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予算では、景観形成で事業

会への対応の４点につい

域づくりへの対応④参画社

概算要求の基本方針は、 景観形成を図るとともに、 と文化に根ざした美しい地

よる公園整備の推進④ロ号

性化に資する多様な主体に

合支援事業の創設③地域活

査（２９６８万円）を実施。

収源対策に関する検討調
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特例措置の延長（２年）を

要求した。

ミナーなどとは少し違う意義や面白味

京から数百㎞離れ、特有の自然が広が

先日、とある島を初めて訪れた。東

え、どこも同じような顔つきの空間を

うが、どこにでも外来の園芸植物を植

間や地域を対象にされていることと思

都市公園・自然公園などさまざまな空

えられ、調査研究・地域環境管理・政

２万３千人・団体の会員やご寄付に支

活動を続けているＮＧＯだ。全国約

日本自然保護協会は、私たちが自然

る。さらに、写真・記事・人の言葉な

史などを整理し、自然の見方を体験す

本の自然を守ろうと１９５１年から 自然観察会なのかについて、定義や歴

とどうつきあえばよいのかを考え、日

どを用いて、日常にある話題や実際の

ぶ。何のために自然を守るのか、なぜ

マ３時間の野外実習と室内講義が並

第一の具体的な目標にしている。環境

わり、現在は“生物多様性の保全”を

物種の保護”へと時代とともに移り変

ら“生態系の保全”
“貴重・希少な生

や目標は、
“学術的な価値の保存”か

「自然保護」という言葉が持つ意味

を感じて下さっているように思う。

るこの地で、空港に着き市街に向かう

整備する発想やセンスを少しずつ変え

芝小路

晴子
かけてひもといていく。

種の問題も、その中の解決すべき重要
課題だ。

そうした中、今後造園建設業の中に

生物多様性の保全をどう組み込んでい

くのか。そのために、あるいはそれを

通じて、社会の発想やセンスを変えて

いくにはどうすればよいのか。

もしこのようなことに興味を持たれ

て、職業人として、地域の一員として、 たなら、自然観察指導員として全国の

そして、一個人として、家庭人とし

教育活動の進め方も移入種を含む外来

ていくことに力を貸していただけない

出来事をいくつも紹介しながら時間を

車の中からまず見えたのは、道路沿い

策提言・環境教育などに取り組んでい

㈶日本自然保護協会教育普及部長

自然観察指導員になって、自然を守るセンスを磨いてみませんか

のココヤシ並木だった。宿に着くと、 ものだろうか。
ココヤシに付いて島に入り数が増えた
というカナブンが辺りを飛び回り、頻
繁に窓から部屋に入ってきた。
この島は、国立公園に指定され、地
元の自治体が“島丸ごと自然博物館”
構想の実現に取り組まれている。その

そうした中、地域の自然を守るには

そのようなことを考えていた時に、 る。
私たちが実施している「自然観察指導

そこの自然を知ることからと、今から

ような場所に、なぜ今も島＝南国＝コ
コヤシといった発想で外来の生き物が

員養成講習会」を受講された緑化関係

年前に“観察＝じっとみる”
“ウォ 社会の一員として何ができるかを考 仲間とともに解決の糸口を見つけ出

個性や豊かさを知るところであるはず

営、住民説明、コーチングなどに活か

た。ＣＳＲ活動、指定管理者制度の運

然観察指導員が果たすべき役割を知っ

業・大学などと共催して開催し、その

る。全国各地で自治体・ＮＰＯ・企 や技術より持つべきセンスやものの考

人を全国につくる講習会をすすめてい

であろうが、地域ごとに異なる自然の 「身近な自然の大切さを再認識し、自 た自然観察を始め、その活動を広める

機会をご紹介いただいた。その方は、 ッチング＝ずっとみる”に重きをおい

ハードスケジュールではあるが、知識

行動に表そうと呼びかけている。少々

え、ささやかなことでもよいので何か

ムページをご覧いただければありがた

か。詳細は、日本自然保護協会のホー

すのもひとつの方法ではないだろう

の会社にお勤めの方から、この寄稿の

島の玄関口に飾られるのか疑問に思っ
た。

の場所にまでコスモス畑が造られてい

北海道の湖畔であろうが沖縄の海辺

るのを見たりしても、同じような違和

え方がじっくり学べる点に、受講者の

い。 http://www.nacsj.or.jp/shidoin/
index.html
方々は環境教育に関わる他の講座やセ
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藤巻保之輔氏死去

逝去された。享年 歳。

家・藤造園建設㈱合同葬と

して、９月２日、３日、神

われた。

藤巻保之輔氏は、昭和

年５月副会長、

年５月から日造協理事を務

め、昭和

平成３年５月、会長に就任

し、日造協をはじめ、造園

業界の発展に尽力された。

働く人の健康の確保、増進を

衛生週間は今年で 回目。今回

職場づくりに取り組む全国労働

図り、快適に働くことができる

通 夜・ 告 別 式 は、 藤 巻

浜総合斎場でしめやかに行

長）は８月 日、
午前３時、 奈川県横浜市港北区の新横

造園建設㈱代表取締役会

元会長・藤巻保之輔氏
（藤

日造協・造園業界の発展に尽力

元会長

倍率（Ａ／Ｂ）

前年度（Ｂ）

費の３分の１、歴史的観光

我が国の固有の歴史的風致

景観形成推進として、新規

施することとしている。
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数は４百回を超え、受講者数はのべ

(単位：千円）
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形成でコア事業２分の１、

の維持向上を目的とした歴

国営公園維持管理業務にお

に屋外広告物施策方策検討

歴史まちづくりの推進の５

38,995

事業費

都市の緑の創出に資する緑

そのほか、
税制改正では、

倍率（Ａ／Ｂ）

び固定資産税の課税標準の

都市公園防災事業費補助

5

附帯事業３分の１を補助。
行政経費では、緑地環境
対策として、明日香村歴史
的風土創造的活用事業に
１億１千万円を要求。温暖

良好な景観と緑豊かな都市

て、重点的に取り組むこと

ける新たな国庫債務負担行

トは、①低炭素型都市の実

つ（詳細２面）となってい

38,995
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公園緑地 ・景観 ・歴史環境等概算要求額

事業費１・ 倍の２４８７億円に

平成 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算概算要求額がまとめられ、事業費ベースで前年度倍率１・

環境の形成を推進するた
史まちづくり法に基づく歴
とした。

化防止対策で新規に都市緑

め、景観緑三法の的確な推
史・文化資産を保全活用し

倍の２４８７億円９２００万円、国費ベース１２５９億円６５００万円となった。

進、都市公園事業や緑地保

地域の活性化を図る観点か
現を支援する緑地環境整備
る。

為の措置⑤総合的な景観・ 調査（１４９０万円）を実

民間事業者が行う緑化等と
ら、①持続可能なまちづく
総合支援事業の拡充②都市

（単位：百万円）
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動を図りたい。

でも、自主的な労働安全衛生活

的な活動が行われる。各事業所

週間を本週間に全国一斉に積極
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２面 「全国造園フェスティバル 2008」開催へ
公園緑地・景観・歴史環境等概算要求概要
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で美しい日本を！】をメイ
２００８」は、 月 ～
日を中心に開催します。
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・リース料金は概算です(新車登録全てのメーカー車両取扱い)
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②
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<全���> 一部地域につきましては輸送費がかかります

日�造園建設業�会・日�植木�会�か

し、地域活性化を図る。

お引合いが多く、グレードによっては納期が約 2 ヶ月程

ホ ー ム ペ ー ジ（ 会 員 専 用

風致形成建造物に係る防災

② ���５���/月

ろしくお願いいたします。

【概要】歴史的な建造物

より、企画競争による契約

施設の整備を追加し、放水

② �������/月

【概要】公園管理者の許

等として設置されたロ号国 備、利用者指導、救急、利

を災害から守るため、歴史

方式に移行し、国庫債務負 ちづくりの推進

銃や消火栓等の整備を支援

① �������/月

可に基づく公園施設の設置
主体等を補助対象に新たに

間事業者などの多様な主体
が公園管理者と協働した地

安心対策を一括して推進す

営公園の維持管理業務の効 用促進のための広報・催事

③地域活性化に資する多

【目的】地域の歴史・文

「日産車クリッパー、AD バン」は

ページ）
に掲載しています。

していただくことで、造園
位置づけ、公園管理者以外

１カ所では小さなイベン

域活性化に資する効果的な
公園施設整備を推進する。

園における総合的な安全・ る「都市公園安全・安心対

率化と安定的なサービスを 等をさらに効果的に行うた

で安心して利用できる都市

様な主体による公園整備の

担行為を活用した複数年度

算要求（記事１面）では、 支援事業の拡充

公園の整備を推進する。

推進

するとともに、附帯事業の

① ���５���/月

開催のための資料は日造協

技術の認知度の向上と都市

フェスティバルとは

環境の時代におけるまちづ
トでも全国で開催されるこ

実情に精通したＮＰＯや民

の地方公共団体や、地域の

もらう、日造協会員が自主

「 造 園 フ ェ ス テ ィ バ ル 」 のみどりへの理解を深めて
は、市民の方々の参加をい

くり、地域づくりに向けた
とで、数万人規模のイベン

ただきながら展開し、
景観・ 的に行うイベントです。

社会貢献活動であるととも

④ロ号国営公園維持管理
業務における新たな国庫債
務負担行為の措置

策緊急総合支援事業」を創

新たな契約方式に移行。 コア事業に、新たに歴史的
提供するため、平成 年度 め、

よる緑化、都市公園の整備

【概要】市街地の防災性

実施に関し、歴史的風致形

① ���５���/月

開催に向けてのお願い

ンテーマにして、毎年継続

「全国造園フェスティバル２００８」
月 日～ 日を中心に開催
昨年、一昨年と「全国造

センスを多くの方々に知っ

園フェスティバル」は、多

より全国各地で開催され、 園建設業の理解を深め、日
ていただくとともに、会員

素晴らしい造園の技術と

造協会員企業を認知してい
トとなり、注目度が高まる

テレビや新聞など多くのマ
に、造園界が営々と継承し

の皆様を地域へアピールす
など、協会組織を生かした

るチャンスとしてご活用い
催しとなります。

ただき、最終的には事業領
てきた造園施工技術、管理

域の拡大にも結びつけよう
技術、造園のデザインやセ

スメディアに取り上げられ

ンスを多くの皆様に再発見

広く造園建設業をアピール

協力いただきますよう、よ

ただくため、ぜひ開催にご

このイベントは【花と緑 「全国造園フェスティバル

安心対策事業を緊急かつ計

設し、整備を推進。

【目的】国家的記念事業

業」で、吸収源対策に有効
画的に実施し、誰もが安全

しを実現するため、都市公

に取り組む都市で実施する

な一定規模以上の公共公益

支援する緑地環境整備総合 「緑地環境整備総合支援事

施設の緑化や民間事業者に

観・歴史環境等関係予算概

【目的】
「京都議定書目標

定）
」に基づく地球温暖化
等への支援を強化し、
公共・

化資産を生かしたまちづく

的環境形成総合支援事業の

達成計画（平成 年３月改

介します。
対策の一層の推進を図るた

【概要】植物管理、建物 りを支援し、歴史的な建造

契約を導入する。

成建造物の状況に応じた条

【目的】市民団体やＮＰ

管理・工作物管理、清掃、 物を将来的に保全していく

件の見直しを行う。

Ｏ、民間事業者等による創
意工夫や発想を生かした個

入園料徴収、巡視・保安警 ための対策を推進する。

や公園施設の安全性の向上

性豊かで魅力ある地域づく

に係る具体的な対策を緊急
に行う地方公共団体に対

りを推進するため、公園管

民間による総合的・効果的

し、耐震性貯水槽などの災

理者以外の者による質の高

な公園緑地の保全・創出の

害応急対策施設等の設置や

め、緑地環境整備総合支援

②都市公園安全・安心対

耐震改修、安全確保のため

事業を拡充し、緑化や緑地

【概要】環境モデル都市

【目的】生活者の視点に

策緊急総合支援事業の創設

ための取り組みを推進。

や緑化地域を指定した都市

の保全を推進する。

等、温室効果ガス吸収源対

の公園施設の改築等、
安全・ い 公 園 施 設 の 整 備 を 推 進

⑤総合的な景観・歴史ま

５つのポイントが示され

総合的な景観・歴史まちづくりの推進のイメージ

た。この５事業について紹

平成 年度公園緑地・景

①低炭素型都市の実現を

と す る も の で す。 今 年 の

的に開催することにより造

13

することができました。

くの会員の皆様のご協力に

11

立った安心で質の高い暮ら

ロ号国営公園は現在５公園

ＦＡＸ042－629－1376

ＴＥＬ042－629－1375

株式会社

21

取扱い

当社は、植木生産と造園建設に携わる企業様とともに歩んでいます （㈳日本造園建設業協会賛助会員）

10

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業のイメージ

私達は、いつも緑と庭と共に歩んでいます

①はファイナンスリース、②はメンテナンスリースです。リース期間は５年

13

20

要しますのでご了承下さい。

���ン�ー��ン�ン�

�Ａ�バン

10

低炭素型都市の実現や地域活性化など
時代のニーズに応える公園緑地整備へ

多くのお�い合わ���きまして�りがと�ご�います

�クリッパーバン 2WD

�クリッパー��ック 2WD

21

平成 21 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算概算要求

<��で��車は、リースが����です>

ʻẻẬỉཎᢠỿἵὅἬὊὅܱɶᴾ ᴾ ���:�月 30 日まで(納車は 12 月�まで)

11

環境モデル都市等に対する緑の確保の総合支援のイメージ

策に対して先駆的、意欲的

地域活性化に資する多様な主体による公園整備のイメージ

（２）

平成２０年９月１０日

協
造
日
広 報

第４１４号

「公共工事設計労務単価」の設定ならびに
「公共事業労務費調査」の方法、改善検討へ！

学官各界の委員からなる

在り方検討会」が発足し、

「公共工事設計労務単価の

ム」
（松野博一主査）が行っ
また、これと並行して、
「公
の問題点を把握し、改善策

け、現行の労務費調査方法

しの指摘がなされました。 適正な予定価格の形成に向

を中心に検討が進められる

この会では、下記の課題

月 日、日造協本部で開催

され、各部会（技術情報部

でいくことを決めた。

ついて総務委員会で取組ん

及び「新公益法人移行」に

会、施工技術部会、制度資

の説明が行われた。その中

関する国土交通省の施策等

史まちづくり、古都保存に

れ、景観、屋外広告物、歴

関の国土交通省で開催さ

会議は８月４日、
東京・霞ヶ

歴史まちづくり 主管課長

を行った。

等について検討・意見交換

対応工事の安全教育の徹底

りまく入札・契約制度への

能承継講習、造園工事をと

魅力の拡大、造園技術の技

向について各種資格の取得

報告があった。また活動方

交通省）

主管課長会議（国土

物・歴史まちづくり

・全国景観・屋外広告

㈫・建設業労働災害防止

協会「危険性・有害

性等のマニュアル委

員会」ワーキンググ

ループ委員会

㈮・技術委員会（全国）

連合会事務局会議

・㈳建設産業専門団体

・植栽基盤診断士受験

㈭・総務委員会（全国）

対策講習会（北海道

総支部）～ 日

文化を語る集い」セ

・日本港湾協会「港と

と建築職能の将来像

１㈪・建築教育の需給構造

【９月】

総務委員会（全国）は８

７㈭・運営会議

会議

５㈫・
「広報日造協」編集

事務局会議

で、景観・歴史的環境形成

日 造 協 関 連 の 代 表 と し て 【 主な動き（ゴシック体）より】 格部会、業務企画部会）の 【８月】
全国景観・屋外広告物・ 取組み状況及び検討事項の ４㈪・登録基幹技能者制度
は、建専連会長の才賀清二

郎氏がメンバーとなってい
応にも取り組んできたとこ
た「中小企業労働者問題に
共工事品質確保に関する議

ます。

ろです。
関する提言」において、公
員連盟」
（古賀誠会長）も、 の検討を行うとともに、建

公共事業発注にあたっ

近年、公共工事の低価格
共工事については、
「労働

て、
積算のベースとなる
「公
共工事設計労務単価」
（労
受注の増大や不調・不落の

▽設計労務単価と支払い

調査方法の改善

▽現行の設計労務単価の

もようです。

務単価）については、ここ
設労働者の所得環境や労働

この課題を中心とした活動
条件の改善に取り組むため

者の経験や技術が的確に反
を活性化させています。

増大、さらには、若年者の
映された賃金水準を確保す

の、非常に大切な第一歩と

月 日、日造協本部で開催

企画部会、広報部会）の取

され、各部会（財務部会、

木県）からバスまたは乗用車で２時

て、彼らの代弁をしてゆく事も大切

８㈮・造園工事基準普及策

定委員会（中央職業

能力開発協会）

㈪・造園基幹技能者試験

委員会

鬼怒川源流域㊨とフラ

イで釣り上げた岩魚㊧

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

委員会

㈫・植栽基盤診断士判定

員会

に関する特別研究委

と建築職能の将来像

・建築教育の需給構造

㈪・総務委員会財務部会

（茨城県支部）

㈭・造園ＣＰＤ講習会

委員会

㈬・造園基幹技能者試験

㈮・事業委員会（全国）

ム部会

㈭・建設系ＣＰＤシステ

樹講習会

㈮・東京都江戸川区街路

・運営委員会

８㈪・建設系ＣＰＤ協議会

試験

７㈰・植栽基盤診断士学科

会議

「広報日造協」編集

３㈬・総務委員会広報部会

会（九州総支部）

２㈫・植栽基盤診断士講習

員会

に関する特別研究委

総合支援事業は、歴史的風
けた市町村に対して支援が

告あり、また、平成 年度

間走って、更に徒歩１時間半位の所 河川敷の清掃や一般の方を対象とし

なお、最高額は、愛知県

もちろん携帯電話は、圏外です。こ

かもしれません。また、それぞれが
ている。

ミナー

致維持向上計画の認定を受
行われる制度。施設整備な

から平成 年度までの「新

どのハード面だけでなく、 組み状況及び検討事項の報
祭事等のソフト事業等に対

たな財政・運営基本対策」

島県、山口県、徳島県、香

にあります。鬼怒川の源流域に位置 た釣り教室や各種イベントにも出展 域での同様の活動の参考になればと

の１万６３００円、最低額

の源流域に生息する岩魚（ニッコウ

関わる身近な自然を大切に守って行
こうした中、石川県、岐

29

年ほど右下がりの状況が

続き、しかも労務単価が、 建設産業への就業意欲の減
このような動きを背景と

賃金の関係。職種間・地域

ることが不可欠」として、

なるものであり、早速、日

退や離職の増大等による技
して、国土交通省は、
「労

技能労働者賃金の上限値の
ように扱われることから、 能者不足問題等、建設業界 「中小企業労働者賃金改善

労務単価の職種と実態
など

しても支援が行われる。
技術委員会（全国）は８

い事には、
再放流も出来ないのです。 つかあります。餌釣り、テンカラ、

必要な場所とは、堰堤の上や魚が繁 フライ、ルアーｅｔｓです。わたし

は、もっぱら、フライとテンカラで

川県、愛媛県、高知県で微

し、数件の温泉宿があり平家の里と しています。以前は沢山捨てられて 言っておられます。なかなか魚の気

に落ち込み、全国平均でも

は宮崎県の１万３８００と

イワナ）
・山女魚の保護育成と、釣

く事が自然保護の第一歩かもしれま

山中は最高のロケーションです。 なってきたとの事です。最近では、 せてもらっているものの義務とし

いたゴミも最近ではめっきり少なく 持ちにはなれませんが、そこで遊ば

保存会では、ここでの活動が他地

北地方などで２万３２００

増となり、都道府県別の格

も云われています。

造園工は、平成 年で東

円となっていたが、今年度

差が縮まる結果となった。

。
また、会員の資質向上以外にも、 す（双方とも毛鉤を使用します）

その渓は、
東武線鬼怒川温泉駅
（栃 殖しやすい場所です。

奥鬼怒岩魚保存会の存在

なお、本年６月には、産

に提出しました。

▽労務単価の活用状況、

間の単価差

常設３委員会メンバーの皆

造協の総務、事業、技術の

労務費調査」について、改

さんに回答を依頼し、回答

務単価」および「公共事業

で働く者の所得のあり様が

善策を検討することとな

ました。
その中で、適正な発注価

率 ％の結果を国土交通省

緊急プラン」がまとめられ

各建設業界あげて、その改
影響する大きな問題が次々

１万６７２６円で、前年度

％と、単価の下落が続い

なっている。

り人の資質の向上発展を目的とし

て、
昭和 年に「奥鬼怒岩魚保存会」 別な機会に小学生が河川敷や登山道 せん。さらに、今後、地域毎、水系

が設立されました。名誉会長は、三 の清掃を実施しています。釣り人や 毎に動植物の保護・保全も重要視さ

「奥鬼怒
笠宮寛仁親王という格式のある団体 登山者のマナーの向上もその一因か れることでしょう。なお、

岩魚保存会」は会員を募集していま

ところで、皆さんは、ニッコウイ す。渓流釣りは初めてでも、何の問

です（さまざまな職業の方が参加し と思います。
ています）
。

この会が採用している保護育成 ワナを御覧になった事があります 題もありません。興味がある方は、

の手段に、
「釣った魚の再放流活動」 か？それは、なんとも美しいもので まずは、ＨＰでチェックしてみて下

荒井一行（日産緑化㈱

・自然観察指導員）

18

善を要望してきました。
と出てきました。

岐 阜 県 、愛 知 県 、三 重 県 、

度マイナス１４９円となっ

労務単価を公表している。
に比べマイナス２５３円

に 示 さ れ、 全 体 の 平 均 は

これによると造園工は全
と、全体に減少傾向が続い

22

日造協も建設専門業団体
り、実態調査に着手しまし
たが、このたび、そのアン

格の形成に向けて、労務単

ケート調査の依頼が日造協

このような状況を発端と
価の在り方ならびに労務単

で 構 成 す る「 ㈳ 建 設 産 業

価設定の基となっている

こうした中、石川県、
専門団体連合会」
（建専連） して、本年４月、自民党の

か
京 都 府 、奈 良 県 、島 根 県 、

産
（長勢
の場を通じて、要望活動を 「雇用・生活調査会」

用
にありました。

阜県、愛知県、三重県、京

このアンケート調査は、

で微増となり、都道府県

都府、奈良県、島根県、広

度

行うとともに、労務単価勉 甚遠会長）の「中小企業労 「公共事業労務費調査」の
広島
県等、
山
口費県
、
徳の島
者問題プロジェクトチー 在り方について、検討見直
強会
、
労務
調査
へ
対 県働、

別の格差が縮まる結果と

香川県、愛媛県、高知県

は
交通省と農林水産省
な っ国
た土。

を

を

の平成 年度公共工事設計

低額は宮崎県の１万３８

国平均で１万５千円を割
ている。

００となっている。

り、１万４９８９円、前年

24

があります。まずは魚を釣上げ、傷 す（百聞は一見にしかず、インター さい。大自然、万歳！

ちなみに、渓流釣りの方法には幾

。
めない様に必要な場所に移動させる ネットや図鑑をご覧下さい）
のです。つまり、魚が釣上げられな

19

22

28

22

は１万５千円で約 ％程度

【参考資料】 公共工事設計労務単価の推移

、

。

ら

価

全

約

が、

３

年

向

５

前

均

ご

円

。
は平
当初額
から
公 愛た知
な
お成、年
最度高
はの、
労務単価は 職種ごと
共工事の積算に用いるため
県の
１万６３００円、最
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【論説】

10
（単位：円）
公共工事設計労務単価の推移（単位：円）
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第４１４号

協

造

日

広 報

（３）
平成２０年９月１０日
都道府県別公共工事設計労務単価の比較

エコテーマに造園フェス

北海道総支部は６月 日
の日曜日に、
「国営滝野す
ずらん丘陵公園」の開園
周年記念事業に協賛すると

のシーズンに国営滝野すず

に先駆けて、北海道の最良

ティバル２００８」を全国

識 し た「 全 国 造 園 フ ェ ス

ス）③エコアップクイズ大

草を使ったパフォーマン

ワーアレンジメント（山野

ル 展 ）② エ コ ア ッ プ フ ラ

会（参加者に花のポット苗

らん丘陵公園において、㈶
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