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自然配植技術協会 
 
 

自然配植技術協会第 5 回定時総会のご案内 
 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、来る 8 月 5 日（金）～6 日（土）に下記の要領で自然配植技術協会第 5 回定時総会を開催

いたします。8 月 5 日(金）に総会を行い、翌日の 6 日には京都 自然配植施工地 3 箇所（南禅寺
裏山、京都市東北部クリーンセンター、華頂短期大学神山グラウンド）でのエクスカーション(見
学会)を併催いたします。 
 

 
記 

 第五回 自然配植技術協会第五回定時総会/エクスカーション  
 
   総会日時        ：平成 17 年 8/5（金）14：30～16：45 
   総会開催場所      ：ひと・まち交流館 京都 
   懇親会開催場所   ：THE RIVER ORIENTAL(ザ リバー オリエンタル) 
   エクスカーション日時  ：平成 17 年 8/6（土）8：30～12：45 
   エクスカーション開催場所：南禅寺、京都市東北部クリーンセンター 
                華頂短期大学神山グラウンド 
      ※京都市清掃工場は外側からの見学のみ 
      
    8/5（金）14：00～  受付 
    14：30～16：45 総会 
      （総会のみ参加者は解散） 
    18：30～20：30 懇親会 ※参加費 7000 円 
   
  8/6（土） 8：30～  集合（地下鉄五条駅 8 番出口前集合） 
      9：00～12：45  エクスカーション   
      ※会員：実費 1000 円、非会員 2000 円 
      ・開催地 南禅寺、京都市東北部清掃工場 
               華頂短期大学神山グラウンド               
                                  （貸切バスにて移動） 
      解散（JR 京都駅前） 
 
 
※ｴｸｽｶｰｼｮﾝにご参加の方は実費(会員/1000 円、非会員/2000 円)をいただきます。ご了承ください。 
※懇親会にご参加の方は参加費（7000 円）をいただきます。ご了承ください。 

■総会出欠、懇親会出欠、エクスカーション出欠は同封しましたはがきにご記入後、ご返信願  

 います。 
■ご宿泊の予約は基本的に各自でお願いいたします。 
■ご不明な点がございましたら、協会へご連絡をいただきますようお願いいたします。 



＜総会開催場所＞ 

 ひと・まち交流館 京都                               
 ■所在地 〒600-8127 
    京都市下京区西木屋町通上ノ口上る海湊町 83-1（河原町五条下る東側） 
 ■連絡先 TEL：075-354-8719  FAX：075-354-8712 
 ■交通  市バス 17、205 号系統『河原町正面』下車 
    京阪電車『五条』下車 徒歩 8 分 
    地下鉄烏丸線『五条』下車 5 番出口 徒歩 10 分 
   （JR『京都』－地下鉄烏丸線『京都』－5 分－地下鉄烏丸線『五条』） 
    立体駐車場 最初の 1 時間 400 円、以後 30 分ごとに 200 円 
    ※混雑が予想されますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。 

 ■ホームページアドレス http://www.hitomachi-kyoto.jp 
 

＜懇親会開催場所＞ 

 THE  RIVER  ORIENTAL  （ザ リバー オリエンタル）                 
 ■所在地 〒600-8015  
    京都市下京区木屋町通松原上る 
 ■交通  京阪電鉄本線『五条』下車 徒歩 5 分 
    阪急京都線『河原町』下車 徒歩 6 分 
    地下鉄烏丸線『五条』下車 徒歩 15 分 
 ■連絡先 TEL：075-351-8541 FAX：075-351-5688 
 ■ホームページアドレス  http://www.theriveroriental.com/index.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひと・まち交流館 京都 

THE RIVER ORIENTAL 

地下鉄烏丸線 
『五条』5番出口 

京阪本線 
  『五条』 

至京都駅 

至四条 

地下鉄烏丸線 
『五条』8番出口 



＜懇親会会場拡大図＞ 

開始時間 18：30（時間厳守でお願いいたします。） 

開催場所 THE RIVER ORIENTAL 

 
 

ひと・まち交流館 

THE RIVER ORIENTAL 



＜エクスカーション集合場所拡大図＞ 

集合時間 8：30（時間厳守でお願いいたします。） 

集合場所 京都市営地下鉄『五条駅』8 番出口上がってすぐ 

烏丸通と六条通三叉路の近くです。 

 
京都市営地下鉄五条駅8番出口

上がってすぐ 



＜エクスカーション＞ 

 
 南禅寺 （植彌加藤造園株式会社、小泉製麻株式会社、株式会社東和工業）                                        
境内崖面・台風 23 号災害復旧工事 施工中 
場所 南禅寺境内南禅寺山南西斜面（最勝院北部分） 
目的 集中豪雨による崩壊斜面の安定 
 山林の復元 
 京都の借景南禅寺塔頭、最勝院庭園の景観の構築 
留意点 当施工箇所は京都の景観に大変重要な第一種風致地区及び歴史的風土特別保存地区に該

 当し、災害復旧のための工事といえども文化庁はじめ各官公庁の開発指導及び、許可・

 検査等が厳格である。 
 また、本工事の特筆すべき点は一般に崩落災害現場では斜面の構造強度計算や安定力の

 みが重視されていたのに対して、当工事では構造強度はもちろんのこと、自然庭園景観

 に配慮していることである。 
  従来型土木工事では、崩落に対する構造上の復旧工事のみが一般的な考え方であった。 
 しかし近年、本工事のような史跡地内や景観上重要な場所においての災害復旧工事は、

 数年後の自然景観に留意した造園修景工事が求められている。 
 本工事においても、岩盤上での樹木の根茎生育・斜面における日照時間の影響等、現場

 において実際に山の声を聞きながらの樹種の選定、自然配植を行っている。 
 早期成木になるまでの期間は、数々の実績のある工法（本工事ではジオファイバー工法）

 にて斜面を構造上強度に安定させ、数年後は自然の山林と同様に植栽樹木の根の

 伸長力により斜面を安定させることとなる。また、他の現場と違い、施工完了後も維持

 管理等を行い南禅寺山の修景に留意していく点で注目が高い。 
 
 
 京都市東北部クリーンセンター （株式会社髙石造園土木）                                  
京都市東北部清掃工場建設事業土木造成（その 2）工事 
植栽施工時期 平成 10 年 5 月～6 月 
法面面積 約 10,000 ㎡（設計） 
植栽数量 約 15,000 本 
 
  東北部クリーンセンターは周りを山に囲まれた鞍馬への玄関口に位置し、周りの山はそ

 のほとんどがスギ、ヒノキの植林地である。クリーンセンターの自然配植緑化だけが目

 的ではなく、周囲の環境の自然回復拠点として役割を果たすことを視野にいれ設計され

 ている。そのため、樹木が大きくなるまでの見栄え、10 年後 20 年後の森林の形という 
 点を考慮し植栽が行われている。 
 
 
 華頂短期大学神山グラウンド （株式会社小林造園）                    
華頂短期大学神山グラウンド法面自然配植緑化 
植栽施工時期 平成 10 年 
 
  華頂短期大学神山グラウンドは京都市東北部クリーンセンターの近くにあり、自然探勝

 路を敷地内に持つ広大な施設である。グラウンドとしての利用だけではなく、自然につ

 いても学べ、地域の自然回復拠点としても活用したいという大学の意向があり、グラ 
 ウンド法面に自然配植施工を行うに至った。 
 



＜会場周辺の宿泊施設＞ 

 
だいや旅館(大弥旅館)     4,000 円～          
京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入 
烏丸七条 3分（東本願寺から徒歩 3分） 
Tel:075-371-3987  Fax:075-361-5555   
http://daiyainn.gooside.com/ 
 
 
スーパーホテル京都烏丸五条  6,980 円～          
〒600-8177 
京都府京都市下京区烏丸通り五条下る大阪町３９６番３ 
Tel:075-343-9000 Fax:075-343-9001 
karasuma@superhotel.co.jp 
「京都」駅より 1駅、 
地下鉄烏丸線「五条」駅より徒歩約０分 
http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/karasuma/karasuma.html 
 

山田屋            7,875 円～          
〒600-8159 
京都府京都市下京区東本願寺前 
Tel:075-371-3127 Fax:075-343-5839 
http://www.yadoplaza.com/yado/H000002902.html 
 
 

たき川旅館          8,400 円～          
〒600-8186 
京都府京都市下京区富田町３６５ 
Tel:075-351-7040 Fax:075-351-4359 
t.ryokan@topaz.ocn.ne.jp  

http://www1.ocn.ne.jp/~takigawa/ 
 
 
 
※上記は総会会場より比較的近い宿泊施設です。 
 宿泊料金は目安になります。 
 詳細につきましては直接各宿泊施設に問い合わせをお願いします。 
※ご宿泊の手配は基本的に各自でお願いいたします。 
  
 

  
自然配植技術協会            
 〒603-8045 

 京都市北区小山堀池町 28-5  

 TEL/FAX 075-254-6014 

 E-mail：shizenhaisyoku@pep.ne.jp 

 URL：http://www.shizenhaisyoku.org/ 


