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CLA関東支部情報誌

R2年4月関東支部幹事がメンバーチェンジし新体制がスタート。嗚呼、新米広報
委員長に。コロナ禍の渦中感染者数に気の滅入る日々。されど今ほど公園価値に

注目が高まる時節も無しや。景色爽快、換気全開、三密散解、夢窓疎石の代より屋外空間は我等造園人が本
家本元。にゅーのーまるの読解の責務も然り。微力ながらみどりの手帖がそのヒントになります様に…。（髙橋）
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気になるお店

オップラ ダ ジターリア
練馬区の「地産地消」にこだわったピッツェリア

　この店は東京 23区内最大の農地を有する
練馬区で、「地産地消」と「スローフード」を
実践し、新鮮な地元野菜を使ったお料理をだ
している。地元のおいしい野菜を使った「練
馬N.M.P（2015年世界ナポリピッツァ選手
権第 2位受賞）」は「オップラ ダ ジターリア」
の名作ピッツァで、小松菜の風味とジューシー
なお肉の組合せが絶妙な人気メニュー。
　地元野菜がお店の要、一過性ではない地元
とのつながりを第一に考えているというこちら
の店主は「農家が育ててくれた野菜を決して
無駄にしない」がスローガン。その地元農家
に深刻なダメージを与えたのが「コロナショッ
ク」である。飲食店へ納めていた野菜の販路
が絶たれ野菜の行き場がなくなりそうになる

住所●練馬区関町北 2-28-7　小澤ビル 1F
電話● 03-6339-6936
営業時間● 12時～ 15時／ 17時 30分～
 　　22時 30分（定休：水曜日） 
交通●西武新宿線
 武蔵関駅南口　徒歩 2分

と店主自ら小売店への販路に切替えることを
提案。プロ仕様に育てられた野菜は店舗に納
品されるなり、即完売になったという。
　地元農家の野菜が守られたことで、この店
のおいしい料理も守られた。さらに言えば「練
馬の農風景」もこのお店によって守られたの
かもしれない。

　登録ランドスケープアーキテクト（RLA）有資格者が中心となって組織
化した団体、（一社）ランドスケープアーキテクト連盟（JLAU）はさまざ
まな委員会から構成されて活動しています。現在、委員長を務める資格教
育委員会では、ランドスケープ領域の発展を目指し、RLA資格制度の普及
や JLAU会員の継続教育の推進に関する活動を行っています。具体的には、
RLA受験者向けの「ランドスケープアーキテクトセミナー」の開催、「ラン
ドスケープアーキテクトになる本Ⅰ・Ⅱ」の企画・編集などを行っています。
　RLA有資格者には、公共分野から民間分野の第一線で仕事に携わって
いる方々が多数おり、経験や技術も幅が広いため、活動を通じて得られる出
会いは貴重なものになると思います。このコーナーでは、RLAとして活躍し
ている技術者をリレー形式で紹介します。皆さまのRLA取得のきっかけに
なれば幸いです。

RLAなヒトビト

　九州支部は、正会員11社、賛助会員 7社で九州・沖縄地区で活動しています。「ランド
スケープを広く社会に知っていただく」と「ランドスケープを目指す人材や技術者の育成と交
流」を活動の柱にしています。福岡市をはじめとする行政の緑化イベントや日本造園学会九
州支部等の活動への協力・参加のほか、『九州ランドスケープセミナー』の開催など行ってい
ます。その中で、九州支部の特徴的な活動として『（仮称）ランドスケープを頑張りたい人の
同好会（通称：FD）』を紹介します。
　FDは、若手の技術者・行政職員の技術研鑽と交流の機会を増やすとともに、ランドス
ケープを目指す大学生と社会人との交流を目的にスタートしました。スタートして 8年目、
2020年12月で第 87回を迎えました。毎月第 2金曜日の夜の開催を基本にし、各回のテー
マ及びゲストスピーカー（講師）は、参加者の提案によって決めています。技術者としての基
本的姿勢や施策の紹介、視察旅行の報告や事例報告から、きのこ講座やピクニック入門ま
で内容は様々です。
　参加資格は、ただ一つ「ランドスケープに興味がある人」のみ。現在、メールの登録者は
300人位になっています。また、今年からオンラインでの開催も試行しています。

いきものコラム その 27 「カシノナガキクイムシ」

　ナラ枯れ自体は昔から散発的に発生してい
た現象ですが、その被害が拡大したのは近年
になってからです。ナラ枯れは老齢の樹木の
方が、被害が大きい傾向があります。年老い
た樹木は、若い樹木と比較してやわらかい部
分が多く、カシノナガキクイムシの餌となる酵
母が繁殖しやすいため、雑木林の樹木が成長
したことが被害拡大の一因となっていると考え
られています。人々に親しまれている雑木林で
次 と々枯れていく樹木をみるのは痛 し々いもの

がありますが、一部の地
域では、被害樹木の伐採、
殺菌剤の注入といった防
除対策が進められている
そうです。新型コロナウ
イルス感染症対策の進捗
にも期待したいところです。

 株式会社プレック研究所
古川知代

　新型コロナウイルス感染症が問題となって
いる昨今ですが、今回は樹木の病気について
紹介します。
　人里近くの雑木林で、冬でもないのに葉が
枯れている木を見かけたら、その根元を覗い
てみてください。そこに、もし木くずが落ちて
いたら、それはナラ枯れと呼ばれる樹木の伝
染病かもしれません。この木くずは、カシノナ
ガキクイムシという甲虫が幹に穴をあけたとき
に出したもので、この虫が病原菌を媒介するこ
とによって枯れが生じる
のです。ただ、よくみる
と木くずが落ちていても
枯れていない個体もあり、
症状の出方には個体差が
あるようです。樹木の世
界でも、人の感染症に似
たものを感じます。

リレー紹介 ! 

八色 宏昌  Hiromasa Yairo

景域計画（株）代表取締役。（株）グラックにて、北川明
介氏の下で 12年間ランドスケープを学び、2014年に
景域計画（株）を設立。登録ランドスケープアーキテクト
（RLA）。東北芸術工科大学、芝浦工業大学非常勤講師。
2019年に「伊勢志摩国立公園横山展望台再整備」に
てCLA賞（設計部門優秀賞）を受賞。

練馬N.M.P 高田ファーム“とくみつキャベツ”
と燻製生ハムのスパゲッティ

特集
ランドスケープのしごと
「NEW NORMALとランドスケープ」
三島 恵二郎さん　UR都市機構
小野 隆さん　株式会社公園マネジメント研究所

CLAの技術・事例特集
九州支部の活動紹介

公園利用者にマスクを配るデブラシオNY市長

ソーシャルディスタンスを求めるサンフランシスコの
公園サイン（手前の青いサイン）

今回はコロナに立ち向かい
「都市╳農業」の実現を目指す
お店を紹介します。
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ランドスケープのしごと:
NEW NORMALとランドスケープ
特 集

や魅力向上につながっていくことがわかりました。またこの視点を民間企業や地域住民
など様々な担い手により持続
可能的に運用していくことが
これからの「公園づくりまち
づくり」に重要なものである
と考えています。

●COVID-19と世界の公園
　私からは、（一社）公園からの健康づくりネッ
ト業務執行理事の立場で、3月以降のコロナ禍
で世界の公園や都市がどのように対応したかを
紹介し、これからのランドスケープの役割について考えたいと思います。
　各国都市の 2～ 7月の公園利用者数のデータを（Googleコミュニティモバイルレ
ポートを用いて）グラフ化すると、「封鎖されたパリ」「人口密度に圧倒されたニューヨー
ク」「情報に翻弄されたロンドン」「都市機能と連動できなかったシンガポール」「全般
的に抑制された東京、大阪」など、各国また各都市で異なる様相が見えてきました。また、
World Urban Parks（WUP：世界都市公園会議）から「都市生活における自然の重要性。
公園やオープンスペースへのアクセスが人間の自然治癒力に大きく関わること」という
様な都市公園の重要性に関する共同声明が発せられました。

●公衆衛生・健康維持と公園
　わが国でも「感染拡大防止の外
出自粛は他疾患の増加を招く」（日
本高血圧学会）というような「健
康被害への危惧」を、スポーツ庁
や日本老年医学会をはじめ様々な
行政・学会・協会が発信していま
す。都市の公園、公共空間やオー
プンスペースには、市民の身体的
及び精神的な健康維持活動、人々
のwellbeingのための場を提供す
る重要な役割があります。

●公園・公共空間の果たす役割
　NY市は、感染拡大時、公園
管理団体の方針や利用者層の違
いによって公園の対応が異なり
ました（ハイライン閉鎖、セン
トラルパーク開園維持）。公園・
レクリエーション局M,シルバー
局長は、「公園は市民が正常を保
つための聖域。都市に不可欠な
インフラ」と訴え市直営公園を開け続けました。
　公園はwellbeingに応える都市空間です。日常空間であると共に都市災害対応空間
でもあります。公衆衛生・疾病予防、子育てや教育
の環境、都市の生産性などの要素とランドスケープ
の関わりは大きく、果たすべき役割は重要であると

考えます。

講演後は参加者からの質疑応答を交え、4人による活発な意見交換が
なされました。
●『自粛や利用制限による公園での収益性の打撃をどうしたら良いか？』という質問に
は、「公園単体では無く他施設との連携で収益を考える」、「都市レベルでの経営の
とらえ方が重要」などの意見が交わされました。

●『都会と地方の公園では今後どんな違いが出てくるか？』という質問には、「都会で
は小さな身近な公園の連携がより一層重要になる」、「都市が選ばれる時代にランド
スケープの役割は大きい」などの意見が交わされました。

●『アフターコロナも継続する公園の課題とは？』という質問には、「サンフランシス
コではアルバイトが激減した大学生を公園局が管理作業に臨時雇用した。社会シス
テムとして横断的な対応が重要」、「公園の清浄化（正常化）も課題。都市の肺とし
ての公衆衛生機能の確保と適正利用規模の調整などは今後も継続する課題」などの
議論に発展し、時間延長し活発な意見交換が続きました。

New normalに対応する街づくり
小野 隆  Ryu Ono 
株式会社公園マネジメント研究所代表取締役
一般社団法人　公園からの健康づくりネット　業務執行理事

2月上旬迄の5週間平均と比較した、8月迄の各都市の公園利用率の増減

❖CLAの技術：公園施設点検技術者資格試験について

CLA の 技 術  ・ 事 例 特 集

　コロナに負けない心身の為に健康診
断が重要なように、公園の施設も健康
診断が欠かせません。 （一社）日本公園
施設業協会が認定する国土交通省に登
録された民間資格「公圏施設点検管理
士・公園施設点検技士」の令和 2年度
の 新規認定講習 ・試験は新型コロナウ
イルスの影響により残念ながら中止とな
りました。
　しかしながら更新講習は、 WEB（HP）に JFFA：E-ラーニング（動画講習）で実
施されました。 申込み（入金）と引き替えにログイン等の情報（ID・パスワード）が
渡され、 9／6～9／23の間に動画を視聴（分割視聴可）する事で認定されました。
新規認定に関してはコロナの状況をみながら、 R3開催に向けて検討して行くとの
ことです｡

意見交換

［小野さんの関連サイト］［三島さんの関連サイト］

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/
action/greeninfra

https://parkhealth.jp https://go-park.net

●UR都市機構とみどりまちづくり
　私達UR都市機構は近年国交省を中心に取り組まれ
ているグリーンインフラ推進戦略の動向に呼応し、「既
存の自然環境的側面である『緑』の概念に都市空間の快
適性や地域資産などを加味した『みどり』」と「まちづ
くり」とを融合させ、まちの課題解決や魅力向上を実現
する『みどりまちづくり』を推進しています。

●コロナ禍における公園活用の変化の検証と機能実装に向けたアクションプラン
　東日本都市再生本部では、こうしたグリーンインフラに関わる国内外の動きを踏まえ、
一昨年「新公園戦略ワーキング」を組成し、グリーンインフラを活用したみどりまちづ
くりの検討を行ってきました。そして今回世界的に流行したコロナ禍における公園活用
の変化と機能実装に向けたアクションプランの検証を以下の流れで行いました。
①国内外問わず緊急時の公園活用事例をインターネットにより収集
②事例を国交省による「都市公園のストック効果」の 9つの分類毎に整理し、新しく
求められた機能や役割を検証
③事業構想段階における重要な 3つのステージ【計画】【設計施工】【管理運営】ごと
に求められた役割を整理し、「実装のためのアクションプラン」としてまとめた

●ニューノーマルにおける公園活用の新たな視点
　病院や学校などの公共施設、飲食店や商業施設などの民間施設や、様々な新技術と連
携し複合的に公園を使いこなすことが屋外空間の魅力をより引き出し、まちの課題解決

令和2年度ビジョンセミナー　『ニューノーマルに向けた公園活用とまちづくり』
　■ 主 催 ： 一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会（CLA）
　■ 共 催 ： 一般社団法人公園からの健康づくりネット
2020年9月10日CLA本部技術委員会により、『ニューノーマルに向けた公園活用とまちづくり』
と題して令和2年度ビジョンセミナーが開催されました。新型コロナウィルスの影響により、「新
しい生活様式：ニューノーマル」への転換が求められる中、新たなまちづくりを見据えたみどり
のあり方や新しい公園活用についての講演と活発な意見交換がなされました。セミナーの概要
を紹介致します。

ニューノーマルに向けた公園活用の
新しい視点
三島 恵二郎  Keijiro Mishima 
独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部 
主幹・新公園戦略ワーキング メンバー

三島さん╳小野さん╳井野貴文（CLA技術委員）╳新畑朋子（CLA技術委員）

セントラルパーク、シープメドウの広場に入る市民に距離をとるなど、
注意喚起をする警官


