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平成

年度通常総会の開催にあた

り、一言ご挨拶申し上げます。
本日は、国土交通省大臣官房審議官
小川陽一様をはじめ、ご来賓の国土交
通省の皆様には公務ご多忙の折にもか
かわりませず、ご出席をいただきまし
て、誠にありがとうございます。厚く
御礼申し上げます。
会員の皆様方におかれましても、多
くのご出席をいただきまして、ありが
とうございました。
また、本日は、造園建設業界の発展

通常総会を開催
佐藤会長を選任、６議案を審議・承認

（詳細２面）
。

また、収支予算は公益法

人改革に対応し、新たな形

式に基づいた収支予算書を

審議・承認。役員改選では、

理事を選任。臨時理事会で

その後、総会議事に先立

洋一中央労働災害防止協会

また、講演会では、中野

佐藤四郎会長を再選した。
地行政にご協力いただき、 している。協会ならびに会

ち、造園建設功労賞、業績

関東安全衛生サービスセン

年度通常総会を

員の方々におかれては、引

表彰、勤続精励表彰の授与

平成
この場を借りて御礼申し上

き続き、施策へのご理解と

日、東 京・ 千 代 田
げるとともに、設立以来長

タ ー 安 全 管 理 士 が「 造 園

６月
区平河町のルポール麹町

式を開催し、 氏に賞状が

名称変更

課長補佐＝柳沢秋介（都市再

生機構土地有効推進室土地管

（７月１日付） 理・防災公園チーム）▼下水

緑地環境室課長補佐＝竹内浩

孝（緑地環境室課長補佐）▼

局建政部都市調整官＝木村

市 調 整 官 ）▼ 九 州 地 方 整 備

人（九州地方整備局建政部都

▼公園緑地課→公園緑地・ 道企画課課長補佐＝三石忠

景観課

▼緑地環境推進室→公園緑

▼都市計画課景観室→公園

一郎（下水道企画課下水道管

地・景観課緑地環境室

緑地・景観課景観・歴史文化

＝名倉祐久（総務課付）▼北

歴史文化環境整備室課長補佐

理指導室課長補佐）▼景観・

環境整備室

人事異動

国土交通省関係

ター研究第１部主任研究員＝

▼㈶日本建設情報総合セン

術事務所長）▼関東地方整備

五男（北陸地方整備局北陸技

贈られた（受賞者２面）
。

松本守桐蔭横浜大学客員教

（６月１日付） 陸地方整備局建政部長＝平田

総会議事では、特に平成

工事の安全対策について」
、

ご協力をいただき、緑豊か
で潤いのある住みよい環境

年度事

で開催し、平成
向 上、 建 設 業 の 健 全 な 発

きにわたって、造園技術の

年

づくりを行っていきたい。

環境の時代という社会の流れを背景と

して、他産業との技術的違いをアピー

彦（街路課課長補佐）▼中部

局建政部都市調整官＝篠原昭

境 サ ミ ッ ト 」に 代 表 さ れ

げられる状況となってまいりました。

地方整備局建政部長＝大竹亮

松本勝正（都市再生機構東日

れる方々におかれまして

る「環境の世紀」において、 を行い、安全週間にちなん

用について、造園建設業としての思い

私たちも、より活発に活動を展開し

本支社東日本公園事務所副所

授が「指定管理者制度の活

心から敬意を表する次第で

は、長年優れた功績を残さ

日造協の「ビジョン 」で

化し、今後の動向が注目さ

を、主な事業官庁である国土交通省な

てまいりたいと思っています。

長）

年度事業計画として、「環

ある。国土交通省では、厳

れたことに対し改めて敬意

示した目標の実現を図るこ

進などに尽力されており、 また、本日、表彰を受けら

会 長 が あ い さ つ（ 別 掲 ）
。 しい財政状況の中ではある

を表するとともにお祝いを

れる指定管理制度について

用について」それぞれ講演

が、都市公園をはじめとす

ととし、大きく７項目にわ

の興味深い話を伺った。

総 会 は 冒 頭、佐 藤 四 郎

来 賓 を 代 表 し、小 川 陽 一

申し上げたい」と祝辞を述

たる事業の推進を掲げた

民党の「公共工事品質確保に関する議

確保と公園緑化事業を推進

任と経営の向上にむけて、独自の責任

員連盟」の活動が活発化し、総合評価

ルして、幅広い立場の方々に、造園技

排除、
ダンピング防止等の問題に加え、 術を、造園建設業を理解していただく

落札方式の徹底、不良・不適格業者の

において、活動を展開して行かなけれ

官が、
「日頃から、公園緑

が、この苦境を乗り切ることをはじめ

長）

第三部公園計画チームリー

古澤達也（都市再生機構業務

▼滋賀県土木交通部技監＝

（７月２日付）

（６月 日付） （都市再生機構業務第二部次

▼任期満了＝高梨雅明（都

市再生機構理事）

▼退職＝鈴木弘孝（建築研

（７月１日付）

究所住宅・都市研究グループ

ダー）

(

▼退職＝小川陽一（大臣官

７月４日付

上席研究員）▼建築研究所住

宅・都市研究グループ上席研

究員＝加藤真司（大阪市ゆと

ビジネススキルよりストロングウイ

都市再生機構業務第一部土地

機構業務企画部担当部長）▼

当部長＝大橋謙一（都市再生

▼都市再生機構業務第三部担

方整備局総務部長）▼関東地

建設業課長＝谷脇暁（中部地

局建設業課長）▼総合政策局

画部長＝吉田光市（総合政策

課長）▼都市再生機構経営企

＝松田紀子（総合政策局総務

りとみどりの振興局副理事） 房審議官）▼大臣官房審議官

ル、強いヤル気を持って、造園建設業

有効利用推進室土地管理・防

方整備局建政部長＝永森栄次

を、時代の主役産業に育てましょう。

災公園チーム兼務業務第三部

郎（公園緑地・景観課景観・

の業務はもとより、
「アクションプロ

グラム推進等特別委員会」
では、
ビジョ

ン に基づくアクションプログラムの

進行管理及び中期的な施策の検討、「造

品質確保課長）▼都市再生機

園緑地・景観課景観・歴史文

公園企画官）▼公園緑地・景

化環境整備室長＝笹口祐二

観課公園企画官＝丸尾浩（阪

構業務第三部公園計画チーム

（沖縄記念公園事務所長）▼

神高速道路㈱計画部企画グ

園団体連携特別委員会」では、造園団

沖縄記念公園事務所長＝足達

ループ長）▼公園緑地・景観

▼四国地方整備局建政部長＝

正明（船橋市建設局長）▼船

課課長補佐＝八木貴弘（海事

リーダー＝五十嵐康之（甲斐 （大臣官房広報課広報企画官）

橋市建設局長＝鈴木修二（近

局海技課長補佐）▼東北地方

体との連携や新公益法人化に向かった

畿地方整備局明石海峡公園事

整備局建政部長＝東潔（住宅

近江典男（公園緑地・景観課

務所長）▼近畿地方整備局明

局市街地建築課課長補佐）

市副市長）▼都市再生機構業

石海峡公園事務所長＝小島孝

務企画担当部長＝後藤和夫

にしております。

役員一同、責務の重さを肝に銘じ、

さらなる努力を重ねてまいりますので

今後とも会員の皆様のご支援、ご協力

を心よりお願い申し上げましてご挨拶

といたします。

（総会あいさつより）

補佐）▼国土計画局参事官付

文（国土計画局参事官付課長

対応等引き続き検討を行っていくこと

く杜の湖畔公園事務所調査・ 歴史文化環境整備室長）▼公

公園計画チーム＝佐々木貴弘

日造協といたしましては、
「環境の 日造協といたしましては、通常委員会

四郎

て、道路、港湾、学校さらには民間プ
ご出席をいただいております。

（東北地方整備局国営みちの

柱となる、
「総合評価落札方式」の運 「労務単価問題」が、いよいよ取り上 ことが大切だと考えております。

昨年は、入札契約制度改革において

を代表する造園建設業の団体として、 ばなりません。
約 年の歴史を持っています。
この間、
造園建設業界発展のため、努力してま
いりました。これも偏に、会員の皆様
のご協力あってのものと、感謝申し上

らびに環境省に伝達いたしました。こ

通常総会開催にあたって
佐藤

世紀」
、
「みどりの世紀」といわれる
ありがとうございました。

ロジェクトの場において、造園技術を

していただき、
成果を得たところです。 世紀こそ、公園緑地事業をはじめとし

しても、地方整備局等へ、要望活動を

社団法人日本造園建設業協会
建設業界を巡る環境は、財政再建下で
の公共投資の抑制によって、非常に厳

建設業界全体としても、健全な事業

生かせる領域の拡大を進めるととも

しい状況にあります。

展開を図るためには、企業としての適

に、それを造園建設業界として受け止

そのため、各建設業界は、それぞれ

正な利益確保が不可欠として、総合評

める技術力、提案力を備えるための努

等表彰を受けられる 名の方々にも、

かなる布石を打つか、
結束を高めつつ、 価方式における技術力評価の推進、過

今日の厳しさを乗り切るためには、

力をいたしたいと思っています。

す。これまでのご努力に敬意を表しま

当競争から生じる低入札問題への対応

幅広い協会活動を展開しています。造

として、将来の事業展開に向けて、い

で現場の安全や、近年本格

国土交通省大臣官房審議

る緑とオープンスペースの

べた。

を審議・承認した。

役 員 の 選 任 な ど、６ 議 案

度 事 業 計 画・ 収 支 予 算、 展、さらに、都市緑化の推

業・ 決 算 報 告、平 成

19

さて㈳日本造園建設業協会は、わが国

ております。

20

今日、造園建設業をはじめとして、 の件につきましては、総支部におきま

げます。

20

20

等を発信してきましたが、やっと、自

30

平成 20 年度

24

すと共に、これからも業界の発展のた

のために、著しい業績を上げられた方

総会のもよう（６月 24 日、東京・ルポール麹町）
園建設業界も建設業としての社会的責

受賞される皆様おめでとうございま

21
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めに、ご活躍いただけることを、願っ
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53 常磐開発㈱
関東・甲信

茨城

宮本

和雄

56 茨城県県南造園土木協業組合
〃

栃木

渡辺

定男

64 ㈱永沢緑花苑
〃

群馬

新田

元大

63 新田造園土木㈱
〃

埼玉

北島

務
〃

〃

栁澤

誠一

51 ㈱松柳園

卯之原
神奈川 岡部
〃

山梨

埴原喜久男

59 ㈱アセラグリーン
北陸

富山

久郷

愼治

55 ㈱久郷一樹園
中部

三重

田中

清平

55 ㈱名阪造園
近畿

福井

友田

慶一

66 ㈱大地

〃

千葉

畠山

勇雄

60 ㈱アート造園ハタケヤマ
〃

京都

小林

正典

57 ㈱小林造園

〃

〃

若井

健治

57 橋本屋造園㈱
中国

島根

持田

圓治

73 ㈱もちだ園芸

〃

東京

大場

淳一

49 ㈱大場造園
62 末澤緑地㈱

〃

〃

梶井

直和

56 物林㈱
〃

〃

林

輝幸

56 西武造園㈱
〃

〃

松尾

長才

51 ㈱柳島寿々喜園
章

59 ㈱港南植木ガーデン

保
末澤
香川
四国

48 ㈱石原グリーン建設
46 林業笠原造園㈱
北陸

石川

松平

博之

51 ㈱北陸グリーンサービス
中部

静岡

衛藤

徹雄

56 ㈱八ヶ代造園
〃

愛知

竹地

正洋

65 ㈱造園サービス
近畿

京都

茨木

和幸

50 ㈱茨木春草園
〃

奈良

里脇

昇

75 ㈱里脇造園土木
祥一

75 ㈲樋口造園土木

64 内山緑地建設㈱

通

善樹

笠原

平井

長野

本部

〃

本部

55 ㈱田澤園

65 ㈱朝長緑化建設

政人

靖司

石原

朝長

山梨

長崎

〃

〃

和夫

63 田丸造園建設㈱

酒井

雄二

〃

田丸

川人

克男

57 ㈲川人造園土木
九州

熊本

芹川

隆德

50 芹川造園㈱
〃

大分

川津

潔

52 ㈱大山
哲生

61 新谷緑化㈱

第１ 造園技術 造園資材
び
経業
営の
の経
改営
善の
に関
化造
及園
び業
造の
園
改
す
究調査研究の刊
善る
に調
関査
す研
る
行
１．会員の実態調査
造園工事業の近代化を図
る基礎資料を得るためなら
びに造園建設業界の実情を
把握するため、昭和 年か
ら実施している会員実態調
査を引き続き行う。
２．造園のものづくりシス
テムの研究
設計施工一体化発注等入
札制度改革で話題となって
いる課題を含め、造園にふ
さわしいものづくりと評価
のあり方について㈳ランド
スケープコンサルタンツ協
会と検討を進める。また、
㈳日本造園学会全国大会で
ミニフォーラム「より良質
な公共造園空間創造に向け
た設計

施工、その連携の
･
あり方」に参加する。

鹿児島 新谷

仁志 53 秋田植林土木㈱

所属
関東・甲信 神奈川 坂本

義勝 56 相原造園土木㈱

久世 51 グリーン産業㈱
新潟

磯部
近畿

滋賀

武田孝四郎 54 西村造園土木㈱
〃

大阪

根本

長平 59 近鉄造園土木㈱

街路樹の樹形、剪定技術
の向上に向けた検討を行
う。
５．環境にやさしい技術へ
の取り組みの推進
資源の有効利用の啓発を
行い、移植やみどりのリサ

関山

正己 58 神港農園芸㈱
鳥取

勝部

周一 50 ㈱チュウブ
四国

高知

溝渕

勝郭 59 東洋園芸食品㈱
九州

宮崎

谷口

昭一 59 ㈱田口グリーンセンター

㈳日本造園建設業協会

四郎 ㈱日比谷アメニス取締役会長

再
藤巻

司郎 藤造園建設㈱取締役社長

再
副会長

樋口

敬記 内山緑地建設㈱代表取締役会長

新

う。

英昌 ㈶公園緑地管理財団副理事長

再
理事

宇坪

啓造 北陸緑化㈱代表取締役会長

新
理事

大泉

紀男 ㈱片平エンジニアリング特別技術顧問

再

建設業協会との施策の推

１．全国の各都道府県造園

第４ 造園業に関する情
第４ 造園業に関する情
報、資料の収集、提供

う情報収集する。

な維持管理に貢献できるよ

６．海外の日本庭園の適正

河川愛護月間、住宅月間、 Ａ）との情報交換を行う。
工場緑化推進全国大会等に
協力する。
第３ 造園技術の国際交
第３ 造園技術の国際交流
流及び協力の促進
１．国際園芸博覧会の認証
機関である国際園芸家協会

進、事業活動の遂行、事務

再

･

費の調整等、事業執行体制

局の効率的運営、組織 会
を強化するための検討を行
う。
２．公共工事の入札契約制
度改革への対応を図るため
の情報を提供する。
３．雇用改善推進事業の実
施
雇用改善事業の推進を図
るために、雇用管理責任者

新

再

新

新

理事

大塚

守康 ㈳ランドスケープコンサルタンツ協会会長

新
理事

大坪

貞保 ㈳高知県森と緑の会運営協議会委員

再
理事

木上

正貢 木上梅香園㈱代表取締役社長

新

理事

鬼頭

愼一 ㈱双葉造園代表取締役

再

理事

久郷

愼治 ㈱久郷一樹園代表取締役社長

再

理事

久保

和男 ㈱葉隠緑化建設代表取締役社長

再

理事

熊谷

洋一 東京農業大学地域環境科学部教授

再

理事

小泉

理事

近藤

公夫 奈良女子大学名誉教授

再

理事

坂上

信明 ㈱昭和造園土木代表取締役

再

理事

櫻井

正昭 ㈶自然公園財団専務理事

再

理事

佐々木吉和 むつみ造園土木㈱代表取締役

再

理事

笹本

新

理事

椎谷

尤一 ㈶都市緑化技術開発機構専務理事

再

理事

下地

浩之 ㈲西原農園代表取締役

新

理事

下平尾

理事

杉尾

邦江 ㈱プレック研究所代表取締役副社長

理事

杉本

正美 九州芸術工科大学名誉教授

再

理事

砂川

孝志 ㈶リバーフロント整備センター専務理事

再

理事

須磨佳津江 キャスター

理事

髙橋

一輔 アゴラ造園㈱代表取締役社長

再

理事

冨田

祐次 ㈶海洋博覧会記念公園管理財団理事長

再

理事

西岸

芳雄 ㈶日本花普及センター専務理事

再

理事

初谷

雄一 ㈶建設業振興基金専務理事

新

理事

早坂

有弘 ㈱国策代表取締役社長

再

理事

林

輝幸 西武造園㈱取締役社長

新

理事

福島

偉人 ㈱有斐園代表取締役

再

理事

丸山

宏 名城大学農学部教授

再

理事

蓑茂寿太郎 公立大学法人熊本県立大学理事長

再

理事

山本

一隆 ㈱中国新聞社代表取締役副社長

新

理事

涌井

史郎 桐蔭横浜大学特任教授

再

理事

和田

新也 箱根植木㈱代表取締役社長

再

理事

渡部

佐界 庄内園芸緑化㈱代表取締役

新

理事

渡邊

宣昭 横浜植木㈱代表取締役

再

監事

梅原

二郎 尊農社緑地㈱代表取締役会長

再

監事

江口

浩市 ㈶都市緑化基金常務理事

新

監事

北田

知 ㈱北海道造園コンサルタント代表取締役社長

蔀 造園家

５．技術情報の蓄積と提供
建設業労働災害防止協

を行うための「技術情報共

と共に会員間での情報共有

各種造園関連技術の蓄積
会（建災防）の、造園工事

会と協定書を結び、協力し

今年度から㈳日本造園学

有発表会」を開催する。
築のためのマニュアル及び

生マネジメントシステム構

業に係る建設業労働安全衛

４．安全運動の推進

る。

発のためのポスターをを作

伊藤

会議並びに講習会を実施す

再
理事

成し配布する。また、造園

再
幹男 アイシン開発㈱顧問

るとともに、人材育成と資

脩 ㈳日本造園建設業協会常務理事
赤崎

工事、造園維持管理業務等

小林

理事

における事故の実態調査を

常務理事

格制度の普及、労働安全管

再

理の推進、若年者の入職促

誠 ㈳日本造園建設業協会副会長

解析する。

五十嵐

進のための事業を実施す

副会長兼専務理事

危険性又は有害性等の調査

より高い次元からの社会貢

て造園 環境分野において

献、人材育成に務める。

６．伝統技術の承継

承のための研修会開催等を

造園の伝統技術、技能継

企画する。

行う。

造園業に関する情報提供を

２．認定試験

(

盤診断士補 修了認定

①街路樹剪定士認定試験

)

②植栽基盤診断士認定試験

･

３．研修 講習会

①登録造園基幹技能者講習

･

特例講習

②街路樹剪定士研修会、お

よび資格更新研修会

･

③植栽基盤診断 地盤調査

実技研修会

④植栽基盤診断士補研修会

･

⑤造園技術講習会の開催

･

技術の研修

⑥植栽 移植 植物育成

⑦みどりのリサイクルガイ

ドライン普及の講習会

⑧造園技術者のレベルに合

わせた資格取得プログラム

を実施

(

４．造園ＣＰＤ 継続教育

制度の活用

①造園ＣＰＤ協議会構成団

体として制度の普及と会員

の募集を行う。

②造園技術者が取り組みや

)

功 ㈱植清園代表取締役

第
政政
庁庁
そそ
のの
他他
関 定士指導員
第５
５ 関
関係
係行行
係
へ関
のへ
政の
策提
建言
議、 ③植栽基盤診断士 植栽基
関機
係関
機
政言
策、
提
･

建議、要望等

１．国土交通省、環境省等

と意見交換を行う。

２．緑に関連する税制の改

正要望を行う。

３．㈳建設産業専門団体連

合会の会員として、業活性

化のための活動に積極的に

対応する。

４．新しい入札契約制度改

造園工事は造園

｢

革が進む中で、造園建設業

として

｣という原則実

現のために必要な要望活動

建設業に

を展開する。

第６ 造園技術者及び技
第６ 造園技術者及び技能
能者の養成、資格の認定
者の養成、資格の認定並び
並びに研究会 講習会等
･ の開催
に研究会 講習会等
･
の開催

１．資格認定

催）

②街路樹剪定士 街路樹剪

･

日本造園組合連合会と共

７．各種調査等へ対応し、 ①登録造園基幹技能者（㈳

ともに、安全の手引きの改

･

働安全衛生週間の周知 啓

一環として、安全週間、労

会員への安全啓発活動の

実施する。

訂に着手し、安全講習会を

安全確保対策を推進すると

また、高木剪定作業等の

る。

マニュアルの作成に協力す

･

平成 年度 事 業 計 画

員として、総会やスプリン

６．企業基盤の強化と活性化 （ＡＩＰＨ）の日本代表会
造園工事に携わる者の処
遇改善及び、雇用する企業
の経営基盤強化につなが
る、造園工事の仕様書、歩
掛、労務費、市場単価につ
いての調査研究を行う。
グ ミーティング等へ出席
･
第 ２ 公 園 緑 地、 道 路、
第２ 公園緑地、道路、河 する。
河 川、 住 宅、 工 場、 学 校
川、住宅、工場、学校等の ２．国際公園 レクリエー
･
等の緑化行政に対する協
ション管理行政連合（ＩＦ
緑化行政に対する協力
力
ＰＲＡ）の会員として国際
交流に努める。
ＬＡ）の会員、幹事として

みどりの都市」
全国大会、 ３．国際造園家連盟（ＩＦ

「ひろげよう 育てよう
春季における都市緑化推進

ＬＣＡ）との情報交換を行

４．
欧州造園建設業協会
（Ｅ

運動、
全国都市緑化フェア、 国際交流に努める。
都市緑化月間、まちづくり

佐藤

国大会、
道路ふれあい月間、 ５．国際樹木家協会（ＩＳ

する国民運動推進会議」全

北陸

４．街路樹に関する調査研究

秋田

イクル講習会を開催する。

兵庫

29

根本
東北

彰
表
励
精
続
勤

年齢
支部

氏名
総支部

晋 アトリエヒロ代表

日造協通常総会の席上、平成 年度の造園建設

徳島

月間、
「日本の景観を良く

長

副会長
会

20

功労者 名、業績表彰 名、勤続精励表彰９名

54 ㈱有斐園
四国

の表彰を行った。受賞者は表の通り。

利則

積

土肥

第 １ 造 園 技 術 ･造 園 資
･
工事施工の合理化及
材造
･ 園造
･ 園工事施工の合理

広島

３．植栽基盤整備技術の蓄

〃

中国

14

中国

〃

和歌山 樋口
〃

神奈川 笠原

福岡

〃

九州

〃

協会表彰 氏の業績など称える

57 ㈱道南レミック
英明
東京

会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、監事

20

清隆
國井
関東・甲信

所属
年齢

52

59 ㈱北島ソリューション

廣澤

70 ㈱東開造園土木

〃

福島

伊藤

逸

〃
71 東洋緑化㈱
宮城

59 ㈱昭和造園

52 ㈱宝成園
米男
東北

昇

尚仁
58 王子木材緑化㈱

北海道 北海道 齋藤
美樹
北海道 北海道 細田

彰
表
績
業
造園建設功労賞

氏名
支部
総支部
所属
年齢
氏名
支部
総支部

東北

〃

受賞者に佐藤会長から表彰状が手渡された

58

（２）
７月１０日
平成２０年

協
造
日
広 報

第４１２号

③社内での技術研修がＣＰ

する。

すい認定プログラムを実施
る。

いて防災協定の締結に努め

害時における防災活動につ
４．全国造園フェスティバ

広報に務める。

のアピールとコンクールの

ら直面する課題に、連携し

境緑化技術の振興の立場か

緑化思想の普及、造園・環

本公園施設業協会）が環境

(

き誇るバラたちや気持ちをうきうき す。造園・土木工事の世界から異業

させる色とりどりのワイルドフラワ 種にチャレンジして、自主事業での

あるかはご存知の方が少ないようで 花々の自然な競演を生かすため、春 意見は、私たちにとって財産である

是非、松江イングリッシュガー

す。そんな島根県の松江市西浜佐陀 から秋は極力、明らかに手を入れた と感じております。
町宍道湖北岸に松江ウォーター・ヴ とわかる作業を避け、秋から冬は、

上で、会員の退会にどう対

いう課題に取り組み、その

共セクターが、財政再建と

国、地方公共団体等の公

度の削減で歯止めをかけて

大幅な削減を防ぎ、現状程

界の声を伝えていること

ピング受注の排除など、入

は、今日、品質確保、ダン

事業となっていることが、 始 ま っ た 公 共 事 業 の 点 検

や、建設業法上独立した工

札制度改革として、国、地

外国より高いという指摘で

わが国の公共事業は、諸

とまっての協会活動です。 向上と、そこで働く者が、 園建設業界が身を置く、建

業個々より、業界としてま

されるものと思います。企

まとまりによって、もたら

ません。その強さは、数と

か、その声は、目標に届き

が 強 く な け れ ば、 な か な

業の社会的、経済的地位の

く一方で、身を置く建設産

としての領域を拡大して行

を保持し育みつつ、造園業

意欲の下、高い造園技術力

営理念を確立し、強い経営

設業界の発展にまで努力す

界の発展に、さらには、造

なく、身を置く造園建設業

自分の会社の発展だけで

う責任を生じさせました。

たさなければならないとい

界として、一定の役割を果

造園建設業界としての力を

の仲間たちの理解を求め、

園建設業に携わるより多く

る今こそ、私たちには、造

躍すべき領域が拡がってい

にふさわしく、私たちの活

観、
歴史等々、「環境の世紀」

ノーマライゼーション、景

癒し・健康、少子高齢化、

ＦＡＸ042―629－1376

日本で感じる英国

出雲大社、玉造温泉、宍道湖は ー、雪化粧をした木々、湖岸で羽を 様々なイベントを通して改めて社員

ルの開催

全国的に有名で、世界遺産登録によ 休める水鳥たち。春から冬にかけて 一人ひとりの行動力や知恵を再発見

②京都議定書の目標を達成
てシンポジウム等の開催に

り石見銀山も全国的に知られるよう いろいろな表情を魅せてくれます。 し、それをさらに向上させられるこ

Ｄ単位に加算される事例を
昨年に引き続き、会員参
よる広報普及活動を行う。
になりましたが、まだまだ、どこに

するための国民的プロジェ
ティバルを全国で開催し、 ７．機関紙の発行

加による全国造園フェス
広報日造協を毎月発行

紹介する。
ク ト「 チ ー ム

し、会員に最新の情報等を

回技能五輪全国
行政、市民に造園のプロと

５．第
６％」の趣旨に賛同し地球
しての技術と感性を示すこ

春 先 か ら 秋 に か け て の 木 々 や とや、来園者の皆様からいただくご

温暖化防止対策の啓発に努

･
提供するとともに関係官公

マイナス
･

千葉 大会への参加
める。

)

運営委員 競技委員を派
とによって造園建設業を知

遣するとともに、造園職種
２．造園建設功労賞等の表彰

いえ松江で英国を感じていただけた

日本で、
宿根草の植替えや一・ デンに足を運んでいただき、
ィレッジが平成 年４月にオープン 球根の植付け、
し、平成 年４月には“松江イング

森 桂子（㈱庭の川島）

らと思います。

す。この責務には、大手も

処したら良いのか、頭を悩

た め、 公 共 事 業 費 を 毎 年

いることに気づかなければ

方を挙げて進められていま

将来を托せる産業となるよ

ることが、建設業法に位置

高める努力が、期待されて

042―629－1375

ＴＥＬ

に出場し優秀な成績を収め
を知っていただくために広

ナーのキース・ゴット氏を中心に、 シーズンに向けた準備で大忙しで

中小も、中央も地方もあり

ませているのが現状である

３％（国レベル）ずつ削減

なりません。協会活動とい

す。この問題に対しても、 ケースによっては、造園建

う、合力して行かねばなり

づけられた建設業者として

・現在の得意先

庁等に造園建設業の活動等
く配付する。

あえて、
「フラワーパークの延長で す。

の建設業法の改正による造

と思います。

している状況の中で、現実

設業界でも小さな力でしか

ません。

１９７１年（昭和 年） の 責 務 で あ ろ う と 思 い ま

②������円

り、理解していただく活動
を進める。

①街路樹剪定ハンドブック

はない庭園」
（つまり、英国そのま

園工事業の独り立ちは、私

「会員になっているメ

的に、仕事を増やすことは

ありません。そのため、造

②������円

緑化事業の推進並びに業
５．表彰及び顕彰への推薦

リッシュガーデン”としてリニュー
アルオープンして今年で７年目にな
ります。

②植栽基盤整備ハンドブック

イギリスから招いた専属ガーデ 二年草の植付け、土の改良など次の

優秀施工者国土交通大臣顕
③植栽基盤整備―調査のて

共同企業体で施設及び庭園の管理を
庭園に一歩足を踏み入れればそ させていただくことになり、弊社と

門工事業、設備工事業等の

ホワイトガーデンのバラのドーム

団体とともに、建設産業専

ません。建設業に夢を託す

リットがない」が、退会す

うものは、事業費拡大の時

造園建設業界としての声を

園建設業協会は、ほかの専

・全てのメーカーの車両を取り扱っています

た者を表彰（日造協会長及
あった者に対し、表彰規程
８．会員名簿の発行
会員並びに関係官公庁等
に配付する。

彰等候補者の推薦を行う。

ド手帳

てのことで、
スタッフたちと協力し、

こは英国…。白葉のギンドロと黄葉 しましては、イベントの運営は初め
のニセアカシア

フリーシアの美し
･

飲み込まれ、造園建設業と

たちに、自分の世界のこと

いコントラスト、溢れんばかりに咲 暗中模索しながら取り組んでおりま

しての特色を出せず、造園

門団体連合会（建専連）を

る際に、最も多く言われる

非常に難しい。しかしなが

出していかなければ、建設

①������円

び造園連理事長連名）
する。 界の発展に著しい業績等が
また、第 回技能五輪国際

･

臣表彰、都市緑化及び都市

叙勲 褒章、国土交通大

３．第 回全国造園デザイ
公園整備 保全美化運動 に

大会
（カナダ カルガリー） に基づき、
会長が表彰する。
･

への参加を目指し、啓発活
ンコンクールの実施
意欲を与えるために、全国
６．造園

おける都市緑化功労者表彰、 ９．図書の刊行

高等学校造園教育研究協議

まの庭園）をコンセプトに庭作りを 導入され、弊社とイベント会社との

本造園建設業協会、㈳日本

⑤ 造園安全衛生管理の手引き

今年度から、指定管理者制度が

会、㈳ランドスケープコン
びき―

環境緑化産業振
･

サルタンツ協会と共催で、 興会の活動

④植栽基盤診断士フィール

植木協会、㈳日本造園組合

⑥美しい街路樹をつくる―

振興会の構成団体（㈳日

また、入選作品について
連合会、㈳ランドスケープ

樹形のつくり直し―

ルを実施する。

は㈳造園学会全国大会等で
コンサルタンツ協会、㈳日

全国造園 デザインコンクー

しています。

造園を目指す若者に夢と

･

動を実施する。
６．総支部

支部開催の講
･

習会等へ講師を派遣する。
第７ 造園 環境緑化に
第７ 造園 環･境緑化に関
関する普及啓･発及び広報
する普及啓発及び広報活動
活動並びに機関紙、図書
並びに機関紙、図書の刊行
の刊行

組み
展示を行い、若者の技術力

･

１．社会貢献活動への取り
①国 地方公共団体等と災

【論説】建設業に身を置く者としての責務

建設業界の受注の逓減につ
とに有効なのです。皆で協

いるのです。

者として、それぞれの建設
会活動を行ったことが、マ

に対する責任は、自分たち

リ削られたとしても、おか

イナスの中ではあるが、仕

地球温暖化、ヒートアイ

構成し、幅広い中小建設業

あろうことは、想像に難く

しくないのです。公園緑化

もに、オール建設業界の向

ながることは、目に見えて

最近、会員の退会が増え

関連事業費に関しては、造

建設産業に身を置く私た

ランド、防災、生物多様性、

業が、総力を挙げて取り組

ない。しかし、この「仕事

その声を肝心の目標に届け

上のためにも、造園建設業

まねばならないのです。

の受注が多くなる」という

事を増やしていると言える

ちは、企業ぞれぞれが、経

で取り組み、解決していく

ている。総支部、支部にお

園建設業界が、一致結束し

ることです。声を出す主体

という環境をもたらすとと

いて指導的役割を担ってい
ことが、正確に理解されて

のです。

の立場から声を出す活動も

る総支部長、支部長の皆さ

いるかが、
問題なのである。 た協会活動として、造園業

理由である。建設業が置か

に事業費を伸ばすことだけ

業界内の実力団体の意向に

声を出すということは、 行っています。

んも、活動の活性化を図る

れている厳しい現実から、 ら、ここで良く考えてみる

ではなく、削減の時におい

いるのです。

ても、削減を低く抑えるこ

①������円
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においては、もっとバッサ

ことが、最大のメリットで

②������円

「取扱い」 ㈳日本造園建設業協会・㈳日本植木協会・㈳日本造園組合連合会

②������円

㈳埼玉県造園業協会・㈳東京都造園緑化業協会・㈳神奈川県造園業協会ほか

①はファイナンスリース②はメンテナンスリース

キャンペーン実施中

①������円

☆只今

①������円

首都圏・九州・四国・近畿・北陸・東北地方の植木生産と造園業の企業様

・キャンター2 トンダンプ

・クリッパーバン

社名入れ・ロゴマークなど自由です

(新車登録)

・リース料は概算です

・AD バン

・クリッパートラック

(2007 年度は新たに 100 台以上のご利用を頂いています)

※一例(リース期間 5 年:月額概算リース料)

�社は�造園業に���企業様とと�に��でいます

>

!

35

19

46

40

「 仕事の受注が多くなる 」 と、このような財政非常時

46

��で��車は�リース����利です
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ながるものと思います。

街路樹のよりよい管理につ

いう認識を持ち、何事にも

卓越した技術集団であると
ていけるように努力してい

い、将来の造園界を背負っ

将来のビジョンを見据え、 真剣に理路整然と立ち向か

一方、指定管理者制度に

管理業務の特記仕様書に
の造園維持管理部門に会員
が参画し、仕事の確保や従
業員の雇用につながってい
ます。
こうした中、日造協メン
バーの社会貢献と課題につ
いて検討していたところ、

造園３団体共催で盛会
兵庫県支部

筑後平野の中心、耳納連

の調査まで、熱気むんむん

とＥＣメーターでの化学性

く次第です。

庭芝生化、街の景観向上、
企業のエコロジー、指定管

日造協賛助会員の紹介
三住オートリース 株式会社

供させていただいていま

園芸学校長が「造園のニュ

原憲一郎兵庫県立淡路景観

れ、参加者は熱心に聞き入

の進む方向について論じら

げ、多角的な視点から業界

ざまなキーワードを例にあ

「仕事で使う車は、リー

ました。

業の皆様とともに歩んでき

の造園建設と植木生産の企

車リース〟をつうじて全国

三住オートリース株式会社

………………

庭とともに歩んでいます。

オートリースはいつも緑と

ス！ を モ ッ ト ー に、 三 住

こよりも高品質のサービ

どこよりも低価格で、ど

す。

ービジネスについて」と題

り、
メモを取っていました。

スが断然有利」との認識の

☎０４２・６２９・１３７５

当社は創業以来、
〝自動

して講演、中小企業の最重

このあと第二部では交流

もと、２トン・３トンダン

理者制度についてなどさま

要な経営資源は「人」では

会場に場を移し、活発に意

支部長 ・井内 優

ないかと指摘した上で、造

プカー・クレーン車などか

０４２・６２９・１３７６

見を交わすなどして有意義

と建築職能の将来像

・建築教育の需給構造

ポジウム

㈬・街路樹診断国際シン

・臨時理事会

㈫・平成 年度通常総会

部会

㈮・技術委員会技術情報

推進専門部会

㈪・事業委員会国際交流

㈮・運営会議

理事会、総会

㈭・ＩＦＰＲＡジャパン

説明会

㈬・建設雇用改善助成金

・建設ＣＰＤ協議会

会議

９㈪・
「広報日造協」編集

事会

・平成 年度第１回理

同会議

３㈫・総支部長、支部長合

【６月】

のメーカー車を新車にて提

車など、全ての車種と全て

ら軽トラック・軽バン商用
事務局長・藤沢昭則

な時間を過ごしました。
してゆくかの大切さに言

園の多様性をどういう形で

３団体が一堂に会して親

及、里山・里地管理、生物

指で伸ばす指頭法に挑戦、

山のふところに位置する山

03

ニュービジネスにモデル化

の集い」をこのほど神戸市

交を深め、県下が一層花と

昨年に続き２回目。

された方や園芸に興味のあ
内の兵庫県民会館において

「平成 年度 兵庫みどり

る方々を対象にした植木剪

公園事務所より、リタイア

第２回兵庫みどりの集い

ついては、公園や公共施設

会員の減少を少しでも食い

和歌山県支部

街路樹剪定士の配置明記

和歌山県は、世界遺産の

②指定管理者制度の勉強

修会の実施

発活動及び街路樹剪定士研

①街路樹剪定士の普及啓

てきました。

「紀伊山地の霊場と参詣道」 止めるための方策を模索し

（熊野古道）を有する歴史
的にも有名な紀伊半島にあ
る県です。
バブル期には、半島振興
法などにより世界リゾート

て企画しました。会場には

の多様性、都市の緑化、校

これは㈳日本造園建設業

業界関係者約百人の他に、

緑豊かに栄えるよう念願し

の作り方の講習会等に会員
協会兵庫県支部（富永守支

国土交通省、兵庫県、神戸

盛大に開催しました。

に力を入れた結果、本年
の知識・技術を十分に活用
部長）
、㈳兵庫県造園建設

市からも議員や幹部が多数

定講習や園芸講習、花壇苗

４月、県発注の街路樹管理
していける機会を与えら
業協会（橋本渉会長）
、神

会の実施

激減、入札制度の改革等に
業務の特記仕様書において
れ、これから積極的に取り

開催を祝いました。
戸市造園協力会
（東真会長） 出席し、

博が開催され好況でした

より造園業界は、不況の中
街路樹剪定士の資格を有す
組んでいく予定です。

が、それ以降は公共事業の

にどっぷり浸かったまま
る者を配置する旨の記載が

修で地盤調査・診断の重要

検土杖や貫入計を使っての

第一部の研修会では、石

緑地建設㈱圃場での実技研

性と手順を学び、午後から

土壌断面調査・土壌硬度測

我々日造協メンバーは、 の県下造園３団体共催で、

で、今日に至っています。
こうした中で、
当支部は、 なされました。これにより

修で幕を開けた今年の研修

は、現場での実務を学びま

ディションに恵まれ、九州

の実技研修でした。

国が実施している制度のた

し、
自ら出向く必要がなく、

各分野の専門家が対応

の相談が２回まで無料とな

相談内容は、経営が思う

っています。

め、安心でき、３時間程度

経営相談を無料で実施
今年度から日造協が窓口に

ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）まで。
www.jalc.or.jp/

E-mail:tokyo.midori.
niwa@nifty.com

に関する特別研究委

員会

【７月】

３㈭・運営会議

７㈪・
「広報日造協」編集

会議

・ＡＩＰＨ西安国際園

～ 日

芸博覧会建設状況調

査

協議会

九州

㈭・基幹技能者制度推進

㈭・全国事務局長会議

ループ委員会

員会」ワーキンググ

性等のマニュアル委

協会「危険性・有害

㈭・建設業労働災害防止

ーラム

㈮・ランドスケープフォ

括協定書調印式

育成を行うための包

ける社会貢献や人材

造園・環境分野にお

・㈳日本造園学会との

（福岡）

㈭・技術情報共有発表会
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熱気むんむん 土との格闘
会。心配された天候も、曇

す。

各地から参加した 名の受

の辺一体は、春の桜、初夏

定と続き、最後は 測定機

りのち晴という絶好のコン

講者たちの、診断士資格取

の新緑、秋の紅葉と、自然

２日目と３日目は、
「植

得への挑戦が始まりまし

栽基盤整備に必要な基礎知

調査実技研修会が開催され

九州総支部

植栽基盤診断士補・実技研修会

梅雨の合間の６月 日か

の風景に恵まれ、また、西

までの一連の学科研修が行

識」から「調査から施工」

た。
先ず、室内でのＤＶＤ研

地、 特 産 の 巨 峰

われ、修了試験で３日間の

日本有数の苗木・植木の産

ました。
久留米市田主丸町の内山

ブドウや富有柿

研修会を終えました。
植栽基盤診断士について

ようにいかない、新事業へ

れ、 近 年 は 山 笣

の挑戦、助成金や支援制度

どさまざまです。

同事業は、経験豊富な中

認会計士、社会保険労務士

問い合わせは、
日造協
（☎

㈶建設業振興基金は、
小・

などの中から、相談内容に

０３・５６８４・００１１、

は、国交省関係の発注工事

ま れ る ラ ン ド・ 項目に盛り込まれるなど、 による情報提供・経営相談

対応した専門家をアドバイ

（やまづと）の道

ンター事業」を行っており

重要性への理解が深まって 「ワンストップサービスセ

の活用から、ＩＴの活用な

きたことから、今後、更に

ザーとして派遣するもので

小企業診断士、税理士、公

エシックに満ち

ます。また、今年度から日

す。

中建設業者を対象に専門家

溢れた山里です。

多くの資格者を輩出する必

造協は、この事業の「相談

において、その資格が評価

３班に分かれ

要があると感じています。

０３・５６８４・００１２）
、

ての実技研修で

ーが申込者の会社に訪問

申し込むと、アドバイザ
窓口・申し込み窓口」を開
設しました。

事務局長・市丸敏和

の名称でも親し

は全国的に知ら

第一部の研修会で講演する石原憲一郎
兵庫県立淡路景観園芸学校校長（上）
と第二部の交流会のもよう（下）
は、 土 性・ 土 色

08
in

20

の判定では、土を

fax

10

11

17

31 24

11

pH

20

20

ら３日間、福岡県久留米市

各総支部・支部からの記事を紹介します

12

16 13

20

24

25

において、九州総支部主催

植栽基盤診断士補・実技研修会のもよう

fax

17

の植栽基盤診断士補・地盤

総・支部
総・支部
だより
だより
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