の目線の高さ

まとまった色彩を作ることもあれば、複数の

に枝葉が茂るため、目隠しや空間を区分する

樹種を使用して、さまざまな色・花の混ざっ

といった役割も持っています。

た混植にすることもあります。

【植え付け本数トップ３】
第１位 キンメツゲ
31,239 本
第２位 ヒイラギモクセイ 24,676 本
第３位 サワラ
7,275 本

【植え付け株数トップ３】
第１位 ヒラドツツジ
83,988 株
第２位 ボックスウッド 82,342 株
第３位 サツキツツジ
56,638 株

ヒイラギモクセイ

キンメツゲ

サワラ

ヒラドツツジ

ボックスウッド

サツキツツジ

生垣に利用された樹木の本数が多くなり

ツツジ類は紫・ピンク・白といった色の花

高木は単独で植え付けてシンボルツリーに

ました。ヒイラギモクセイやサワラは生垣植

が咲き、
一般的にもなじみ深い樹種です。
ヒラド

したり、列植し並木を作ることに利用され、そ

栽の定番です。キンメツゲは通常は上位にラ

ツツジは 5 〜 10cm 程度、サツキツツジは 3 〜

ンクするほどよく利用される樹種ではあり

5cm 程度の花が咲きます。
ボックスウッドは大

ませんが、当社施工の大型物件で多く使用さ

型物件での使用もありランクイン、刈込んで整

れ、今年度はランクインしています。

形し、
垣根やトピアリーを作ることができます。

の空間の印象を決定づける重要な役割を持ち
シラカシ

ます。
その他にも花を楽しむ、緑陰をつくると

街並みに合う、
明るさ・軽さをもった樹種が多

いった効果も忘れてはなりません。

く使われています。
都市環境に対する強さや市

樹種選定の際にはこれらを総合的に考える

ち

場性の高さも共通しています。
シラカシは明る

ほか、剪定などの管理にどの程度手間がかか

い緑の葉をつけ幹も細めで軽い印象、
並木・生

るか、コストや流通量はどの程度かといった

垣やシンボルツリーに使われることもあり、
デ

ことも含めて検討していきます。

ザイン性・使い勝手ともに良い樹木です。
シマ

また、樹木は１本１本、形が違うため実物を

トネリコも明るい葉色で枝葉も柔らかい印象、

見ないとその木の印象が分かりません。
重要
ざい

なシンボルツリーなどを選ぶときは圃場に材
けん

検をしに行き、これだ！という１本を選ぶと
いうこともあります。

キーワード

10

地被類は低木よりもさらに低い植物で、地
ひふく

ソヨゴも軽やかな樹形で、
風で葉がそよぎ音が

らず、草、つる植物、シダなど広い範囲の植物

することからその樹名がつけられています。

が含まれてきます。役割としては地表面の土

ざい けん

【植え付け株数トップ３】
第１位 タマリュウ
158,760 株
第２位 ヘデラ類
74,884 株
第３位 ヤブラン類
59,425 株

786,747 株
表面を被覆する植物の総称であり、樹木に限

・ シンボルツリー ・ 圃場 ・ 材検 ・ トピアリー

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

ひ

地被類 植え付け株数

１本立ち・株立ちともに美しい樹形となります。

ほじょう

この記事の

ソヨゴ

当社では都市空間の施工物件が多く、
建物や

いった役割もあります。CO2 の吸収・固定と

ほじょう

シマトネリコ

タマリュウ

へデラ

フイリヤブラン

壌を隠し、修景する効果があります。その他

定番中の定番ともいえる樹種がランクイ

にも地表の温度上昇の軽減や、雑草の繁茂を

ンしています。共通する特徴としてはデザイ

押さえる、土壌の流出を防ぐといった効果も

ン性が高く、メンテナンスが比較的容易で日

あり、さまざまな実用的な価値があります。

陰にも強いといった特徴があります。

11

世界に誇れる「景色」をつくろう

創意工夫で新しい景色を
北部緑地株式会社 現場ＣＳＲ活動２０１５

日比谷アメニスのグループ会社である北部緑地では、日本の伝統的な庭造りや庭園管理、
造園・土木の施工管理の業務を行っています。多種多様な現場を持つ会社ですが、各担当が
未来に残せるより良い景色作りの為に創意工夫を凝らして現場施工を行っています。
樹液を出すので「雑木林の王様」と呼ばれるほ

都会にある「クワガタの森」作り

ど、昆虫類に好まれています。
秋になるとどん

2015 年１〜９月に品川区立御殿山小学校

ぐりの実を落とすので簡単に見つけられるで

新築工事の植栽工事を行いました。校内には

しょう。
次に幼虫のベッドとして、枯葉や枯枝

自然共生型の池とそれに併設して「クワガタ

から作られた「腐葉土」を森全体に厚み 20ｃｍ

の森」を作りました。この土地は地下水がと

で敷きつめ、さらに各所に「朽木」と呼ばれる、

ても豊富であり、自然共生型の池はその地下

枯れて腐りかけの木の幹を置きました。
成虫は

水を利用して、常時適切な水量を保てるよう

朽木に産卵し、幼虫はその朽木を食べて成長す

設計されています。また「クワガタの森」では

るので幼虫にとっては母親代わりなのです。

や水の流れを表現する技法があります。北部

グラベルアート

緑地では、グラベルアートに枯山水を組合せ
て無機質な空間を彩り、目で見て楽しめる空

北部緑地の請け負うマンションの施工現

間づくりを行っています。

場では、設計者や現場所長よりドライエリア
や立体駐車場への渡り廊下の屋上など、住民

デザインを設計する上で心掛けている事

の方が立入れないが住居から見える無機質

は、その地域の特色、風景や景色から連想し

な空間の景観を良くしたいとの相談を頻繁

たイメージを砂利で平面上に描写する事で

に受けます。仮に植栽地にした場合、将来的

す。特徴として、国産の砂利と砂利専門業者

に管理が必要になる事や根が伸びて防水層

の方の協力のもとヨーロッパや東南アジア

を傷つけるなどの恐れがあるので、基本的に

などから彩り豊かな砂利を輸入し、色にコン

は管理不用である事が条件となります。そこ

トラストを入れて光や陰などを表現してい

で、提案しているのが砂利を用いた『グラベ

ます。また、砂利を単に敷き均すのではなく、

ルアート』です。グラベル（gravel）とは英語

厚みに変化をつけて立体感を出すなどの工

で砂利という意味で、小粒の砂利を使い物や

夫もしています。

風景を絵画の様に描写する芸術です。日本で

無機質な空間に彩りや楽しみ、温かみを与

は、砂利や石を用いた庭園様式として『枯山

えてくれる景観づくりの新たな技法として、

水』があり、水を用いず砂利や石のみで山水

グラベルアートの普及に努めたいと思います。

ふようど

くちき

都会のビル群の中にある人工的な「森」が

クワガタが好む自然に近い環境を作る為に

山影と月が綺麗なこの土地の風景を表現

カラフルな砂利で山から昇る朝日を表現

バルコニーから見た渡り廊下の屋上

育ち、都会の景色の中にクワガタが戻ってく

いくつもの工夫を凝らしています。
まずは重要な樹種選定です。
クワガタが好む

る近い未来の姿を思い描き工事を終えまし

樹種として、落葉広葉樹の「クヌギ」
「コナラ」

た。後日、小学校の生徒達と課外授業として、
今年生まれたクワガタの幼虫を放しました。

「アキニレ」があります。
これらは毎年のように

らないように透明の仮囲いが使われ、その

イメージアップで現場風景を彩る

場所を有効利用して季節の草花の植付けや、
伐採樹木で作った動物を置いており、通行

建設現場におけるイメージアップとは、
近づき難い建設現場と地域とのコミュニ

する地域の方々も足を止めて見て下さいま

ケーションを図る方法のひとつである。中

す。特に、木の動物は子供達にとても人気が

かりがこ

クワガタの森で課外授業を行いました

幼虫を数えて森に放します

でも、仮囲いに工事概要や完成予想イメー

あります！工事期間中の風景に彩りや楽し

ジ、会社紹介など、単に現場や会社のＰＲと

みを施し、地域とのコミュニケーションの

いった内容が多くの建設現場で取組まれて

場を築ける造園業ならではのイメージアッ

います。接道部の角地には、通行の支障にな

プです。

森には木でできた動物の置物も暮らしています

かりがこ

この記事の

キーワード

・ ドライエリア ・ 仮囲い

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

イメージアップ前

12

季節の草花を選びます

色とりどり揃えました！

13

ゾウさんを置いて完成です！

世界に誇れる「景色」をつくろう

屋上緑化技術のこれまで、これから
技術・アイデア・現場の声を活かした製品開発

製造

ビルマテル（株）での製品製造の様子

屋上緑化を実現する技術の開発

さまざまなニーズに応える改良

建物の屋上を緑化することは近年では珍し

製品が完成し、多くの場所で使用されてい

くなく、
デザイン性の高い植栽地により美しい

ますが、現在でも改良が続けられており、その

景観を創る事例も増えています。
緑化されるこ

改良は現場の声や、時代のニーズに応えるも

とにより、ヒートアイランド現象の緩和や、生

のとなっています。
建設現場では人手不足が

物多様性をはぐくむ場としての効果も期待で

問題となっていますが、解決方法の一つとし

きます。
しかし、屋上に緑豊かな空間を作るこ

て製品の施工性を高めることがあります。
特

とは容易ではありません。
屋上は日差しや風が

別な技術がなくても手早く設置ができ、それ

強く過酷な環境で、
さらに建物の荷重制限もあ

でいてしっかりとした強度が保てる製品であ

り、重い緑化資材は設計を困難にしがちです。

れば、手間・人手をかけずに済むため、製品の

特に後者の重さの問題は、
技術的な解決を図ら

施工性向上の研究開発が進んでいます。
品質

なければならなく、
研究開発が必要となります。

に対する要求も高まっており、植物がよりよ

当社では屋上緑化が今のように一般的に行

く育つ人工軽量土壌を目指し、
軽さ・透水性・

われるようになる前の 1990 年頃から可能性

通気性を保ちながら、保肥性も高いものに改

を見出し、
協力業者と共同で研究開発を続けて

良が進められています。
また、人工軽量土壌に

ほ ひ

施工

ます

きました。
そして、ビルマテル
（株）
とは植栽枡

ついては、混合している骨材の発生場所を証

を作る仕切り材を軽量化するため、
発泡材に特

明できる新しいタイプのリサイクル人工軽量

ふきつけ

土壌の開発も行われています。

殊なモルタルと吹付材でコーティングしたラ
建設現場での施工の様子

ピュタウォールや、
保水・排水層など屋上緑化

さらに広がる屋上緑化の可能性

に必要な部材の開発に成功し、
独自性を持った

屋上緑化の可能性はまだまだ広がりを見せ

製品群ラピュタシリーズが完成しました。

完成

ています。
最近では高速道路のジャンクショ

その後、
1990 年代後半から事例が増え始め、

完成した屋上緑化

2000 年以降多くの自治体で屋上緑化を義務

ンの屋上を緑化する事例があったり、テーマ

付ける条例ができたことも追い風となり、開

性を強く持ったデザイン・景観により、商業

発当初の狙い通り多くの屋上緑化を実現する

施設の集客力を高めるといった試みも増えて

ことができました。

います。
今後も屋上緑化の可能性を最大限に
引き出せるよう、
努力を続けて行きます。

昭和 16 年、当時の植栽技術においては困難と言われた東京会館の屋上日本庭園、また、東

屋上緑化の
基本構造

京タワーの駐車場屋上緑化など、日比谷アメニスは数々の難工事と言われた屋上緑化を独
自の技術とアイデアにより施工してきました。現在、屋上緑化はさまざまな場所で行われる
ようになり、都市に新たな景観を創り出していますが、以前から行われていた技術・製品開
発、そして現在行われている製品改良についてご紹介します。

【人工軽量土壌】
自然土壌の半分程度の重さに作られた人工土壌

【透水シート】
土壌の流出を防ぎながら、水は通過さ
せる役割りを持つシートです

【土留め・縁石】
発泡スチレンにシート状砕石を
張った作りで非常に軽量です

【保水・排水マット】
表面に凹凸があり保水・排水の両方
の機能を持ち、適度な水量を保ちます

【通期・排水パイプ】
空洞があり土壌の 通気性・排水
性を高める役割りがあります

【耐根フィルム】
根が建物躯体に入り込むのを防ぐ
シートを最下層に敷き込みます

施工の流れ

この記事の

キーワード

・ ラピュタシリーズ ・ 人工軽量土壌

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

L 字型の土留めを設置し枡を作ります

14

各種シート・マットの敷き込み

クレーンで荷揚げし土を敷き込みます

15

樹木を植え付けて出来上がり

人々を笑顔にしたい。
それも私たちの『夢』のひとつです。

こころが響きあう
「場」
をはぐくもう

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

思いを「つなげる」現場ＣＳＲ
はま

み

だいら

浜見平団地移管公園整備工事「しろやま公園」現場見学会

様な関係者が約 70 名。まさにこちらが意図

公園の見えない防災施設

したようにつながらなくてはならないメン
バーが揃ったのです。

防災公園には普段遊んでいるときには気

見学会は発注者による事業概要説明、専

づかない隠れた施設がたくさんあります。
今回工事をした UR 都市再生機構発注のし

門業者による個々の防災施設説明を行った

ろやま公園にも発災時にも見ることのでき

後、参加者の方々に会場内を見学してもら

ない、地中に埋まっている防災施設がある

い、質問等自由にしてもらいました。最後に

のです。それが耐震性貯水槽。これは発災時

アンケートを記入していただき、お土産と

に水道が断水しても大丈夫なように公園に

思い出を持ち帰ってもらいました。

100,000 リットルもの上水を蓄えておくこ

今後へ「つなげる」

とができる施設です。みなさんはこの様な

「初めて見るもの、見られない部分が見ら

大型の施設が公園に潜んでいるなんて想像

れて良かった」
「工事の中で見学する機会を

したことありますか？

設けていただき大変有意義だった」という

工事中の現場見学会

お言葉を頂き、見えない防災施設を見せる
ためのたくさんの苦労が報われる思いがし

地域の防災力をどう向上させるか。私た

ました。

ちが考えたのは「見えない」を「見せる」こと
です。
「知らない」を「知る」ことで興味を

そして「防災拠点としての公園をよく理

もってもらおうと考えたのです。そこで登

解できた」
「防災に関し心強く思う」
「安心」

場するのが耐震性貯水槽です。実はこの耐

など防災意識を根付かせることができ、更

震性貯水槽は近隣の公園にも何基かありま

に「管理運用をスムーズに行えることにつ

す。しかし住民はおろか、管理者である茅ヶ

ながった」
「安全安心なまちづくりを目指し

崎市職員も埋まる前の実物を見たことがな

たい」という未来につながる言葉もありま

いのです。今回は工事中に見学会を開催す

した。
この様に「思いがつながる」という成果を

ることで、この耐震性貯水槽を皆様に見て

上げたしろやま公園現場見学会。私たちは

いただこうと考えました。

公園を作ることで、人が集まり、人がつなが

多様な人が集まる場

り、地域がより良くなれるような活動を今
後ともつなげていかなければならないと再

平成 27 年 1 月 12 日快晴のなか現場見

私たちは公園ができあがった後、地域の方にたくさん利用されるよう願っています。その
為にも、私たちの思いを公園管理者・利用者につなげたいと考えました。
今回施工した「しろやま公園」は防災公園です。この防災公園という機能をより地域の人

認識させて頂きました。

学会が開催されました。そこに集まったの
は地域住民、子どもからお年寄りまで、発注
者、設計者、施工者、管理者（自治体）など多

に知ってもらうためにどうしたらいいのか。そして地域の防災力向上にどうつなげること
ができるのか。それが今回の現場ＣＳＲのテーマです。和田・中尾・三間・荒井他多数職員
の協力による新たな現場ＣＳＲへの挑戦。施工期間中にステークホルダーに対してどの様
な成果をあげることができたのかを紹介します。
この記事の

キーワード

・ 防災公園 ・ 現場ＣＳＲ ・ 耐震性貯水槽

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

協力業者による防災施設の説明

18

見えない防災施設 耐震性貯水槽

19

興味津々に施設を覗き込む姿も

こころが響きあう「場」をはぐくもう

大学と連携した課題の解決に向けて
さ が み

さ ん せ ん

神奈川県相模三川公園における産学連携の取り組み

宮先生と二宮先生紹介の神奈川県立生命の

大学との出会い

星・地球博物館の宮崎佑介研究員が参加、ス

関東学院大学の二宮咲子専任講師と日比谷

タッフとして６名の学生を含めて全員がボラ

アメニスのコミュニティビジネス企画部、環

ンティアです。
イベント当日だけでなく、イベ

境エネルギー部は、数年前から、新たな都市公

ント内容の企画や事前準備なども、パークセ

園のあり方についての研究交流と意見交換を

ンター職員との産学連携で実施されました。

続けてきました。

参加者からは「大学生が分かりやすく教えて

意見交換の中では、各々の課題が多く出さ

くれたり、一緒に遊んでくれてとても楽し

れ、大学の課題として「実践的学習の場の不

かった。
また参加したい」
と好評でした。

足」
「地域の力となる大学としての実行責任」

更なる課題解決

など、また、指定管理者の課題として
「地域連
携機会の不足」
「人材スキルの不足」
「管理コス

現在まで、大学にて 3 回の講義を行い、学生

ト」
などがあがりました。

たちに公園に対する認識と理解の向上を図る

お互いにさまざまな課題を抱えていること

とともに、公園に関するワークショップの開

が分かり、これらの課題の解決をアメニスグ

催も行い、更なる公園の魅力や課題等の抽出

ループと関東学院大学二宮咲子専任講師と連

を行っています。
これは近隣の方々も交えて

携して取り組むことで合意し、神奈川県立相

実施しており、公園管理者としての企業、大学

模三川公園で共同研究が始まっています。

の専門家や学生、利用者としての地域住民の

まずは、大学生の実践学習の場として公園

方が一同に公園に参画する第一歩を踏み出し

を有効活用すること、また、相模三川公園とい

ました。
抽出された課題は公園の課題解決の

う河川の公園としての特徴を生かした利用促

ヒントとして活用しています。

進を行うことというお互いの課題解決の第一

日比谷アメニスの産学連携・公園管理運営

歩として、8 月に公園内を流れる鳩川で魚や

の試みは始まったばかりです。
今後は、先進的

ザリガニなどを採取して観察を行う「水辺の

な取組事例を、実践的な研究成果として学会

生きもの観察会」を行いました。
講師として二

等でも大学側で公表していく予定です。

ゼミでの講義の様子と、ゼミ生たちが作成した公園内でのイベント・ワークショップのポスター・リーフレット紙面

さがみ さんせん

アメニス相模三川グループ（日比谷アメニス、日比谷花壇、太陽スポーツ施設の共同体）
は
神奈川県立相模三川公園の指定管理を平成 27 年 4 月より開始しています。この公園では、
関東学院大学人間環境学部人間環境デザイン学科の二宮咲子専任講師と地域貢献活動を軸
とした共同研究を進めています。緑ゆたかな神奈川県立公園等の都市公園を拠点とする産
官学民の協働によるコミュニティデザインのモデル事業への展開を目指しています。

さがみ

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

コメントを
いただきました

さんせん

・ 神奈川県立相模三川公園 ・ 関東学院大学
・ 産学連携
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課題の抽出を行うワークショップ

関東学院大学
二宮咲子 専任講師

観察会前に講師から水辺の生物について学ぶ

水辺の生きもの観察会の様子

私たち関東学院大学二宮咲子ゼミナールは、自然と共に生きる心豊かな社会の実現を目標に「ア
タマ・ココロ・カラダで学ぶ環境学のフィールドワーク」を重視した調査・研究をおこなっています。
三川公園での産学連携プロジェクトでは、パークセンターの草野園長、小山副園長、現地職員さん
にたくさんの学びの機会とご指導をいただいています。私たち二宮咲子ゼミナールにとっては
パークセンターの皆様が「先生」であり、三川公園が「キャンパス」です。
今後は「都市型ライフスタ
イルのなかでの植物の癒し」や「家族参加型の自由な遊び場デザイン」などの調査・研究成果をお
返ししていきたいと思っています。

21

こころが響きあう「場」をはぐくもう

大島
小松川
公園

食のニーズに応える公園
公園での様々な活動で、食べる！楽しむ！

いという声が多く、このようなサービスが急

公園利用者のニーズを食で満たせ！

速に広がっています。今までバーベキュー

ピクニックやバーベキュー、芝生の広場で

サービスの展開には大がかりな施設が必要

寝転がるなど、公園で一日中ゆっくりと時間

でしたが、大島小松川公園では協力業者との

を過ごすというライフスタイルは多くの皆

連 携 で、移 動 販 売 車 の 活 用 に よ る バ ー ベ

さんの生活の中に定着していることだろう

キューサービスの展開を実現することがで

と思います。このような公園利用者にアン

きました。公園利用者に気軽に一日バーベ

ケートを取ると必ず「食」の提供を求める声

キューを楽しめる環境を提供しています。利

が上がります。公園での過ごし方の満足度と

用は増加傾向で、利用者のニーズに応えるこ

食は強い結びつきがあります。

とができました。

公園という施設の価値を高めるため、また

また、バーベキュー利用時には多量のゴミ

利用者のニーズを満たし公園を一日中楽し

が発生するため、ゴミの放置や周辺地域への

数々…。そう、公園と聞くとまず遊びの場を想像しますよね。そんな公園で、食に関する

んでいただくため、東京都都市部の公園では、

ゴミ投棄などが問題になっていましたが、

ニーズが高まっているんです。今回は、食にまつわる公園での活動を紹介します。

利用者のニーズを汲み取りこれまで行って

バーベキューサービスの一環として有料の

こなかった移動販売車によるケータリング

ゴミ回収を行うことで、これまで課題であっ

サービスの展開を始めました。

たバーベキューのゴミ問題も解消されてい

公園と聞いて、皆さんは何を想像しますか？広場で走り回る子供の姿、楽しい遊具の

シティ
ピアラ
交流
ー
センタ

持っていただけるよう、定期的に
「ポタジェ通

コミュニティガーデン「ポタジェ」

信」を発行し日々の活動内容をお知らせして

また、公園内の FREE Wi-Fi の環境充実も

三郷市立ピアラシティ交流センターおよび

います。
参加者の中には、この活動をきっかけ

同時に図っており、屋外の緑の中でインター

ピアラシティ中央公園では、花と緑でつなぐ

に自分の畑を始めた人もいらっしゃいます！

ネットと食を同時に楽しむことができるこ

豊かなライフスタイルで「ココロつなぐまち

地域の拠点として

づくり」
の実現！をテーマに、指定管理者とし
て施設の運営管理を行っています。

コミュニティガーデン
「ポタジェ」
は、地域

その公園の一角にあるコミュニティガーデ

住民の方々のコミュニティ形成を促進し、活

ン
「ポタジェ」
では、季節ごとの草花や三郷市

動の拠点となるような場所を目指して様々な

を代表する作物を「植える・育てる・食べる」

活動に取り組んでいます。

ことを通じて、植物の大切さや育てる楽しさ
の促進と食育活動に役立てています。
その他、地域住民の方々により一層興味を

ます。

食をイベントの目玉に！

れまでにない新しい休憩スポットの形態を

全国各地で食のイベントが開催されてお

提案しています。

り食への注目はますます上昇しています。公
園でも各種イベントの開催にあわせて移動

公園の課題も解決！

販売車を積極的に展開し、イベントの集客の

バーベキュー場のある公園で求められる

一翼を担っています。

サービスとして一番多いのがバーベキュー

今後はもっといろんなメニューを楽しみ

今後は、災害時の食料確保の場としての活

機材のレンタルと食材の販売です。道具を買

たいという利用者のニーズを受け、更なる多

用など、防災活動の拠点としての利用も視野

い揃え好きな食材を選び、運び込んでくるの

様なメニューの展開を図り、イベントの目玉

に入れた運営に取り組んでいく予定です。

が今までのバーベキューのスタイルでした

にしていきたいと考えています。

が、機材食材を全て業者が用意し、手ぶらで

これからも公園で楽しむ食の展開にご期

公園に来て気軽にバーベキューを楽しみた

草花と野菜が混在する「ポタジェ」

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

「ポタジェ」での活動の様子

活動内容を発信するポタジェ通信

・ ニーズ ・ 三郷市立ピアラシティ交流センター ・ ポタジェ
・ 食育 ・ ケータリング ・ 大島小松川公園
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待ください。

大島小松川公園バーベキューサービス

イベント時の臨時売店の賑わい

23

無線ＬＡＮ休憩所

こころが響きあう「場」をはぐくもう

みどりを通じたイキイキ生活づくり
高齢者住宅における新たな園芸プログラム

実際に触れる園芸プログラム

園芸プログラムの効果

東京都足立区にあるグレープスガーデン

園芸プログラムを行うことで、植物を通し

西新井大師は、
（株）日比谷花壇が事業主・一

て、参加者同士のコミュニケーションが増え

部サービス提供事業者、東京建物不動産販売

るようになりました。園芸プログラムの参加

（株）が貸主・管理運営事業者、
（株）やさしい

者からは共通の話題も増え、施設内が明るく

手がサービス提供事業者として参画する

なったので毎日の生活が楽しくなったとい

サービス付き高齢者向け住宅です。

う喜びの声もいただきました。
草花だけでなく野菜なども育てることで、

ここには、100 種類以上の植物が植えられ、
四季折々の花が咲き、季節の移ろいを感じる

野菜が成長する姿を毎日見守ることが、日々

ことができます。また、里山・和風庭園・家

の生活の生きがいになったという声もあり

庭菜園といったコンセプトを持った植栽も

ました。また、心に響くものだけでなく、手を

配置され、懐かしみのある空間を作り出して

日常的に使うことで手足の動きに困ってい

います。園芸プログラムに参加される方の中

た方の身体的なリハビリの効果もあります。

には、車椅子を利用している方や耳があまり

参加者や施設職員の方からは、園芸プログラ

聞こえない方など、様々な方がいます。そし

ムを始める前よりも、手が使えるようになっ

て、ここでは植物の持つ力を活かした、園芸

た、足腰が動きやすくなったという効果もで

プログラムが月 3 回実施されています。プロ

てきているという声もありました。園芸プロ

グラムの運営は（株）日比谷花壇が行い、グ

グラムは心・体のどちらか一方だけでなく、

ループ企業である（株）グリーバルが園芸プ

心身ともにイキイキとした生活を送るため

ログラムを行いやすい花壇づくりを行って

の効果があります。

います。全てのプログラムの軸として、実際

植物の持つ力と今後

に触れ合える内容を重視し、見て・触れて・

今後は、高齢者の方々により能動的に植物

感じるということを大切にしています。
サ高住には、気軽に利用することのできる

に触れてもらえるよう、手に届く・自由に使

お庭や、車椅子の方も園芸活動ができるよう

えるお庭をコンセプトに利用できる庭作り

なレイズドベッドが設置してあり、その空間

を行っていきます。サ高住での生活に彩りを

で、植物・野菜の種や苗を植える作業、施設

与えるため、植物の持つ、たくさんの人を笑

で育った植物を利用して藍染め体験などを

顔にさせる力や身体的にリハビリ効果をも

高齢化が進む中、高齢者が生活できるサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）が増えてき

行っています。また、野菜を苗から育て、収穫

たらす力などを最大限に活かせるサ高住を

ています。そこで、わたしたちはサ高住で日々の生活を送っている高齢者の方々が、心身と

をし、自ら調理し食べるといったプログラム

目指していきます。

もに充実した生活を送ることができるよう、植物の力を最大限に活かした様々な園芸プロ

も実施しています。

こうじゅう

グラムを行っています。これまでの取り組みを通して、居住者同士のコミュニケーションを
図るきっかけを持つことができたり、季節の移り変わりを感じたりすることで、サ高住にお
いて充実した生活環境作りが進んでいます。

こうじゅう

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

・ サービス付き高齢者向け住宅 ( サ高住 )
・ 園芸プログラム ・ レイズドベッド
屋上のレイズドベッドでお花の寄せ植え
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１階の庭園でも庭いじりが楽しめます

25

講師による園芸プログラムの様子

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。
いのち

生命あふれる地球を
「未来」
にとどけよう

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

国道 1 号桜田通り トチノミ落とし
国道の緑の資源を活かして楽しむ

も初めて実施したイベントで、普段とは違う

トチノミ落としって何？

視点から街路樹をみることができ、造園の仕

トチノミ落としの作業は、高所作業車 10

事を肌で感じながら知ってもらえるものと

台程を使って実のついている高さのところ

なります。初めてであるがゆえに、安全面に

まで上がり、手作業で強制的に実を落とす方

は最大限の配慮を行って実施しました。

法で行われます。この作業で落とされるトチ

みんなで楽しんだイベント！

ノミは毎年 5 トンほどにもなります。そんな
トチノミはサポニンと呼ばれる中性脂肪を

イベントは予想以上にたくさんの方の来

抑える効果がある成分や、タンニンと呼ばれ

場があり、参加者数は約 120 名となりました。

る抗酸化作用をもつ成分を含んでおり、とて

参加者からは「クラフト作りが楽しかった」、
「初めての体験がたくさんで感動」
「周りの友

も体に良く、貴重なモノです。

人に教えたい」といった声があり、非常に好

トチノミ落としをイベントに！

評であったうえに、造園業についてもよく

1994 年からはトチノミ落としの作業に合

知ってもらう良い機会になりました。参加し

わせて、落としたトチノミを一般の方に配布

た社員も「一般の方に楽しんでもらえて良

するようになり、配布にはたくさんの方が集

かった」「子供から大人まで参加してもらえ

まりますが、配布だけではなく、より楽しい

てうれしかった」と話し、やりがいを感じて

イベントにできないかという思いや、国道緑

いた様子でした。

地の貴重な資源をたくさんの方々に知って

より多くの方に知ってもらう

もらい親しんでほしいという思いが以前か
らありました。そこで 2015 年は、国土交通

好評だった今回のイベントですが、今後の

省 東京国道事務所の方たちと検討を重ねた

課題としては、広報などを積極的に実施し、

結果、配布に合わせて「トチノミを使ったク

参加者をさらに増やしていくことなどがあ

ラフト作りワークショップ」
「緑地管理の仕

ります。そうすることにより、もっと多くの

事やトチノキについて紹介するパネル展示」

方に今回のようなイベントを楽しんでいた
だき、さらには造園という仕事をよりよく

「高所作業車試乗体験」を現場ＣＳＲ活動と

知ってもらえるようにできるのではないか

して行うことになりました。

と思います。

なかでも「高所作業車試乗体験」は、当社で

国道 1 号 ( 桜田通り ) 霞ヶ関のトチノキ並木は 1912 年（明治 45 年）に植えられたもので、
東京に現存する最も古いと言われている街路樹のひとつです。大きいものでは樹高が 18ｍ、
みきしゅう

幹周が２ｍを超えるものがあります。トチノキの開花時期は 5 〜 6 月で白い大きな花が咲き、
実は 10 〜 11 月に自然落果しますが、その実の直径は４ｃｍ程度と大きく、非常に硬いため、
落果により歩行者や車両に被害を与えるおそれがあります。そのため 1978 年（昭和 53 年）

みんなで協力して会場設営

とれたてのトチノミがごろごろ

トチノミ配布大盛況

トチノミクラフト完成！

どのトチノミがいいかなぁ

ドキドキの高所作業車試乗

国交省の方々もクラフト試作中

最後にみんなで集合写真

からトチノミが自然落果する前の 8 月下旬に高所作業車を使って落としています。

みき しゅう

この記事の

キーワード

・ 幹周 ・ トチノキ（栃の木） ・ 高所作業車

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ
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生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

力を合わせてみどりの魅力を伝える
自治体・同業者と協働で取り組むさまざまな活動

みどりをつくる、はぐくむだけでなく、みどりの良さや大切さを伝えていくことも当社の
使命の一つです。しかし一つの会社だけでは小さな力です。そこで自治体や同じ造園業の協
力者の方たちとも積極的に力を合わせて、さまざまな活動を実施しています。

せ植え体験」
「チューリップ球根つかみどり」

全国造園フェスティバル

「花の苗・種のプレゼント」を行いました。

全国造園フェスティバルは、毎年 10 月頃

大人から子供までたくさんの地域の方々

に、みどりのよさ、楽しさ、美しさ伝えること

の参加があり、体験やプレゼントを楽しんで

や、地域住民の方との交流を目的として、
（一

もらいながら、植物の魅力を知ってもらう、

社）日本造園建設業協会に所属する会員企業

造園の仕事に興味を持ってもらうことがで

により実施されているものです。全国の会員

きました。また、体験で作られた寄せ植えの

企業の所在地近隣スペース（公園、道路沿い、

プランターは公園に飾られ、新たな彩りを生

学校、会社前庭など）でさまざまなイベント

みだすことができました。アンケートも実施

が行われ、2014 年度は北海道から沖縄まで、

し、イベントや公園に対する声も聞き取って

全国 72 か所で開催されました。

います。このような活動を会員企業それぞれ

当社は 2014 年 10 月に東京都荒川区にあ

が実施し、各地でステークホルダーとコミュ

る都立汐入公園でイベントを実施し、造園の

ニケーションをとる貴重な機会を生み出す

仕事紹介の広報を行いながら、
「花と緑の寄

ことができました。

緑化業協会の一員としてこのプロジェクト

海の森プロジェクト 植樹リーダー

に参加しています。

東京湾には、建設発生土とゴミで埋め立て

2014 年 11 月、2015 年 3・10 月には一般

られた中央防波堤内側埋立地があります。こ

の方が参加する植樹イベントが開催され、そ

の場所で植樹活動を行い、美しい森に生まれ

こに当社の社員が植樹リーダーの一員とし

変わらせるのが、東京都が実施する海の森プ

て参加しました。植樹リーダーは参加者の方

ロジェクトです。このプロジェクトにより約

に、安全面にも気を配りつつ植樹の仕方を教

88ha の大きな森ができあがり、海から都心

えていきます。そして、みんなで海の森をつ

へ流れ込む風の道の起点となったり、CO２

くっていることを実感してもらいたい、また

を吸収するといった効果が期待できます。

海の森に来たいと思ってもらいたいという

球根の掴み取り、たくさん取れるかな？

思い思いに草花を寄せ植えします

みんなの作った寄せ植えが公園を彩りました

な地域活動を行っています。

港区造園協力会 植木市

2014 年 10 月〜 2015 年 9 月の期間の主な

当社は造園業者として海の森での造園・

思いで対応していきます。皆さんの植えた苗

日比谷アメニスは、港区造園協力会の代表

地域活動の一つとして、毎年恒例となって

土木工事に関わっていますが、それだけでな

木が育ち、都市環境の改善に貢献し、さらに

幹事を 1987 年の設立以来務めており、
グルー

いる港区の一大イベントである「みなと区

く造園業のノウハウを活かして緑の価値を

はみんなから愛される森になることを願っ

プ企業である太陽スポーツ施設、グリーバル

民まつり」
（10 月開催）で植木市を開催し、

啓蒙したいとの想いから、
（一社）東京都造園

て、未来へつながる活動を実施していきます。

も加入しています。

草花や肥料を販売する他、園芸教室やクラ

植樹をしに多くの方が集まりました

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

植栽リーダーが植え方をレクチャー

フトづくりも同時に実施し、港区民にみど

献する、港区民にみどりの魅力を伝えるこ

りに親しむ楽しさを伝えられる取組を行っ

とを目的として、現在、港区内でさまざま

ています。

植えられた苗木が大きく育って森になります！

・ 一般社団法人東京都造園緑化業協会
・ 一般社団法人日本造園建設業協会 ・ 港区造園協力会
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港区の企業として、港区の緑化行政に貢

植木市ではさまざまな花や植物を販売

植木市と並行して園芸教室も開催
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自然の素材を使ったクラフトづくりの様子

生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

体験が伝える自然のホント

みどりのちからを、復興のちからに

初めての釣りと魚料理教室

東日本大震災復興支援 ひまわりプロジェクト 2015

み

た ぞの

「げぇ〜！気持ち悪い」
「さわれない！」と初めての魚の調理に驚く子どもたち。魚料理が

震災復興支援活動として、
被災地の皆さんを元気づけるためにスタートした美田園地区での

苦手なお母さんたちもあたふた。それでも最後は、
「おいしい！！」と参加者みんなが笑顔に

ひまわりプロジェクトは今年で５年目を迎えました。
今回も多くの方々に参加していただいた

なる。“本物”を通して人と自然の関わりを伝える、初心者向け釣りイベントをご紹介します。

この活動ですが、
仮設住宅の皆様の移住が進み、
復興支援活動としての役割を一旦終えました。

加が多く、初めての連続にはしゃぐ子どもた

自分で釣って、みんなで作る

ちはもちろん、
「キッチンバサミでこんなに

５年目に入った復興支援活動

ありがとう、花の広場

なるおはま

簡単に魚を料理できるのに驚いた」「魚嫌い

兵庫県西宮市にある鳴尾浜臨海公園は、弊

今年も、首都圏を中心とした企業・団体の

2011 年から始まった美田園花の広場での

社大阪支店が指定管理者として管理運営を

の息子に食べさせるいい機会になった」など、

方々に、ひまわりの苗を作っていただき、そ

ひまわりプロジェクトは、この５年間で被災

行う公園のひとつであり、芝生広場、花と緑

お母さんたちからも好評です。

の苗が宮城県名取市の各所に送られ花を咲

者の皆様にみどりのちからで多くの笑顔と

かせ、被災地の皆さんを元気づけるひまわり

元気を与え続けました。そして、新たな土地

プロジェクトが実施されました。

で笑顔と元気を与え続ける為に、花の広場の

と小川のゾーン、海づり広場が一体となった

本物の驚きや喜び

公園です。年間を通して多くのイベントを実
施していますが、特に海づり広場を活用した

「釣りは初心者、料理の経験もほとんどな

６月に約 3,000 ポットのひまわりの苗が

花壇やグリーンバンクに植えられたラベン

「初めての釣りと魚料理教室」は、限られた公

い子どもたちですが、釣った魚をその場でさ

名取市内各所に植えられ、８月には多くのひ

ダーやローズマリーなどのハーブの苗や水

園でしか体験できないこともあり、受付開始

ばき、食べることで、命の大切さが伝わる。そ

まわりが花を咲かせました。その活動の中心

仙の球根は丁寧に掘り取られ、県内外各所に

み

た ぞの

後すぐに予約が埋まってしまう人気イベン

れは、自然体験を通してしか得られない本物

地の一つとして名取市美田園の仮設住宅に

配布されました。その後、花の広場は片づけ

トです。

の驚きや喜び、気づきがあるから。」と話すの

隣接した花の広場がありますが、仮設住宅に

られ従来の形に戻りました。５年間継続して

内容は、釣った魚をその場で調理して食べ

は公園の川端所長。今後も、環境が整った海

住む皆様の移住が進んでいき、美田園花の広

携わってきた方々には、少し寂しさも残りま

るもので、釣り初心者、魚料理初心者に気軽

づり広場だからこそできる初心者向けイベ

場での復興支援を目的としたひまわりプロ

すがひまわりプロジェクトで配られた種や

に参加してもらい、その後の利用促進に繋げ

ントを展開し、新たな発見や喜びを提供でき

ジェクトの支援活動は一旦役割を終えまし

苗によってこれからも皆様へ笑顔と元気を

ることをねらいとしています。親子連れの参

る公園づくりを目指します。

た。

与え続けます！

魚が食い付くのを待つ

コハダが釣れた♪
なる

この記事の

キーワード

お

先生が調理の説明

フィッシュバーガー完成！

苗と一緒にメッセージも届きます 苗の植え付けは笑顔いっぱい！

ひまわり満開！

元の姿に戻った花の広場

はま

・ 鳴尾浜臨海公園

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

この記事の

キーワード

・ ひまわりプロジェクト ・ グリーンバンク

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ
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生命あふれる地球を「未来」にとどけよう

研 修 で 夢 を み る！？

みんなで取り組むワークライフバランス

10 年ビジョン実現に向けたグループ全社員への研修＠清里保養所

若手から管理職まで参加するプロジェクトでアイデアを実行！

「みどりと夢をみる」
の 10 年ビジョン実現のため、グループ全社員向けに研修を実施してい

近年、少子化や高齢化、長時間労働などが社会的に問題となり、働きながら生活も充実さ

ます。
研修は企画段階から自分たちで考え抜き、回数を重ねる毎に改良を重ねたオリジナルの

せるワークライフバランスの重要性が高まっています。
当社ではプロジェクト活動の形式で、

ものです。
10 年後の社会・会社・自分を見つめ、
明日の行動につなげていきたいと考えています。

社員が自由にアイデアを出し、この問題に取り組んでいます。

夢を確認し、磨きあげる

自律型人材の育成を目指す

をしてもらう「ワークライフバランス講演

社員自らが考えアイデアを実行

会」の開催や、仕事と地域活動の両立を目指

当然ながら、日比谷アメニスグループにも

研修は年代も部門もばらばらにし、
「ナナメ

当社は造園施工や緑地のメンテナンス、公

してのエコライフ・フェア MINATO2015 出

色々な課題があります。
東京オリンピック後

の関係」を大切にします。
1 泊 2 日で頭をフル

園の管理運営などの業務を行っています。ど

展などがありました。また、仕事とは別の趣

の不透明性や、増加する高齢層社員の活躍機

回転させるので疲労感もありますが、研修後

れも大変な仕事ではありますが、ワークとラ

味・学習の資格支援を実施しライフの面の

会づくりや若年層社員の定着化などがその課

には、
「入社時考えていたことを思い出した」
、

イフの両方を充実させ、その二つがお互いに

充実を図る制度なども、社員のアイデアをも

題です。
そこでそれらの課題への解決策とし

「あいつがこんなことを考えていたなんて…」
、

好影響を与え合う状態を目指すことは、社員

とに実施しています。

ても、わたしたちは 10 年ビジョンをベースと

「若手の夢を後押しするのが今の自分の夢」な

にとっても会社にとっても重要です。

して、活き活きと活躍できる大人になりたい

ど、
多くの
「聞けなかった声」
が出てきます。

推進企業としての認定も

そこで当社では 2011 年にワークライフ

「気づき」を与え、
「考える」ことの重要性を

バランスプロジェクトを立ち上げました。プ

活動は外部からの評価もいただくことが

そのための一手として、グループ全社員を

認識する。
現状の研修でできるのはここまで

ロジェクトでは、様々な部署から幅広い年

でき、港区ワーク・ライフ・バランス推進企

対象にした『夢をみる研修』が清里保養所で実

です。
ここから
「行動」
へと結びつけ、また気付

代・役職の社員が参加し、ワークライフバラ

業の認定を受けることができました。しかし、

施されています。
研修では 10 年後の社会・会

きからの繰り返しによって夢を実現する。
そ

ンス実現のためのアイデアを出し合い、実行

取り組みはまだまだ始まったばかりです。忙

社・自分を考えることを通して自身で夢の確

んな活き活きした大人を
『自律型人材』と呼び

に移しています。2014 年度の主な活動とし

しい工事物件における残業削減など、難しい

認を行い、他者とのやりとりを通してその夢

たいと思います。
そして、社会へ提供できる

ては、外部講師を社内に招き、ワークライフ

課題について実績を積み重ねることを今後

を継続的に生み出していきたいです。
「価値」

バランスの重要性や実現方法について講演

目指していきます。

のです。

を磨き上げていきます。

結構マジメに話し合い

手も動かすことが大事

この記事の

キーワード

夢を絵で表現します

夢の発表後は質疑です

・ 清里保養所 ・ ナナメの関係 ・ 自律型人材

キーワードの説明は
36 〜 38 ページ

プロジェクトで意見を出し合う

この記事の

キーワード
キーワードの説明は
36 〜 38 ページ
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講演会には 50 名以上が参加

の資格取得も支援
３年連続出展のエコライフ・フェア 趣味（サーフィン）

・ ワークライフバランス ・ エコライフ・フェア MINATO
・ 資格支援 ・ 港区ワーク・ ライフ・ バランス推進企業
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て若木を植える場合も見られます。また、建物の入り口や
庭園の中心など、最も人目につくような場所に植えること
が一般的です。
●圃場（ほじょう）
植物の畑のこと。造園では施主や設計者が求める植栽は
多種多様です。その要望に応えられるように、生産者は樹
種・樹形・規格などが異なる様々な植物を育てています。
ここで育てられた植物は、材検などを経て造園工事の現場
に運ばれます。
●材検（ざいけん）
材料検査の略語。造園工事の計画段階においては、施主
や設計者は、樹種・樹形・規格などその計画やイメージに
合った樹木を希望します。そこで実際に植える前に、関係
者が圃場に足を運び、要望通りの樹木が選択されているの
かを確認・検査します。さらに検査するだけでなく、より
設計イメージと合致するような新たな樹木がそこで見つけ
られる場合もあります。
●トピアリー
庭園などにおいて、人工的に刈り込まれた意匠的・造形
的な植物のこと。トピアリーの歴史は古く、古代ローマ時
代に起源があると言われています。刈り込む形は幾何学的
な模様、動物の形、あるいはその邸宅主の名前など様々で
す。なお現在では、単に刈り込むだけでなく、複数の植物を
組み合わせて造形させていくこともトピアリーとされ、そ
の概念は発展していっています。

KININARU キーワード集
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。
P04 〜 07 谷津の景観と生き物に出会える公園づくり
●谷津（やつ）
丘陵地がだんだんと浸食されてできた谷状の起伏ある地
形。「谷戸」とも呼ばれます。水が集まる谷津は古くから稲
作に利用されたり、周辺の樹林は薪の確保などに使われて
人の暮らしとともにつくられてきた環境です。別所谷津公
園の周辺にも、谷津の中の田園風景が広がっています。
●印西牧の原（いんざいまきのはら）
都心から約 40km、千葉ニュータウンに含まれる自然豊
かな地域。特に、別所谷津公園の周辺は、人の手によって育
まれてきた起伏のある谷津と広大な草地という貴重な環境
が今でも残っている地域です。
●景観（けいかん）
目に見えるものだけでなく、歴史・自然・文化などの地
域特有の風土によって形づくられる景色のこと。別所谷津
公園では、開園によって谷津特有の自然や歴史を知るきっ
かけができることが期待できます。公園が地域にとっての
宝物になれば、地域の文化を育む場所にもなる。
「 公園を造
る→地域の宝物になる→ここにしかない景観が生まれる」
こんな公園づくりを目指していきたいです。
●ふとんかご
金網製のかごに自然石や砕石などを詰めて使用する伝統
的工法のこと。川や湖などの水際での工事に使用されてお
り、ヘビに似た丸い筒状の構造であることから「蛇かご」と
も呼ばれます。主な材料が石などの自然素材であることか
ら、生態系や環境の保全に配慮した工法とされています。
●間知ブロック（けんちぶろっく）
いくつも積み重ねて擁壁をつくる間地石の替わりに使わ
れるブロック。６つ並べると１間（約 180cm）になることか
ら「1 間を知る」→「間知」と名付けられたと言われていま
す。積み方により様々な壁の模様を描くことができます。

P12 〜 13 創意工夫で新しい景色を
●ドライエリア
地下室を持つ建築物の外壁を囲むように掘り下げられた
空間の事で、「空堀り（からぼり）」とも言います。ドライエ
リアを設ける目的は、主に地下室の環境の改善であり、採
光・防湿・通風の確保、閉塞感などの解消、避難経路の確
保などです。建築基準法上、基本的に地下室は居室と認め
られませんが、一定の規定を満たしたドライエリアを設け
ることで地下室を居室として扱うことができます。
●仮囲い（かりがこい）
建設現場の工事期間中に現場と外部を仕切り、交通の遮
断、内外の安全、盗難防止の為に設置する仮設の囲いの事
です。仮囲いはたくさんの種類があり、フラットパネルは
一番需要が多く、高さ２〜３ｍ鋼板状のもので、名前の通
り凹凸がなく、表面にシール状の完成予想イメージや動物
のイラストなどを施すことができます。次に需要が多いＢ
型バリケードは、高さ 1.8ｍ、幅 1.8ｍで上半分は金網、下半
分が鋼板で、フラットパネルよりは簡易なので小規模な工
事や動物のイラスト付きのものなどは公園工事でよく利用
されています。
P14 〜 15 屋上緑化技術のこれまで、これから
●ラピュタシリーズ
日比谷アメニスの屋上緑化資材ブランドで、景観に配慮
した軽量の土留め・縁石である「ラピュタウォール」「ラ
ピュタブロック」、人工軽量土壌の「ラピュタソイル」があ
ります。また、屋上に植栽地を設ける場合に必要な植栽基
盤として、「ラピュタフィルム（防根フィルム）「ラピュタ
マット（保水・排水マット）」「ラピュタシート（透水シー
ト）」等があります。様々なパターンの屋上緑化に対応でき
る、オリジナルの屋上緑化システムです。

P10 〜 11 まちに 10 万本の木を植える
●シンボルツリー
特定の地域や建物、あるいは庭園のシンボル ( 象徴 ) と
なるような樹木のことを言います。例えば、歴史的観点 ( 大
径木 )、宗教的観点 ( 御神木 )、生物学的観点 ( 地域固有の樹
木 )、イベント的観点 ( 記念樹 ) にみられる樹木がシンボル
ツリーと言えます。造園においては、施主や設計者の好み
が樹種に反映される場合が多いです。一方で、地域の歴史
に考慮した樹木や、人と共に育っていくという意味を込め
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●ポタジェ
語源は、色々な野菜を裏ごししたピューレをベースに作
られるとろみのあるスープ『ポタージュ』で、そのスープを
作るためにお庭で色々な野菜を育てたことに由来します。
畑として食材を作り出すことだけを目的としているのでは
なく、様々な野菜や果樹、草花を織り交ぜ、季節ごとに見る
だけでも楽しめる植栽となっています。
●食育（しょくいく）
2005 年に成立した食育基本法では、生きる上での基本
であって、知育・徳育及び体育の基礎となるべきものと位
置付けられています。単なる料理教育ではなく、食料の生
産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を実
践することで、伝統的な食文化や食の安全性など、食に関
する知識と理解を深める活動のことをいいます。
●ケータリング
顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサー
ビ ス の こ と。公 園 で は 調 理 施 設 を 備 え た 車 両 を 使 用 し て
様々なメニューを展開しています。営業には保健所の許可
が必要となります。
●大島小松川公園（おおじまこまつがわこうえん）
江東区と江戸川区にまたがる都立公園。スポーツ施設を
中心としたスポーツ広場の他、5 つのブロックにまたがり、
自由の広場にはアスレチックやバーベキュー場を有してい
ます。

●人工軽量土壌（じんこうけいりょうどじょう）
屋上等の特殊空間で緑化をするために開発された非常に
軽量な土壌です。無機質系、有機質系、無機質と有機質の混
合といった種類の人工軽量土壌があり、重さのほか保水・
排水性、通気性、保肥性などが調整されています。リサイク
ルの材料を使って環境に配慮した製品などもあります。
P18 〜 19 思いを「つなげる」現場ＣＳＲ
●防災公園（ぼうさいこうえん）
発災時の一時避難場所や防災活動拠点となる公園のこと
です。今回施工したしろやま公園は耐震性貯水槽、雨水貯
留槽、防災備蓄倉庫、防災パーゴラ、災害時用トイレ、かま
どベンチなどを整備しました。
●現場ＣＳＲ（げんばしーえすあーる）
日比谷アメニスグループが工事現場主体で行うＣＳＲ活
動の総称として使用しています。
●耐震性貯水槽（たいしんせいちょすいそう）
耐震性能を有する貯水槽のこと。大規模な地震で水道管
が断水した場合も上水を大量に貯めておくことができ、飲
料水として利用できます。しろやま公園の工事では一人一
日 3 リットルとして 10,000 人の方が 3 日間使用できる飲
料水を貯めることができるものを設置しました。
P20 〜 21 大学と連携した課題の解決に向けて
●神奈川県立相模三川公園
（かながわけんりつさがみさんせんこうえん）
相模川、中津川、小鮎川の 3 つの川の合流点の上流につ
くられた、神奈川県立都市公園では初めて河川敷を利用し
て整備された公園。晴れた日には丹沢・大山の山並みが望
めます。平成 27 年 4 月より「株式会社日比谷アメニス」
「株
式会社日比谷花壇」
「太陽スポーツ株式会社」の共同体「ア
メニス相模三川グループ」で管理運営を行っています。
●関東学院大学（かんとうがくいんだいがく）
横浜山手に 1884 年創設された横浜バプテスト神学校を
源流とする、歴史と伝統ある 10 学部 13 学科 11 コースか
らなる総合大学。アメニス相模三川グループは人間環境学
部人間環境デザイン学科の二宮ゼミと連携しています。
●産学連携（さんがくれんけい）
産業界と学校（特に高専・大学）が互いに協力し、共同研
究、商品開発、技術教育、学校の持つ特許の使用などを促進
することをいいます。

P24 〜 25 みどりを通じたイキイキ生活づくり
●サービス付き高齢者向け住宅
( さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく )
一 般 的 な 賃 貸 住 宅 よ り 住 み や す く 借 り や す い 住 宅。介
護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供
する、バリアフリー構造の住宅となります。
●園芸プログラム（えんげいぷろぐらむ）
園芸作業の中で、季節の移ろいや花の観賞、収穫物を実
らせ、食すなど五感を使うことで自己の達成感を見出すこ
ととともに、身体的・心理的なリハビリテーションを目的
としたプログラム。幼児から高齢者まで様々なステージで
とりいれることが可能です。
●レイズドベッド
床面を高くした花壇のこと。腰をあまりかがめずに観賞
し、手 入 れ が で き る の で 高 齢 者 に は う れ し い バ リ ア フ
リー、ユニバーサルデザインに配慮したスタイルです。

P22 〜 23 食のニーズに応える公園
●ニーズ
人間生活上必要なある充足感が奪われている状態のこ
と。似た用語でウォンツ（wants）があり、ニーズは「必要＝
足りないもの」、ウォンツは「欲求＝あったら良いもの」と
いうニュアンスがあります。
●三郷市立ピアラシティ交流センター
（みさとしりつぴあらしてぃこうりゅうせんたー）
日比谷花壇みさと街づくり共同事業体（代表企業：（株）
日 比 谷 花 壇 構 成 企 業：（株）日 比 谷 ア メ ニ ス、日 建 総 業
（株））が、ピアラシティ中央公園およびピアラシティ交流
センターの指定管理者として指定を受け運営を開始。三郷
市の交流拠点として期待される「街の交流シンボル施設」
として、「花と緑と生活」をキーワードに「豊かなライフス
タイル」と「コミュニティでつなぐ、まちづくり」を実践す
る事を目標として開設された施設です。

P28 〜 29 国道 1 号桜田通り トチノミ落とし
●幹周（みきしゅう）
目通り、幹周りとも呼ばれます。樹木の幹の周長のこと
です。幹の測る位置は地面から 1.2ｍの高さです。
●トチノキ
トチノキ科トチノキ属の落葉広葉樹で樹高は 15 〜 20ｍ
にもなります。葉は大きく、手のひらのように小葉が 5 〜 7
枚からなり、大きいものでは 50ｃｍほどにもなります。ト
チノミは 2 〜 3 年ごとに豊作があります。
●高所作業車（こうしょさぎょうしゃ）
名前の通り、高所における作業に使用する機械です。作
業床および昇降装置その他の装置によって構成されてお
り、作用床が上昇、下降する設備のうち、動力を用い、かつ、
いろいろな場所に自走することができるもののことです。
造園業では主に高木剪定などで使用します。

37

P30 〜 31 力を合わせてみどりの魅力を伝える
●一般社団法人東京都造園緑化業協会
（とうきょうとぞうえんりょくかぎょうきょうかい）
主として造園工事を業務とすること等、都内で一定の条
件を満たした会員で構成される一般社団法人です。都市環
境における緑の重要性を深く認識し、都市緑化意識の高揚
に努めると共に、造園緑化技術の向上、研究開発を行ない、
併せて造園建設業の健全な発展を図ることにより、東京の
緑の保全、緑化の推進に寄与することを目的としていま
す。
●一般社団法人日本造園建設業協会
（にほんぞうえんけんせつぎょうきょうかい）
造園工事業を営む企業で構成する全国団体で、47 都道府
県に支部を持ち、造園技術の向上と造園技術の健全な発展
を図るため活動しています。緑豊かでゆとりと潤いのある
快適な環境と美しい景観の創造をめざし、造園技術等に関
する調査研究、緑化行政に対する協力、造園技術の国際交
流及び協力の促進、造園業に関する情報・資料の収集・提
供等のさまざまな事業に国内外で取り組んでいます。
●港区造園協力会（みなとくぞうえんきょうりょくかい）
東京都港区内の造園業を営む法人で構成される団体で、
平成８年に港区と「災害時における応急対策業務に関する
協定」を締結しています。港区の環境整備・都市緑化の推
進や防災活動に寄与することを目的としています。造園技
術の向上や促進、緑化行政に対する協力、緊急時対策の対
応などの事業を行っています。

専門家のように特化した業務を行うこともあります。その
どちらにおいても必要な人材像であり、自分で考えた業務
推進を行うために必要なスキルを身につけ、自分で考えた
キャリアデザインを実践して自己成長できる人材のことを
指しています。自律型人材は、考える機会を増やし、仲間と
議論する機会を増やすことでつくられると考えています。
●清里保養所（きよさとほようじょ）
山梨県北杜市に位置する日比谷花壇グループ直営の保養
所で、周囲は気持ちの良い自然に囲まれています。研修に
も使われますが、グループ社員やその家族に愛される施設
です。
●ナナメの関係
社内でのコミュニケーションにおいて大事になるのが
「ナナメの関係」です。業務成績や指導責任などの直接的な
利害関係のある上司でも部下でもなく（タテ）、同じ考えに
均一化しがちの同年代でもない（ヨコ）、“人生の先輩”（ ナナ
メ）だからこそ、適度な距離感でちょっと恥ずかしいこと
も本音で話せるので新しい視点を得やすくなると考えてい
ます。
P35 みんなで取り組むワークライフバランス
●ワークライフバランス
仕事と生活のバランスを保ちながら、その両方を充実さ
せることができている状態をいいます。生活の充実により
仕事がうまく進み、仕事がうまくいくことにより生活が充
実するといった、相乗効果が生み出されることも期待でき
ます。近年、少子化・高齢化、長時間労働などが社会的な問
題になる中、会社の経営戦略としても重要性が高まってい
ます。
●エコライフ・フェア MINATO（みなと）
環境に関するメッセージを広く伝える場として、港区が
主催するイベントです。区、企業、民間団体などが自ら取り
組む環境活動の公表や展示、環境負荷を減らすための生活
の工夫の紹介のほか、環境にちなんださまざまな催しが行
われます。また、各出展団体の取組によってイベント全体
での CO2 排出量を削減し、それでもなお排出される CO2
排出量と、他の場所で実現した CO2 排出量削減分をクレ
ジット等の購入により相殺し、イベント全体での CO2 排出
量をゼロにする「カーボン・オフセット・イベント」とし
て実施されています。
●資格支援（しかくしえん）
企業が行う資格支援は、業務遂行に必要となる資格の取
得を援助するものや、人材育成を目的として援助するもの
などがあります。日比谷アメニスでも業務遂行に必要とな
る資格、業務に関連し人材育成につながる資格についての
援助を行うほか、生活面の充実を目的に、業務と関連の無
い趣味や学習の資格についても、資格取得の支援を行って
います。
●港区ワーク・ライフ・バランス推進企業
（みなとくわーくらいふばらんすすいしんきぎょう）
仕事と子育ての両立や、男女がともに働きやすい職場を
実現するためにワーク・ライフ・バランスに取り組んでい
る中小企業を「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業」
として港区で認定する制度です。認定された企業の取組み
事例は港区により広く紹介され、ワーク・ライフ・バラン
スの推進につなげられています。

P32 体験が伝える自然のホント
●鳴尾浜臨海公園（なるおはまりんかいこうえん）
兵庫県西宮市の最南端に位置する海、緑、花を楽しめる
公園です。初めての釣りと魚料理教室以外にも、芝生広場
を活用した「芝ふぇす」や小川の生き物観察会、ガーデニン
グ講習など、多種多様なイベントを展開しています。弊社
は平成 25 年 4 月 1 日より管理運営を行っています。
P33 みどりのちからを、復興のちからに
●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
りのちからで笑顔と元気を届ける活動を行う団体です。2
年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
会で縁のある企業を中心に活動が始まりました。現在では
復興支援に積極的な企業・団体・個人に参加して頂き、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の隣
接地に作られた環状の植栽帯で、100 種類以上の有用植物
が植えられ市民に公開されました。薬用・食用・癒しとい
う植物が持つちからの効力を学ぶ場として「グリーンバン
ク」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
が行われました。
P34 研修で夢をみる！？
●自律型人材（じりつがたじんざい）
端的に言うと、
「自ら考え、自主的に課題を探し、自ら行
動する人材」です。小規模部門の多い当社では、営業、工事、
管理などマルチな業務をこなす必要がある場合も、一方で
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小林 定夫

当社における CSR の原点
約 20 年前、大きな樹木を重機で移植する工事があり、なかなか見ることができない光景とい
うことで近隣の方にご覧いただく機会を作ったことがありました。
ただ見てもらうだけでなく、
社員との会話を楽しんでいただいたり、お茶を振る舞ったりといったおもてなしをし、喜んでい
ただけたように記憶しています。
当社では世間で CSR という言葉が使われ始める前から、ところ
どころでこのような活動を実施していました。
「みどり」
を扱う事業を行いながら、ステークホル
ダーとのコミュニケーションを図り、事業の可能性を一歩広げていく、これが当社の CSR の原点
だと思います。

行動をすることが当たり前の流れをつくる
このような活動は、普段の仕事にちょっとした工夫を加えることから始まります。
どんな仕事
であれ、何かできることがあるはずです。
そしてそれは義務感でやるのではなく、それぞれの価
値観を活かしながらやっていってほしい。
そうすることでやりがいが生まれ、それぞれの活動が
より良いもの、楽しいものになり、一回限りではなく継続性のある活動になっていくものです。
会社の使命としてもそれをサポートし、会社全体としての流れをつくっていきたいと思います。
流れができれば、
行動することが当たり前になる。
これが理想の姿だと考えます。

ＣＳＲを通じて企業価値を高める
ＣＳＲという言葉が指す範囲は広いものですので、各社員の
価値観を活かしながらも、会社としてはどこに狙いを定めるか
戦略的に決めて行かなくてはなりません。
その際の拠りどころ
となるのは、企業スローガンである
「快適空間の創造」
や、コー
ポレートメッセージである「みどりと夢をみる」といった企業
としての理念です。
これらを軸としながら当社らしい活動を推
進していき、社内外に好影響を与えながら、企業としての価値
を高めて行きたいと思います。

編集後記
2011 年から継続して発行しているＣＳＲレポートも今年で５冊目を発行することができました。
１冊目を発行した当初に比べると、当社でもＣＳＲの認知度が高まり、より多くの社員が活動に関わ
るようになって来たのではないかと思います。この流れを切らさないよう、そしてさらに大きな流れ
にしていけるよう、これからも励んでまいりたいと思います。
製作にあたりましては、たくさんの方々からの多大なるご協力をいただきました。この場を借りて
心より御礼申し上げます。このレポートはステークホルダーの皆さまとの貴重なコミュニケーショ
ンの機会と捉えております。冊子をお読みいただき、ご意見・ご感想がございましたら、是非ともお
寄せいただければと思います。
※WEB 上にアンケート用紙を用意しております… http://www.amenis.co.jp/company/csr/
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