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法定福利費の内訳を明示した標準見積書の活用により、法定福利費の確保を図りましょう！

本号の主な内容
　2 面  【学会の目・眼・芽】　観光研究・教育におけるランドスケープ分野のこれから
　　　　　　 （公社）日本造園学会企画委員会幹事 首都大学東京都市環境学部 片桐由希子
　3 面  日造協　平成 28、29 年度　委員会・部会紹介
           総務委員会、総務企画部会、財政・運営部会、財政基盤強化部会、経営
　　　  環境改善部会、社会保険未加入対策部会、広報活動部会、国際委員会
　4 面  【ふるさと自慢】鳥取県　豊かな山幸・海幸に恵まれた「山紫水明の地」

　　　　　　阿部 香織（㈱大山緑化建設）
　 　　【緑滴】 オイスカ広島 環境活動への参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　広島県支部　先山恵津子（中国企業㈱ ）

　日造協は 7 月 28 日㈭、東京都千代田区紀尾井町の都市計画協会会議室で、平成
28 年度全国事務局連絡会議を開催した。会議では本部からの依頼事項や情報提供に
ついての説明、質疑応答のほか、総支部・支部の報告等の意見交換を行った。

役員、委員会、事務局等の新体制を紹介

事務局連絡会議の冒頭挨拶する藤巻会長

全国事務局連絡会議を開催

み ど り の 可 能 性

　　　　 （一社）日本造園建設業協会理事　
㈱園建　代表取締役　嘉屋 幸浩

　平成 28 年 3 月 26 日、道民にとっ
ては待ちに待った北海道新幹線が、北
海道の入口函館まで開通しました。函
館～札幌間も平成 24年 6月に工事実
施計画が認可され、平成 42年度末開
業という計画になっています。
　いよいよ観光立国を目指す北海道に
とっては、インバウンドの他県からの
誘導がしやすくなり、インバウンドの
みならず本州との交流人口も増加する
事が期待でき新しい北海道の幕開けと
言っても過言ではありません。
　では、我々みどりに携わっている者
は、どのように、来るべき時代に関わっ
て行けばよいのか、北海道には１つ参
考になる取り組みがあるのでご紹介い
たします。
　それは、「ガーデンアイランド北海
道」という道民運動です。

◆
　「ガーデンアイランド北海道」（略称
GIH）とは、北海道の自然、緑、花を
テーマに、“美しい庭園の島・北海道 ”
の実現を目指す道民運動です。私たち
は 2003 年よりこの運動に取り組み、
2008 年には一つの節目となるイベン
トを開催しました。それが「ガーデン
アイランド北海道 2008」です。
　2008 年は、この運動を広く道民に
周知するための一つのイベント年、ま
た本格的な活動のスタート年と位置づ
け、それに向けて全道の自然公園や都
市公園、庭園、景勝地（自然景観、農
村景観）を会場とする花と緑のネット
ワークづくりを進めてきました。
　この活動は今後も継続する予定であ

り、ガーデンアイランド北海道の趣旨
に賛同いただいた全道106箇所（2013
年登録）の会場を一つの足がかりとし
ながら、美しい北海道づくりを目指し、
あわせて庭園の島北海道のすばらし
さを国内外にアピールするものです。
（GIH ホームページより）

◆
　この様な運動が活発になる中、北海
道の代表的な美しい 8つのガーデン
が集中している、大雪～富良野～十勝
を結ぶ全長250kmの街道「北海道ガー
デン街道」や 2013 年から開催されて
いる「北海道ガーデンショー」いずれ
も、民間の発想で、そしてみどりで国
内外から数十万人を集客する街道やイ
ベントになっています。
　このことを見ても１つのみどりの景
観が観光資源になるとの観点から、今
後、さまざまなルートで入って来る観
光客をどう誘導し、みどりの美しい景
観で、もてなし第 2第 3 の観光街道
を創造し、みどりのインフラ整備を官
民協働で考えて行ければ、みどりの可
能性は大きく広がっていくと思ってお
ります。

◆
　皆さんの地域でも、いろいろな取り
組みがなされていると思いますが、み
どりを観光の目玉にして地域興しの一
翼を担えるのは、日造協という組織で
あり、全国の会員の皆さんと情報交換
しながら、より良い取組みを全国にた
くさん増やしていければ、地方も業界
も元気になれるのではないかと思って
います。

平成28年度

　全国事務局連絡会議は冒頭、藤巻司郎
会長があいさつ。「去る 6 月 22 日の通
常総会・臨時理事会におきまして、引き
続き 2 年間、会長を務めることとなり
ました。今回選任された執行部の役員の
皆さん共々、一層のご支援とご協力の程
よろしくお願いいたします。皆様には、
常日頃から、当協会の業務運営に多大な
ご尽力をいただいておりますこと、心か
ら感謝申し上げます。さて、私どもを取
り巻く経営環境は、日造協が長年にわ
たって取組んできた要望・提言活動が実
を結び、労務費単価の改善やダンピング
対策の強化などが講じられるようにな
り、また公共事業費の維持・確保も図ら
れるようになり、様相が大きく変化した
と感じております。しかし、依然として
将来的な事業見通しが不透明であり、加
えて、若手入職者の減少等の構造的な課
題への対応が急務で、前途は楽観でき
ない状況にあります。このため、去る 3
月に「日造協・担い手の育成・確保のた
めの行動計画」を策定しました。今後は、
これに沿って、日造協活動として「人材
の確保・育成等の具体的な取組み」を進
め、造園建設業の持続的な発展と安全で
快適な緑豊かな美しい国土環境づくり
に、貢献していきたいと考えております。
このような中、昨年度、新たに 23 社の
正会員を迎えることができました。今年
も、日造協活動の強化に向けて「会員拡
大プロジェクト」を推進してまいります。
事務局の皆様のお力添えがなければ、日

造協活動の強化や円滑な展開はもとよ
り、造園業界の発展は望めません。皆様
の更なるご理解とご協力を、心からお願
いする次第です」と述べた。
　議事では、平成 28 年度事業の実施に
ついて、●役員、総支部・支部長、各委
員会の新体制、●災害時の被災状況報
告及び災害見舞金支給規程の制定、●担
い手３法 ･ 人材の育成確保・社会保険未
加入対策説明会の開催、●日造協支部事
務局サイトによる情報の共有、●造園技
術フォーラムの開催、●造園用胴ベルト
型安全帯の開発状況、●技能五輪全国大
会、●みどりの発生材リサイクルガイド
ラインの改訂、●要望 ･ 提言活動の実施、
●防災協定の締結（関東・甲信総支部）、
●全国造園フェスティバルの実施、●全
国造園デザインコンクールの開催、●職
長 ･ 安全衛生教育講習会の開催・講師の
養成、●会員拡大プロジェクトの推進、
●女性活動推進、●担い手の育成・確保
に向けた行動計画の制定、● 2016 アン
タルヤ国際園芸博覧会政府出展への協
力、●事務局の新体制、●熊本地震対策
本部の設置・活動報告、● 総支部 ･ 支
部交流会の開催と効果的な活動の実施、
●日造協の年間スケジュールなどについ
て、説明及び質疑応答を行った。
　会議は休憩を挟み、その後、総支部・
支部からの報告等を行い閉会した。
　また、17 時からは、都市センターホ
テルで懇談会を開催。全国各地からの参
加者が交流、意見を交わした。

平成 28 年度 国土交通大臣表彰
建設事業関係功労　日造協から４氏が受賞

　国土交通省は７月 10 日、平成 28 年

度の国土交通大臣表彰受賞者を発表し

た。

　日造協からは４氏が、建設事業関係功

労の都市計画事業関係で、「多年造園工

事業に精励するとともに関係団体の役員

として業界の発展に寄与した」ことから、

国土交通大臣表彰を受賞した。

　表彰式は 7 月 11 日、東京都千代田区

霞が関の国土交通省共用大会議室で行わ

れ、今年度は 222 人、6 団体が表彰さ

れた。

　日造協関係の受賞者は以下の通り。

　廣部悟志氏（58）北海道札幌市

　　㈱南香園代表取締役

　鈴木和男氏（66）秋田県由利本荘市

　　㈱香楽園代表取締役

　角田敬一氏（56）千葉県匝瑳市

　　植忠造園土木㈱代表取締役

　小山徹志氏（62）福岡県福岡市

　　㈱小山千緑園代表取締役
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　学会の目・眼・芽　第 78 回

観光研究・教育におけるランドスケープ分野のこれから
（公社）日本造園学会企画委員会幹事　首都大学東京都市環境学部　 片桐由希子

　現在、観光に関する学部を設置する
大学が増加している。「観光を学ぶ」
というキーワードで大学を調べると、
経済・経営学系や社会学系の学部が示
されるが、観光利用と環境の両立、観
光まちづくりと地域間連携など、地元
地域から大学への期待もあり、関連す
る建築や土木分野、造園分野の教員が
在籍することも多い。

◆
　観光での教育・研究に関わるように
なって日は浅いが、地域における観光
を考える上で重要となるのは、その地
域の魅力をいかに伝えるか、地域の社
会的なシステムにどう観光を組み込む
かであると考える。
　現在、昭和初期の大都市を中心とし
たハイキングに関する研究プロジェク
トとして、東京市の関係部局と鉄道省、
私鉄各線、各市町村自治体によるコー
スの選定と整備、活用の状況、食や土
産、ホスピタリティーの向上など観光
地としての環境整備など、状況の整理
を進めている。

◆
　戦前のハイキングブームは、郊外へ
の交通網の発達を背景に、健康づくり
をしながら、郷土の自然文化を知るこ
とができる機会として推奨され、各機
関からは史蹟や名勝地などを折り込み
ながら、郊外の自然や農村風景の魅力

を伝える多数のコースが設計された。
　鉄道会社の事業としての収益性はあ
るものの、地域への経済的な効果は限
定的である上に、ハイキング客のマ
ナーの問題など地域側の負担も小さく
なく、東京を中心とした広域のレクリ
エーションの系統として持続可能なも
のとするために、地域にも還元するこ
とができる施策の必要性が繰り返し指
摘されている。

◆
　観光立国として文化面の魅力向上が
注目される今日、庭園の設計管理や文
化的景観の修景なども含め、造園分野
として観光に関係し、他分野の専門家
と共同作業を行う機会が多くなると考
えられる。
　私が所属する首都大学東京都市環境
学部自然・文化ツーリズムコースは、
国内でも例の少ない、理系の立場から
観光研究・教育を実践する学科である。
　理学、工学、農学、社会科学などを
専門とする教員が所属し、現象解明か
ら計画立案、観光振興、マネジメント
を行う実務者の育成を目標とし、横断
的な研究・教育の体制をとっている。
　この環境を活かし、造園分野の専門・
職能から、他分野と協働し、観光利用
と資源の保全、受益者の関係のマネジ
メントなどの問題解決を図る手法につ
いて探っていきたいと思う。

　日造協は、直轄国道の維持管理 ･ 緑化

予算等の拡大に向けて、5 月 19 日の自

由民主党 ITS 推進・道路調査会への要望

に引き続き、7 月 21 日、加勢充晴関東・

甲信総支部長同行のもと、藤巻司郎会長、

宇坪啓造福井県支部長は、自由民主党の

稲田朋美政務調査会長に対し、以下の要

望を行った。

　一、直轄国道の緑地管理に係る維持管

　　　理予算の増額・確保

　二、緑化の推進や街路樹の植替更新の

　　　推進のための直轄国道をはじめと

　　　する道路の緑化予算の拡大

直轄国道の維持管理・緑化予算等の拡大へ
自由民主党 稲田政調会長に藤巻会長、宇坪福井県支部長から要望

稲田朋美自由民主党政務調査会長に要望を伝える藤巻会長

全国造園デザインコンクール
平成 28 年度〈第 43 回〉 応募要項を公表

 　昭和 49 年に日造協が創設し、文部科
学省、国土交通省、NHK、全国農業高
等学校校長協会、（公社）日本造園学会
のご後援で、（一社）ランドスケープコ
ンサルタンツ協会、全国高等学校造園教
育研究協議会の共催で実施している「全
国造園デザインコンクール」は今回で
43 回目を迎え、先ごろ今年度の要項を
作成、配布。日造協ホームページに掲載
しました。
　コンクールは、一般、大学生、高校生
の３部門、A 住宅庭園、B 街区公園、C
商業施設、D 実習作品の４つの課題で募
集。平成 29 年 1 月 5 日㈭から 1 月 13

災害の発生

事務所等

関東地方整備局

（甲）

建設業協会

各支部

（乙）

②対応可能会員の調査依頼

特定された支部の会員  ⑨現地調査・工事着手等

⑦特定・非特定会員の通知

⑤対応可能会員の報告

支 部 会 員

④対応可能会員
の回答

①支援要請

⑦特定会員の通知

⑧非特定会員へ連絡

⑧出動の指示、契約の締結等

災害時における協力要請の流れ
【基本要請手順】

乙は毎年度
当初に緊急
連絡先会員
名簿を甲に
提出する ⑥会員の特定

③会員への協力調査
（有資格者名簿による上位から
原則５社になるまで確認を取る）

⑦特定会員への連絡
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乙の会員

（Ｅ社）

乙の会員

（Ｄ社）

乙の会員

（Ｃ社）

乙の会員

（Ｂ社）

災害の発生

関東地方整備局

（甲）

建設業協会

各支部

（乙）

特定された支部の会員 ⑧現地調査・工事着手等

乙の会員

（Ａ社）

①支援要請

乙は毎年度当
初に緊急連絡
先会員名簿を
甲に提出する

③会員への協力調査
（有資格者名簿による上位から
原則５社になるまで確認を取る）

⑥特定会員の通知

④対応可能会員の回答

⑥特定・非特定
会員の通知

⑥特定・非特定会員へ連絡

事務所等

⑦出動の指示、契約の締結等

○○支部

【各支部が対応不可能な場合の要請手順】

災害時における協力要請の流れ

⑤会員の特定

②協会へ要請

（対応不可能）

⑥特定会員への連絡
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日㈮まで作品を受け付けます。多数の応
募をお待ちしています。

　日造協・関東甲信総支部では、社会貢
献事業として、地震・台風・大雪等の自
然災害および予期できない災害が発生し
た場合に、被害の拡大防止と被災施設の
早期復旧に資するために関東地方整備局
と平成 28 年 4 月 26 日付けで防災協定
を締結しました。
　関東地方整備局が所管する施設が対象

となりますが、特に、地震・台風等災害
時の街路樹等の倒木、ブロック塀、外壁
等の障害物撤去による通行路または園地
の確保。豪雪災害時の折れ枝等の撤去、
歩道及び歩道橋の除雪による通行路また
は園地の確保等で、社会貢献できるもの
と思っております。

倒木除去など、通行路・園地を確保
関東地方整備局と関東甲信総支部で防災協定を締結

「植栽基盤診断士」｢登録造園基幹技能者」
平成 28 年度　試験・講習等の日時決まる

植栽基盤診断士認定試験（学科試験）

　植栽する土壌の状態を調査・診断し、
得られたデータをもとに適切な改善提案
ができる「植栽基盤診断士」の学科試験
の受験申込受付が始まります。

開催日：9 月 18 日㈰全国一斉
会　場：8 会場（北海道、東京都、愛知県、大
　　　　阪府、山口県、愛媛県、福岡県、沖縄県） 
申込期間：8 月 16 日～ 8 月 31 日

登録造園基幹技能者講習
　日造協と造園連で実施している「登録
造園基幹技能者講習」は、今年度以下の
日程で開催する。
開催日：９月 24 日㈯～ 25 日㈰
会　場：群馬県職業能力開発協会（伊勢崎市）
開催日：12 月１日㈭～ ２日㈮
会　場：日建学院 梅田校（大阪市北区）
開催日：平成 29 年１月 12 日㈭～ 13 日㈮
会　場：中央大学駿河台記念館（千代田区）

◆
　「登録造園基幹技能者」は、造園工事に
関わる熟達した作業能力と豊富な知識を
持ち、現場をまとめ効率的に作業を進め
るための管理能力に優れた技能者である。
　講習修了証の有効期間は 5 年として
おり、今年度有効期限を迎える平成 23
年度の修了者に対しては、9 月に造園連
から更新手続案内を発送します。

◆
　また、受験資格要件の一つとなってい
る職長教育については、日造協でも造園
工事における労働安全衛生管理も含め現
場に役に立つ内容の講習を実施してお
り、関東 ･ 甲信、近畿、四国、九州で開
催を予定している。

国土交通省と意見交換会を開催
平成29年度予算・税制に関する要望書を提出

　日造協は８月１日、国土交通省都市局
会議室で、公園緑地・景観課幹部との意
見交換会を開催した。
　会議では梛野大臣官房審議官の挨拶と
鈴木公園緑地事業調整官等から公園緑地
行政の最近の動きについて説明があり、
日造協からは藤巻会長の挨拶と各委員長
等から最近の活動状況について説明する
とともに、意見交換を行った。

　また、会議終了後には、平成 29 年度
予算・税制に関する要望書を提出した。
　なお、意見交換会には、国交省から梛
野大臣官房審議官、和田大臣官房審議官、
町田公園緑地・景観課長、古澤緑地環境
室長をはじめとする関係者、日造協から
は藤巻会長、鬼頭副会長、林副会長、和
田副会長、卯之原技術委員長、正本事業
委員長、山田国際委員長らが参加した。

意見交換会のようす

申込方法等 詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.jalc.or.jp/

災害時における協力要請の流れ
【基本要請手順】 【各支部が対応不可能な場合の要請手順】
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特集

総務委員会
委員長　林　輝幸

総務企画部会
氏　名 所　属 支部

◎林　　輝幸 西武造園㈱ 東京
　鈴木　誠司 ㈱日比谷アメニス 東京
　成家　岳 ㈱富士植木 東京
　細井　俊宏 ㈱石勝エクステリア 東京
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉

力、また海外事例視察プログラムの企画、
世界各国の街路樹緑化育成技術等の情報
収集などに継続して取り組んでまいりま
すが、近年では海外からの問合せ事例が
増えているようです。
　海外の日本庭園を含めた造園事情、海
外プロジェクト等の情報の収集、動向調
査、発信など、海外と会員各社がつなが

日造協 各委員会・部会紹介平成 28、29 年度
平成 28、29 年度の日造協　各委員会・部会を本号より数回に分けてご紹介します。表の◎委員長・部会長、○副委員長・副部会長、※理事

総務委員会
氏　名 所　属 支部

◎林　　輝幸 西武造園㈱ 東京
○鈴木　誠司 ㈱日比谷アメニス 東京
○高瀬　勝彦 高瀬環境緑化㈱ 北海道
○田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
○中西　勝 ㈱中西総合ガーデン 兵庫
○成家　岳 ㈱富士植木 東京
○細井　俊宏 ㈱石勝エクステリア 東京
○水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
○森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉

　総務委員会は、大
別される４つの所掌
事 務 の 具 体 的 な 調
査・検討に取り組む
6 部会を設け、「第
2 次財政・運営中期
計 画 」 の 2 年 目 と

して協会活動を根幹的に支える安定的な
財政基盤の確保及び、組織運営の効率化
等の対策に向けて活動を行っています。

　本年度の部会活動の特性として、広報
活動部会に新たな 2 名の女性委員の参

氏　名 所　属 支部
　菊池　福道 小岩井農牧㈱ 岩手
　岸　　省悟 ㈱岸グリーンサービス 石川
　坂井　隆 イビデングリーンテック㈱ 岐阜
　下湯　一弘 大新造園㈱ 宮崎
　濱田　善一 入交道路施設㈱ 高知
　菱川　清 ㈱菱川グリーン 岡山
　森根　清昭 ㈲海邦造園 沖縄
　山嵜　信幸 ㈱長遊園 長野

財政・運営部会
氏　名 所　属 支部

◎細井　俊宏 ㈱石勝エクステリア 東京
　石渡　浩 箱根植木㈱ 東京
　阪上清之介 ㈱清香園 埼玉
　佐藤　正幸 藤木園緑化土木㈱ 千葉
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　北條　拓 西武造園㈱ 東京
　山嵜　信幸 ㈱長遊園 長野

　財政・運営部会と
して、平成 26・27
年度に引き続き、規
程改正、事業計画及

び収支予算の検討を継続して取り組むと

ともに、情報共有・公開基準の立案も
進めてまいります。また、第 2 次財政・
運営中期経営計画（平成 27 ～ 29 年度）
の 2 年目にあたりフォローアップ作業
を行い、その上で、これまでの活動内容

加と共に総勢10名に委員の増強を図り、
「日造協ニュース」編集等の定期・恒常
的な活動を安定的に、そして普及啓発と

同時に次世代に向けての広報・宣伝に発
展的に取り組んで参ります。
　皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い
いたします。

財政・運営部会
部会長　細井 俊宏

を点検・評価する中で改善すべき点や新
たな課題を見つけ、皆様により納得感の
ある効率的・効果的な運営の図れるよう
な体制を目指して参ります。
　そのためには各種交流機会を通じ会員
の皆様のご意見を頂戴して全員体制で進
めて参りたいと思いますので、ご協力ご
支援の程、宜しくお願い申し上げます。

財政基盤強化部会
氏　名 所　属 支部

◎鈴木　誠司 ㈱日比谷アメニス 東京
　井内　優 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄
　高須賀盛満 高須賀緑地建設㈱ 愛媛
　田雑　裕一 ㈱庭建 長崎
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京

経営環境改善部会
氏　名 所　属 支部

◎水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　有賀　光昭 西武造園㈱ 東京
　鈴木　義人 ㈱柳島寿々喜園 東京
　高木　俊之 国土緑工㈱ 埼玉
　田澤　重幸 ㈱田澤園 神奈川
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京

社会保険未加入対策部会
氏　名 所　属 支部

◎森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　有賀　光昭 西武造園㈱ 東京
　大場　淳一 ㈱大場造園 東京
　佐藤　善一 千葉造園土木㈱ 千葉
　高木　俊之 国土緑工㈱ 埼玉
　長岡　健蔵 常緑工業㈱ 茨城

広報活動部会
氏　名 所　属 支部

◎成家　岳 ㈱富士植木 東京
　有賀　光昭 西武造園㈱ 東京
　岡田　茂樹 湘南造園㈱ 神奈川
　田上　貴 ㈱大利根造園 埼玉
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　中村　国雄 ㈱東農園 埼玉
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　前杉　昌枝 西武造園㈱ 東京
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　矢部　真樹 東武緑地㈱ 東京

財政基盤強化部会
部会長　鈴木 誠司

　財政基盤強化部会
として、前期に引き
続き、部会員の皆様
とともに本部会の所

掌事項に取り組んで参ります。

　検討事項の柱は、「会員要件拡大策立
案」、「収益増強具体策立案」、「入会促進
具体策立案」、「会員サービス向上策立案」
の 4 本柱であり、造園領域発展戦略委
員会、特にこの中の会員拡大プロジェク

ト推進部会と連携し、「窮すれば即ち変
ず、変ずれば即ち通ず」…物事が究極ま
で進行し生き詰まるとそこに変化が生
じ、変化が生じると新しい道が開ける…
の精神で進めてまいります。

経営環境改善部会
部会長　水庭　博

　担い手３法の成立
という時代の要請に
応えるため、技術・
技能に裏打ちされた

専門性・人材育成について、造園建設業

の地位向上のための明確なメッセージを
発信し会員企業の実態把握による企画、
分析に基づいて国交省等からの調査対応
策を立案します。会員に対しては、法律
改正等やその運用面について周知徹底を

計るため説明会を開催します。
　各企業においても経営の合理化をはか
り、適正価格の受注により、良質な社会
資本整備に貢献し、造園領域の確保・拡
大を目指し、将来に希望を持てる魅力あ
る企業経営を実現するために会員企業に
正しい情報をタイムリーに提供すること
を使命としています。

社会保険未加入対策部会
部会長　森川 昌紀

　私達が暮らす中で
は失業・病気・怪我
等、避けがたい様々
なリスクがありそう

いった時に生活を支えるために設けられ

ている仕組みが雇用・医療・年金等の社
会保険制度です。社会保険の加入は企業
の義務ですが我々建設労働者の権利でも
あります。
　平成 28、29 年度の取組方針は、１. 元

請け企業による下請け企業への加入指導
の強化。２. 公共工事における未加入企
業の根絶対策の強化。３. 標準見積書の
活用による法定福利費の確保です。
　当部会では社会保険未加入対策推進協
議会に参加しこれらの取り組みに会員が
対応できるように周知徹底を図り検討し
進めてまいります。

広報活動部会
部会長　成家　岳

　広報活動部会では
主な活動として、広
報紙「日造協ニュー
ス」の発行、メール

ニュースでの情報提供、ホームページの
運営企画などを行っております。

　今期は当部会に初めて女性が参加しま
した。女性、若手、中堅、知恵袋のベテ
ランと多彩な部会員構成となっておりま
す。
　今期は前述の主な活動の他、各種広
報パンフレット、スマートフォンやタ

ブレット端末など新たな媒体への対応、
SNS などの情報発信なども女性の目線を
加えて広く検討してまいります。
　会員の皆様のご要望に応える情報の的
確な提供に努めるとともに、様々な協会
活動を最大限にアピールするように努め
てまいります。
　今後とも、広報活動へのご協力を宜し
くお願い申し上げます。

国際委員会
委員長　山田 拓広

　本年度の国際委員
会活動では、これま
で の 国 際 園 芸 博 覧
会 協 会、 そ の 中 の
Green City 委 員 会
活動への関与連携、
IFPRA、IFLA、 ま た

NAJGA 等海外造園関連団体との連携協

国際委員会
氏　名 所　属 支部

◎山田　拓広 花豊造園㈱ 京都
○藤田　良司 ㈱九州造園 福岡
○松本　朗 ㈱富士植木 東京
　伊藤　幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
　清水　遠 西武造園㈱ 東京
　関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　當内　匡 ㈱庭樹園 大阪
　松村　一 松村園芸㈱ 東京
※和田　新也 箱根植木㈱ 東京

ることができないか、事業を進めてまい
ります。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。
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編集後記　７月より新たにメンバーに加入させていただきました。いちから確認しながらの作業ではあ
りますが、ＨＰや各種広報物の積極的な活用、リニューアルなど日造協の更なるＰＲに努めていきます！
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　皆さんは「鳥取県」と
聞いて何を思い浮かべら
れますか？砂丘・カニ・
20 世紀梨、それとも鬼太
郎・コナン…でしょうか？

◆
　鳥取県は東西に長く、
東と西では言葉も文化も
かなり違います。ですか
ら、鳥取県人でも東西の
移動は小旅行。ただ東西
違わず言えるのは「山紫
水明の地である」こと。

　豊かな山幸・海幸に恵まれた土地、そ
れが「鳥取県」です。
　鳥取県には伯耆富士こと “ 大山 ” があ
ります。中国地方の最高峰で春夏秋冬
様々な表情をみせ、古くは山岳信仰の霊
山として全国に名を馳せた歴史を持ち、
人々の崇敬は松江城が国宝指定に貢献し
た資料の祈祷札が大山寺の物であったこ
とからも伺えます。

◆
　そんな霊峰大山の御膝元である大山町
には沢山の美味しいものがあります。
　その中から幾つかご紹介。
　１つ目は「カトリーネ香取村のむヨー
グルト」酸味と甘みの加減が絶妙で、ヨー
グルト特有の酸味が苦手な人でも飲み易
いと評判です。
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　私は、当社内に環境保全活
動を行う（公財）オイスカの
広島県支部の事務局が設置さ
れたいることから、そのお手
伝いをさせていただいてお
り、地元の企業や森林ボラン
ティアグループのご協力によ
る環境活動をしています。
　6月 5日㈰の広島県の山の
日には、県立もみのき森林公
園で「森のつみ木広場」を実
施し、間伐材を利用したつみ
木で遊ぶワークショップにイ
ンストラクターとして参加、
つみ木のぬくもりやヒノキの
香りに触れながら森への興
味・関心を参加された親子に
深めていただきました。
　7 月 30 日㈯には、「森で
学び、森で遊ぼう」をテーマ
にした「山・林・ＳＵＮ」活
動が開催され参加しました。
　この活動は、第 20 回目を
迎え、開催場所も新たに県立
もみのき森林公園内の水源涵
養林約３㏊を「オイスカの
森 in 広島」として、森林整
備活動や森の工作を行いまし

た。
　中国５県
および地域
の人たちと
ともにイン
ス ト ラ ク
ターの指導
の下、間伐
や下草刈り
などを行い

ました。
　森の工作では、間伐材など木の素材
を使って、子どもたちはイメージする
ままに作品を作っていきます。自動車
や船、ペン立て等など、同じ素材を使っ
たはずなのですが、できた作品は個性
たっぷりで感心させられました。
　テレビゲームやパソコンなど室内遊
びが多くなり、自然と触れ合う機会が
少なくなっている最近の子どもたちに
とって、爽やかな森の中で過ごした時
は、貴重な体験になったに違いありま
せん。

事務局の動き
【7 月】
  1・平成 28 年度『全国安全週間」～ 7/7  
      見えますか？あなたのまわりの見えない危険、

みんなで見つける安全管理
  6 ㈬・登録造園基幹技能者講習委員会
  7 ㈭・総務委員会（広報活動部会）
12 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
13 ㈬・造園領域発展戦略委員会（部会長等会議）
15 ㈮・事業委員会（企画部会）
　　   ・事業委員会
19 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
21 ㈭・職長・安全衛生責任者教育講習会（千葉県）

～ 7/22
26 ㈫・技術委員会（委員長・部会長会議）
28 ㈭・全国事務局連絡会議
29 ㈮・国交省と建専連との意見交換会

【8 月】
  1 ㈪・国土交通省と日造協との意見交換会

広
島
県
支
部

 日造協賛助会員の紹介　　　　　　 ㈱イズカ
芝生・樹木の緑化に最適な土壌改良材「イズカライト」

　弊社が製造・販売をして
いる「商品名：イズカライ
ト」は、西日本で唯一採掘
されている島根県産天然ゼ
オライトで、和名は「沸石」
といわれています。
　製品は、イオン交換樹脂
のような働きを示すイオン
交換性と、活性炭のような
強力な吸着力との両面の働
きがある天然の非金属鉱物
の加工品となっています。
　また、ナトリウム、カリ
ウム、カルシウム、マグネシウムなどを
含んだアルミノけい酸塩で、地力増進法
に基づく土壌改良材の一つに指定されて
います。

㈱　イ　ズ　カ
島根県出雲市長浜町 337-13
TEL：0853-28-2688
FAX：0853-28-2802
http://www.izuka.co. jp

　　   ・総務委員会 ( 広報活動部会 )
24 ㈬・事業委員会 ( 造園フェスティバル推進部会 )
26 ㈮・職長・安全衛生責任者教育講習会（山梨県）

～ 7/27

委員会等の活動
●事業委員会（企画部会）
　平成 28 年度について、各部会の事業計画につい
て報告、課題について協議した。（7/15）
●事業委員会
　委員会の役割と活動方針について確認し、平成 28
年度の各部会と総支部の事業計画について報告、課
題について協議した。（7/15）
●造園領域発展戦略委員会
　委員会の役割と活動方針について確認し、平成 28
年度の各部会の検討課題と進め方について検討した。

（7/13）
●技術委員会（委員長・部会長会議）
　平成 28-29 年度の各部会の事業計画と成果目標に
ついて協議した。（7/26）

　２つ目は小川養鶏所さ
ん直営、たまご工房風見
鶏の「シュークリーム」
卵たっぷりのカスタード
クリームを注文したその
場で詰めてくれるので生
地もサクサク。

　
最後に「海の幸」
夏場のイワガキ・
ウニや海藻類。
海藻といえば、
「板わかめ」天
然わかめを洗っ
て板状にして乾

燥させたものですが、海苔の代わり
にお握りにまいたり、粉々にしてご
飯にふりかけると食が進みます。
　山幸・海幸の宝庫、鳥取県へお越
しの際は是非、美味巡りの旅も楽し
んでください。

阿部 香織（㈱大山緑化建設）

＜効果＞
1. 窒素とカリウムの肥効の増進
　　窒素とカリウムを吸着する力が大きく、肥料の流亡を防ぎ長期間　
　　肥効を持続させる。
2. リン酸の肥効率の向上
　　リン酸の固定化を抑え、リン酸の利用率を高める。
3. 保水性・通気性の向上
　　土壌の保水性・通気性を向上させ、根の活力を高める。
4. 硬質で多年連用しても、土壌が固結し透水性が悪化する心配がない。

大神山神社奥宮入口

大山寺山門 大神山神社奥宮

のむヨーグルト㊧、シュークリーム㊥、板わかめ㊨

自然石地蔵㊧と参道㊨


