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平成 29 年度
国営公園等

概算要求 408 億円に

造園・緑化産業の女性の活躍など推進
国土交通省の平成 29 年度概算要求は、国費総額 6 兆 6,654 億円（対前年度比 1.15
倍）となった。都市局関係は事業費 2,143 億円（0.83 倍）、国費 647 億円（1.16 倍）
で、国営公園等が事業費 408 億円（1.22 倍）、国費 329 億円（1.16 倍）、都市環境
整備が事業費 1,620 億円（0.76 倍）、国費 277 億円（1.18 倍）となった。
都市局関係予算概算要求額では、国営
また、「3 都市の競争力の強化」では、
公園等 408 億円（国費 329 億円）、都
我が国の都市の魅力を発信。「4 景観等
市環境整備 1,620 億円（国費 277 億円） を活かしたまちづくりの推進」では、国
で、都市緑化による暑熱対策推進のため
が選定した対象地区において景観形成に
の実証調査など「地球温暖化防止等の環
よる観光まちづくりの取組みを重点支援
境の保全に必要な経費」国費 7,500 万円、 （個別補助）する景観観光まちづくりや、
造園・緑化産業における女性活躍に向け
都市再生整備計画事業による観光交流セ
た働き方改革等に関する検討調査（国費
ンター、まち歩きを楽しめる空間等の整
1,500 万円）など「都市・地域づくりの
備。さらに、国営飛鳥・平城宮跡歴史公
推進に必要な経費」64 億 8,600 万円（国
園、国営沖縄記念公園、国立民族共生公
費 18 億 400 万円）を計上した。
園（北海道）等の観光拠点としての国営
主な新規・拡充要求等は６項目が掲げ
公園等の整備を推進する。
られ、「１被災地の復旧・復興、都市の
「5 緑豊かなまちづくり」では、都市
安全・安心の確保」で、熊本のシンボル
緑 地、 都 市 公 園 制 度 見 直 し を は じ め、
５．緑豊かなまちづくり
となっている熊本城の天守閣等の早期復
PPP/PFI 手法の活用により民間事業者が
旧などを図る。
行う公園施設の整備等への支援制度の創
（１） PPP/PFI 手法の活用により民間事業者が行う公園施設の整備等への
「２コンパクトで賑わいのあるまちづ
設（Park-PFI）（下図参照）、都市の緑地
支援制度の創設（Park – PFI）
くり」では、拠点地区の都市公園におけ
や農地を活かした緑豊かなまちづくりの
る子ども向け遊戯施設等の設置、2019
推進では、緑と農の風景づくり事業、都
年ラグビーワールドカップの会場整備、
市と緑・農が共生するまちづくりの推進
限られた財政資源の中で、都市公園のストック効果をより一層高めるためには、民間事
競技スポーツから身近な健康づくりま
など緑地と農地が調和した良好な都市環
業者の資金やノウハウを公園施設の整備、運営に積極的に活用する仕組みが必要である。
で、多様な活動の場となる都市公園の整
境の実現を図る。「6 都市開発の海外展
このため、民間活力の一層の活用による既存施設の効率的更新、都市公園のサービス水
備・活用の促進に取り組むほか、都市行
開」では、日本の環境共生型都市開発（エ
準の向上を目的として、民間事業者による地域の賑わい拠点等となる公園施設の整備等を
政分野における働き方改革の推進で、女
コシティ）に関するハード・ソフト両面
支援するため、都市公園制度を見直すとともに社会資本整備総合交付金及び都市開発資金
性の活躍が期待される造園・緑化産業の
の技術・ノウハウをパッケージで提供す
貸付金の拡充を行う。
先進事例など、生産性向上に向けた調査
るなど、インフラシステム輸出戦略を推
を行い、働き方改革等の推進を図る。
進することとしている。
国 費 社会資本整備総合交付金（１０，５４９億円）の内数
等
民間事業者が行う公園施設の整備等への支援制度の創設図

本号の主な内容
２・３面 【学会の目・眼・芽】 植物（芝草）が持つ様々な機能を共有したい
（公社）日本造園学会理事 東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授 高橋 新平
日造協 平成 28、29 年度 委員会・部会紹介
技術委員会、技術・技能部会、造園技術フォーラム部会、技能五輪部会、安全部会、調査・開発部会
資格制度委員会、街路樹剪定士制度部会、植栽基盤診断士制度部会、登録造園基幹技能者制度部会、新規制度等部会
4 面 【ふるさと自慢】宮崎県 宮崎県に新名所 リニューアルした亜熱帯植物園
徳地 信一（㈱橘緑地建設）
【緑滴】伝説の島でお茶を楽しむ
島根県支部 松本あゆむ（㈲小立造園 ）

（一社）日本造園建設業協会理事
古積造園土木㈱ 代表取締役 古積

街路樹が姿を消した日
あたり前のように毎日見ていたプラ
葉の行き場も無くなり、昔のように
タナスの街路樹、10 年ほど前に九州 「ちょっと落葉に火をつけて」何てこ
から来た大学の先輩が、「こんなにき
ともできない時代になってしまった。
れいな樹形の街路樹は見たことがな
住民や商業者にとっては街路樹がな
い」と話してくれた事を思い出した。 い方が看板も見え、落葉掃除の必要も
剪定して間もない状態だったこともあ
なくなるが、利便性や効率性だけを考
り、確かにきれいな樹姿であった。そ
えると殺風景な街並みとなり、大げさ
れから数年後、理由は分からないが樹
かもしれないがお隣同士のつき合いま
高の３分の１が切り落され、あの時の
でも希薄となってしまうのではないか
きれいな樹形は無くなってしまった。
と思う。
そして先月、いつもと何か違うな、
◆
と思ったら会社の目の前にあったはず
本来、街路樹の役割は、自動車の排
のプラタナスが根元から伐採されてし
気ガスなどの吸収や浄化作用、交通に
まっていたのである。事前に案内は
よる騒音の緩和機能、日陰（緑陰）を
あったらしいが、愕然というか唖然と
作り葉からの水分蒸散により大気を冷
してしまった。
涼する（温暖化防止効果）、植物（緑）
◆
から受ける運転手や歩行者への心理的
以前、地元の新聞に街路樹の切株の
安らぎの提供など様々な役割を担って
写真が掲載されていた。近隣から落葉
いる。
の苦情があり、行政側がその対策とし
故に、街路樹だけに限らないが、そ
て約 50 本ある街路樹全てを根元から
の時代に求められているものは何か、
伐採したとの記事を思い出した。その
それぞれの地域に合い、景観にも配慮
時は、緑を大事にしている仙台ではあ
しつつ、その後の維持管理のことも考
りえないと人ごとのように思ったが、 えた樹木の選択が必要となる。
いざ目の前の現実に動揺してしまっ
行政主導での事業もしかり、公園に
た。
限らず必要に応じて、専門のコンサル
しかし、冷静に考えてみれば落葉の
タント、地域の住民の方々を交え意見
問題以外で考えられる理由があったと
をまとめるワークショップ形式での街
思う。大径木となってしまい毎年かか
路計画も考えてみるのも一つだと思
る管理費の大胆な軽減策、根上りによ
う。
る歩道への影響、見えない腐朽による
取りまとめは大変だが、一番肝心な
倒木被害の対策、架線への影響、害虫
施工後の維持管理についても、民間の
問題、その他色々と考えられる。しか
方々にパートナーとして日々協力いた
し、枯損したのであれば仕方ないが、 だけるのがこの手法の最大のメリット
健全に見える樹木を簡単に伐採してし
になると思う。
まうのは誰から見ても如何なものかと
◆
思う。
まちの景観の一部となり大事な役割
◆
を持つ街路樹、無機質な空間も街路樹
街路樹の歴史は、戦後復興という中
が存在することで生命感を与え、景観
で、少しでも早く緑を増やすという目
に潤いを与えてくれる。
的もあり、特に成長の早い樹種を街路
切株の脇に植えたベコニアに水をや
樹として選定してきたこともある。現
りながら身近にある街路樹について改
在では、全て舗装により固められ、落
めて考えさせられた。

造園技術フォーラム
10/26 ㈬ 13:30 東京で開催

国営公園等 50 億円

策 効
平 施成
28果 年 度
第
2
次補正予算
◎ 民間活力の積極的な活用による都市公園の整備等を促進し、都市公園の魅力向上、まちの賑わい創
出、地域の活性化を図る。

平成 28 年度国土交通省関係第 2 次補

熊本地震における災害復旧等に 991 億

正予算では、国費総額 1 兆 2,257 億円

円、このほか、社会資本整備総合交付金

が計上された。このうち、公園関係では

で 1,572 億円、防災・安全交付金で 2,553

国営公園等のインバウンド対応に 50 億

億円が計上され、次期国会において審議

円、民族共生象徴空間の整備に 8 億円、

される。

- 33 -

昇

日造協の平成 29 年度「造園技術フォー
ラム」は 10 月 26 日㈬ 13 時半から東
京都江東区の豊洲シビックセンターホー
ル 5 階で、（公社）日本造園学会の協力を
得て開催する。日造協会員は参加費無料。
今回は、４総支部と日本造園学会から
自然復元、街路樹の更新、地域での社会
貢献の可能性、ドローンを使った樹木管
理など、多様な技術について発表。
また、フォーラム終了後は、関東・甲
信総支部主催の交流会も開催、さらなる
技術情報の交換に役立てる。詳細は、日
造協ホームページをご覧ください。

公共事業労務費
適切な対応を

10 月
調査

公 共 事 業 労 務 費 調 査（ 平 成 28 年
10 月調査）が実施されます。この調
査は、賃金水準の正確な把握を目的と
しており、現場で働く技能労働者すべ
てが調査対象になりますが、職種が「造
園工」である場合には、「造園工」と
しての賃金を記載していただく必要が
あります。また、見習・手元等の労働
者や年金や給付金の需給に伴い賃金を
調整している場合は調査対象外になり
ます。調査の制度、透明性を高めるた
め、正確な記入に留意ください。

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！
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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

技術委員会
委員長

卯之原 昇

技術企画部会

技術委員会
氏 名
◎卯之原 昇
○松本 透
○伊藤 幸男
○中村 秀樹
○石出慎一郎
○永島 昌和
○荻野 淳司
※北 総一朗
熊谷 雅人

技術委員会は、造
園技能・技術の研究
開発、自然及び生活
環境の整備技術、安
全管理、造園工事の
合理的な施工に関す
る調査研究等の所掌
事務を技術企画部会を含め、6 部会にて
行っております。
技術者・技能者の高齢化や人材不足等
による、技術・技能の習得・継承につい

所 属
㈱昭和造園
㈱富士植木
㈱日比谷アメニス
内山緑地建設㈱
東洋緑化㈱
㈲桂植木
アゴラ造園㈱
北造園㈱
雪印種苗㈱

支部
東京
東京
東京
東京
宮城
沖縄
東京
石川
北海道

ては大きな課題となっております。
また、技術フォーラムにおいては情報

技術・技能部会
部会長
技術・技能部会は
会員の技術・技能の
向上と工事共通仕様
書等の改訂及び新工
種の仕様書、歩掛りの検討等が主な活動

松本

透

となっています。
技術・技能の向上については配植技法、
剪定技法・石工事技法・移植技法をテー
マ毎にまとめ、毎年度１テーマを発信で
きるように鋭意努力中です。

造園技術フォーラム部会
部会長
「造園技術フォー
ラム」は、協会会員
各社の皆様がそれぞ
れにすばらしい技術
を持ち、また、地域活動を行っていなが
ら、なかなかそれが業界全体の動きや会

伊藤 幸男

員各社の技術を担う方々に普及できてい
ないことをはじめ、それが他業界との差
別化につながる情報として共有できてい
ないことなどから、造園技術情報の共有
化を目的に始め、今年で 10 年目になり
ます。

技能五輪部会
部会長
第 54 回技能五輪
全 国 大 会 は、10 月
21 日 か ら 24 日 ま
で山形県にて開催さ
れます。
23 歳以下の若手技能レベルの日本一

卯之原 昇

を競う大会で、次世代を担う技能者の育
成と「ものづくり」の大切さを知って貰
うことを目的に開催されています。
競技は、与えられた課題を 2 日間で
作庭し、優秀者（組）は平成 29 年 10
月開催される第 44 回技能五輪世界大会

安全部会
部会長
安全部会は、会員
の皆様から頂いた安
全に関するアンケー
ト調査の回答を基
に、造園工事ならびに維持管理における
事故事例を収集整理して「造園安全衛生

荻野 淳司

管理の手引き」や「造園安全作業のしお
り」として取りまとめています。会員企
業の皆様に役立つよう、今後も最新情報
を更新して提供してまいります。
また、造園施工界において後を絶たな
い事故の代表である、剪定作業時の墜落

調査・開発部会
部会長
調査・開発部会は、
「（仮称）公園・緑地
樹木剪定ハンドブッ
ク」の編集と、造園
技術を生かした雨水流出抑制手法の資料
作成に取り組んで参ります。
街路樹剪定士同様、対象領域を公園・
緑地等へ広げた剪定士資格が望まれてお

中村 秀樹

ります。公園・緑地の樹木は植栽の目的
や機能が千差万別で、それぞれの場にふ
さわしい剪定、あるいは育成管理が求め
られます。資格制度委員会・新規制度等
部会では、これらに対応する「（仮称）
公園・緑地樹木管理士」資格認定制度の
創設に取り組んでおり、「（仮称）公園・
緑地樹木剪定ハンドブック」は、資格認

氏 名
渡邉 進
伊藤 志朗
水谷 春海
佐野 晋一
谷尾 寿嗣
山本 正聡
古賀 正
立山富士彦

所 属
㈱八廣園
㈱飛鳥ガーデン
㈱水谷造園
㈱植藤造園
㈱谷尾樹楽園
㈱山本造園土木
古賀緑地建設㈱
立山造園事務所

支部
埼玉
富山
三重
京都
鳥取
愛媛
福岡
千葉

の発信、共有化と交流の促進を図り、次
世代を担う若者の人材の育成・確保や現
場の安全管理、新たな造園技術の企画検

氏 名
◎伊藤 幸男
松本 透
卯之原 昇
荻野 淳司
中村 秀樹

所 属
㈱日比谷アメニス
㈱富士植木
㈱昭和造園
アゴラ造園㈱
内山緑地建設㈱

討等、技術・技能の全般について他の委
員会・部会と協力し取り組んでまいりま
す。
皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い
いたします。

本年度は配植技法について皆様に発信
する予定です。
また、昨年度から検討中の新工種「緑
地育成工事」における各レベルの詳細工
種については発注者に協会案を提出済み
で、本年度は発注者からの返答を待って
仕様書、歩掛りの検討に入りたいと考え
ています。

技術・技能部会

今年は、10 月 26 日に東京都江東区
の豊洲シビックセンターにて第 10 回目
の開催を行います。
会員各社の皆様には、積極的に技術ノ
ウハウを発表していただくとともに、こ
の造園技術フォーラムに多くの社員を参
加させていただきますようお願いいたし
ます。

造園技術フォーラム部会

（UAE）に出場できます。
当協会からも、運営委員、競技委員、
そして補佐員を派遣し、大会運営に協力
しております。
部会員には、今後開催予定県（55 回
栃木県、56 回沖縄県）から参加をして
いただき、大会運営の対応をお願いして
います。

支部
東京
東京
東京
東京
東京

氏

名

◎松本

透

所

属

㈱富士植木

支部
東京

立山富士彦 立山造園事務所

千葉

渡邉

進

埼玉

吉村

知泰 ㈱吉村造園

東京

村岡

賢二 西武造園㈱

東京

佐藤

英介 ㈱石勝エクステリア

東京

氏

㈱八廣園

名

◎伊藤

所

属

支部

幸男 ㈱日比谷アメニス

東京

大場

淳一 ㈱大場造園

東京

坂元

博明 ㈱柳島寿々喜園

東京

石川

正典 ㈱植藤

神奈川

岡本

秀一 ㈱山口松樹園

山口

技能五輪部会
氏 名
◎卯之原 昇
松田 武彦
松本 透
山村 正作
増田 博一
神谷 朝貞
八木澤清隆

所 属
㈱昭和造園
松田造園技術事務所
㈱富士植木
㈲山村造苑
㈱増田造園
㈱平成造園
㈲信州緑地

事故を防止するために「（仮称）足場の
設置が困難な剪定作業マニュアル」を作
成し発行します。また、前期に引き続き、
造園専用に開発した胴ベルト型安全帯の
安全基準の確認を行い、製品化ならびに
販売を行います。
今後も、安全第一を担保した上で高品
質な仕事をするために必要なソフトと
ハードの課題について取り組んでまいり

安全部会

定制度が創設された際の講習テキストと
して活用されるため、当部会では資格制
度委員会の新規制度等部会と連携して編
集作業を進めて参ります。
造園技術を生かした雨水流出抑制手法
の資料作成の背景には、「雨水の利用の
促進に関する法律」の公布 ( 平成 26 年
4 月 ) があります。雨水の利用の促進に
あたり、我々が持つ造園技術を地球に優
しいインフラ整備に活用されるよう、造
園施工業界の立場から、雨水の利用促進

調査・開発部会

氏
◎荻野

名

所

属

支部
東京
神奈川
東京
山形
栃木
沖縄
長野

支部

淳司 アゴラ造園㈱

東京

内田

卓弘 ㈱内田造園

神奈川

風間

啓秀 日産緑化㈱

東京

高田

和己 東武緑地㈱

東京

山口

雄資 群馬庚申園㈱

群馬

ます。

氏
◎中村

名

所

属

秀樹 内山緑地建設㈱

支部
東京

立山富士彦 立山造園事務所

千葉

内田

卓弘 ㈱内田造園

神奈川

石井

匡志 アゴラ造園㈱

東京

技術に関する基本的な考え方、整備工法、
効果等を資料として取り纏め、雨水の利
用促進技術の確立、および普及・啓発に
取り組んで参ります。
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資格制度委員会
委員長

鬼頭 愼一

資格制度委員会
は本年度より、資格
の認定・普及及び活
用、造園に係わる資
格、その他資格関連
事項の所掌事務に
取り組む 5 部会で
構成し、公的資格である「登録造園基幹
技能者」と当協会認定の「街路樹剪定士」
「植栽基盤診断士」制度の運営、また新
たに公園緑地樹木育成に関わる新規制度

資格制度企画部会

資格制度委員会
氏
◎鬼頭
○髙石
○吉村
○川津
○鈴木
○中村
大場
吉田
山村
依田

名
愼一
正弘
長泰
潔
義人
秀樹
淳一
英司
正作
忠

所 属
㈱双葉造園
㈱髙石造園土木
㈱吉村造園
㈱大山
㈱柳島寿々喜園
内山緑地建設㈱
㈱大場造園
㈱ヨシダ造園緑化
㈲山村造苑
山梨ガーデン㈱

支部
高知
京都
東京
大分
東京
東京
東京
北海道
山形
山梨

等の企画立案、さらに造園ＣＰＤ協議会

街路樹剪定士制度部会
部会長
街路樹剪定士制度
は、創設して 18 年
が 経 過 し、12,500
名あまりの有資格者
を輩出してきました。すでに多くの自治

吉村 長泰

体で資格の活用が進み、各地で街路空間
に合わせた街路樹の維持管理に寄与して
います。
街路樹剪定士部会では、講師の養成や
資格制度を効果的・効率的に運営できる

植栽基盤診断士制度部会
部会長
平 成 15 年 度 に 始
まった「植栽基盤診
断士」資格制度も既
に 14 年 目 を 迎 え る
こととなり、この間 1,300 名余の植栽

髙石 正弘

基盤診断士と 1,700 名余の植栽基盤診
断士補の方々が資格を取得され全国で活
躍されております。
しかし、現状として全く課題が無いわ
けではございません。

登録造園基幹技能者制度部会
部会長
資格制度委員会が
再編され新たに発足
した部会です。
調査・検討事項と
致しましては、登録造園基幹技能者講習

鈴木 義人

の運営、有資格者目標計画・次年度の実
施計画の立案、制度普及、改善、運営効
率化の企画です。
手始めに、新たに登録造園基幹技能者
の資格取得を目指す方や、更新される方

新規制度等部会
部会長
新規制度等部会
は、部会再編により
今期から新たに設立
されました。部会名
称は変わりましたが、取り組み内容は前
期の新資格制度検討チームからの継続事

学会の目・眼・芽

中村 秀樹

業が主となります。主な検討事項は、公
園緑地樹木育成に関わる新規制度等の企
画立案、公園緑地樹木剪定研修会の企画・
制度運営等であり、「（仮称）公園・緑地
樹木管理士」資格認定制度の創設に向け
た取り組みがベースにあります。

植物（芝草）が持つ様々な機能を共有したい
東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授

芝草や芝生が地域と住民を結びつ
け、また荒廃した土地や土壌環境を修
復する役割を担っている事例を知るこ
とが多くなり、緑化（地）植物の持つ
様々な機能が共有できることにうれし
さを痛感しています。
都市緑地や公園、農地やその周辺の
自然環境地域に対して芝や草がある役
割を担い、新しい良い展開が図られて
いることに注目したいと思います。
◆
既に公開されている事例を紹介する
ことでそのことが検証できると思慮し
ます。
芝草や芝生地が町の骨格となり地域
と人を結びつけることを実感できる例
として鹿児島県鹿児島市があげられま
す。市内を走る市電の軌道敷を芝草に

所 属
㈱松原造園
大島造園土木㈱
㈱多々良造園
㈱南国緑地建設
㈲ナカムラ造園土木
アゴラ造園㈱
東洋ランテック㈱
㈱富士植木
㈱水庭農園
㈱日比谷アメニス

支部
石川
愛知
山口
高知
沖縄
東京
埼玉
東京
茨城
東京

への対応検討等、資格制度のさらなる普

氏

高橋 新平

よって緑の帯状のジュウタンとなり町

せ観光の資源にもなっています。
また、新潟県長岡市でも街の芝生広

所

中村

秀樹 内山緑地建設㈱

東京

髙石

正弘 ㈱髙石造園土木

京都

吉村

長泰 ㈱吉村造園

東京

及 ･ 改善 ･ 運営の効率化に向け検討して
まいります。より専門性の高い造園技術
者を育成し技術の向上を図るため、今後
とも資格制度の運営にご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。

今期もスムーズな運営が行えるよう、
また、今後「植栽基盤診断士」がますま
す造園としての技術的信頼度を高め仕事
の領域拡大につながっていくよう、他の
資格制度部会と連携しながら制度の普
及・改善・運営効率化に努めてまいりた
いと考えております。

植栽基盤診断士制度部会

新規資格認定制度の制度設計として、
資格制度規定の骨子（案）の作成を始め
とし、研修会の実施要領やカリキュラム
等の作成にも取り組んでおります。
新規資格制度の創設には、解決しなけ
ればならない課題も多く、険しい道のり
が予想されますが、会員皆様のメリット
となる新規資格制度を目指して取り組ん
で参ります。

支部
東京

街路樹剪定士制度部会

がさらに受講しやすい講習となるよう、
（一社）日本造園組合連合会と協議し改
善していきたいと思います。
まだまだ不慣れで何から手を付けて良
いのかわかりませんが、皆様の意見を伺
いながら部会員一同協力して取り組んで
参りますので、宜しくお願いいたします。

属

義人 ㈱柳島寿々喜園

よう検討するとともに、今後も引き続き
活用・普及を目指し、諸課題に取り組ん
で参ります。
緑豊かな環境づくりに欠かせない街路
樹の意義を継承し、健全に維持管理でき
るよう努めていきたいと思いますので、
ご協力よろしくお願いします。

氏 名
◎吉村 長泰
大場 淳一
卯之原 昇
吉村 知泰
大場 二郎
竹嶋 正實

氏 名
◎髙石 正弘
松本 透
山田 和司
石出慎一郎
荻野 淳司

所 属
㈱吉村造園
㈱大場造園
㈱昭和造園
㈱吉村造園
㈱大場造園
関東・甲信総支部

所 属
㈱髙石造園土木
㈱富士植木
（一財）日本緑化センター
東洋緑化㈱
アゴラ造園㈱

支部
東京
東京
東京
東京
東京
東京

支部
京都
東京
学識
宮城
東京

登録造園基幹技能者制度部会
氏 名
所 属
◎鈴木 義人 ㈱柳島寿々喜園
桜井 裕一 ㈱石勝エクステリア
片岡 成文 ㈱双葉造園

支部
東京
東京
高知

新規制度等部会
氏

名

所

属

支部

◎中村

秀樹 内山緑地建設㈱

東京

鈴木

義人 ㈱柳島寿々喜園

東京

立山富士彦 立山造園事務所

学識

林

千葉

和人

林造園土木㈱

資格制度に関し、会員皆様からのご意見、
ご要望をいただければ幸いです。

◆

財）静岡県グリーンバンクによる研修

そこで塩類集積によって土壌劣化し

を受ける中で都市公園緑化事業として

た土地の修復に、耐塩性に優れる芝草

園内に芝草を導入し芝生地でグランド

を混植させ、毛管現象で地表に上昇す

ゴルフを楽しむことを可能にした団体

る水に含まれた Na+ や Cl- イオン集積

です。

を軽減し、農業生産環境の整備や土地
◆

と人を緑の帯が結んでいることです。
その維持管理にも近隣住民が関心を寄

名

◎鈴木

ビューした団体（平成 20）ですが、
（公

第 79 回

（公社）日本造園学会理事

氏 名
村上 大介
大島 健資
多々良健司
植田 誠司
仲村 弘喜
荻野 淳司
森川 昌紀
松本 透
水庭 博
※奥本 寛

修復に貢献した地帯なのです。

また、日本を飛び越えた豪州でも「芝

パイプラインの水と塩分の地下水と

草が町を救った」と報道される事例も

をある所定の濃度で混合し、農業用水

あります。

として利用、そして耐塩性に富む小麦
などの栽培と合わせて、予算の収支バ

場や芝生地づくりに市民の力が寄与し

西豪州 Wagin 地域は州都パースか

ています。そのことが町のイメージや

ら約 400km 離れた乾燥地帯や沙漠地

ランスを図った結果、町が救われた、

魅力アップになり芝草や芝生地のメン

帯に隣接する小さい町で、乾燥などに

と報道された事例です。

テナンス、マネージメントまで市民が

よって土地の塩類集積が顕著となり土

担う貴重な事例になっています。街路

壌劣化の激しい地帯（町）です。

樹の連結植え枡を芝草で緑の帯状にす

ここは穀倉地帯のために農業用水、

イネ科植物である芝草が果たす役割
が再評価された事例としても大変興味
が湧いてきます。Salt grass（Distichlis

るなど、市民の理解と協力がなければ

飲料水の過剰な地下水利用によって地

spicata）や Pennisetum 属といった芝

実現できない町の芝生地です。

下水に土壌塩類が流入し飲み水として

草が貢献し多くの研究成果も生まれて

も農業用水としても使用できなった地

います。

◆
こうした市民団体の活動の中でも、
芝生地利用に特化した町があります。
静 岡 県「 藤 枝 市 駅 前 公 園 緑 友 会 」
は駅前の花壇作りボランティアでデ

域です。州都からパイプラインで水を

◆

運び利用する対策が講じられました

緑化（地）植物などの調査や研究は

が、水道代の高騰によって困惑を招い

このような事例によってより顕著にな

てしまった事業でもありました。

り評価されると確信します。
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宮崎県

宮崎県に新名所
リニューアルした亜熱帯植物園

宮崎県では、昭和 40 年
10 月 に、 熱 帯 性 大 温 室
の建設に伴い、世界的に
有名なシンガポール植物
園と姉妹植物園の締結を
行うほか、アルゼンチン、
ブラジル両政府、ハワイ
州バーンズ知事の厚意に
よる植物の移入を図るな

ど植物による国際的提携を行いました。
◆
この亜熱帯植物園が、平成 28 年 3 月
26 日㈯正午に、いつ訪れても、色とり
どりのブーゲンビリアと四季折々の華や
かな花々が彩る大温室にリニューアルさ
れました。
20 ｍ四方のトロピカルガーデン（大
温室）には 180 種約 1600 本の植物が

大温室内部（マーライオン）
ジヤガランダ

カエンボク

ホウオウボク

県立青島亜熱帯植物園（愛称：宮交ボタニックガーデン青島）マップ

植えられており、花木が十分育つことが
できるよう天井の高さは 14 ｍあり、2
階の回廊からは花を間近に見たり、鮮や
かな風景を見下ろしたり、新しい楽しみ
方ができます。
また、世界三大花木のカエンボク・ホ
ウオウボクが一度に鑑賞することが出
来、（あと一つのジャカランダは外苑に
あります）、ブーゲンビリアをはじめ、
ハイドゥンキングやヒスイカズラ、メ
ディニラなど、エキゾチックで美しい
花々が揃っています。

◆
さらには、青島亜熱帯植物園と姉妹植
物園であるシンガポール植物園を紹介す
るコーナーを設け、寄贈されたシンガ
ポールの国花や貴重なランなどを展示す
るとともに、姉妹植物園 50 周年を記念
して、シンガポールのシンボルである
マーライオンの像が設置されています。
ぜひ、宮崎県にお出でになりご鑑賞し
て下さい。
徳地信一（㈱橘緑地建設）

2016/10/1-7 準備期間 9/1-30

全国労働衛生週間

伝説の島でお茶を楽しむ

嫁ヶ島万灯会 6 月 歩いて渡る嫁ヶ島 8 月

島根県支部 松本あゆむ
㈲小立造園

宍道湖の夕日と嫁ヶ島
私が暮らす島根県松江市に
は、宍道湖（しんじこ）とい
う大きな湖があります。みな
さま、ご存知でしょうか？
宍道湖の夕日は “ 日本の夕
仲秋の嫁ヶ島 10 月
日 100 選 ” に 選 ば れ る ほ ど
し、島の環境保全や水辺の利活用につ
の美しさで、夕暮れ時には多
くの方々が湖畔に訪れます。 いて、仕事の合間にお手伝いしていま
す。
仕事帰りの軽トラから夕日を
◆
見るたび、明日もガンバロー
環境保全では、島内の草刈りや清
と勇気づけられています。
掃、浸水により流失した土壌復旧など
◆
を行っています。
その宍道湖に、ぽっかり浮
また、水辺の利活用では、島全体を
んでいる伝説の島・嫁ヶ島で
優しい灯りで包み込む “ 嫁ヶ島万灯会
す。この島は、1200 万年前
に玄武岩が噴出してできた島 （6 月）”、宍道湖のなかを歩いて嫁ヶ
島に上陸する “ 歩いて渡る嫁ヶ島（8
（全長約 110m、幅約 30m の
月）”、島に上陸してお茶席を楽しむ “ 仲
小判形）で、現在 27 本のク
秋の嫁ヶ島（10 月）” など、四季折々
ロマツが生育しています。
の活動を行っています。
この嫁ヶ島を後世に残し
お茶席では、私もおもてなしメン
ていきたいという思いから、
バーの 1 人として、お茶をたてさせ
地域住民の
ていただいております。
方々を中心
◆
に NPO 法人
生まれ育った松江のシンボルである
（水の都プロ
宍道湖と嫁ヶ島を守る活動に参加でき
ジェクト協
ることは誇りであり、この活動を通じ
議会）が設
て知り合った方々との交流は私にとっ
立 さ れ、 私
て大きな財産となっています。
もその取り
組みに賛同

建設業界の皆様へ
★
加入できる事業主
●加入できる事業主

建設業を営む事業主
建設業を営む事業主
★
対象となる労働者
●対象となる労働者

全国労働衛生週間は、厚生労働省、中
央労働災害防止協会が主唱し、各事業場
が働く人の健康の確保・増進を図り、快
適に働くことができる職場づくりに取り
組む週間で、昭和 25 年に第 1 回が実施
されて以来、今年で第 65 回を迎え、同
週間の実効を上げるため、9 月 1 日から
9 月 30 日までを準備期間とし、10 月 1
日から 10 月 7 日まで実施されます。
今年は「健康職場 つくる まもるは
みんなが主役」をスローガンに週間を
展開し、各事業場における労働衛生意識
の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活
動の一層の促進が求められています。

事務局の動き
【8 月】
1 ㈪・国土交通省と日造協との意見交換会
・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）～ 8/27
【9 月】
1 ㈭・全国労働衛生週間準備期間～ 9/30
6 ㈫・広報活動部会
8 ㈭・第 37 回公園緑地折下功労賞選考委員会
9 ㈮・資格（新規制度等部会）・技術（調査開発部
会）合同会議
・資格制度委員会（委員長・部会長会議）
12 ㈪・造園・環境緑化産業振興会事務局会議
13 ㈫・造園領域発展戦略委員会（担い手育成・確
保推進部会）
14 ㈬・事業委員会 ( 要望・提言活動部会 )
15 ㈭・造園領域発展戦略委員会
16 ㈮・技術委員会
18 ㈰・植栽基盤診断士認定試験（学科）
24 ㈯・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区開園
式典
24 ㈯・登録造園基幹技能者講習 ( 群馬）～ /25
27 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）学
編集後記

一日 ３１０円
３１０円
一日

委員会等の活動
●事業委員会（造園フェスティバル推進部会）
開催目標の達成方法と開催周知について検討した。
（8/24）
●技術委員会（安全部会）
造園用安全帯についての検討をはじめ、
「
（仮称）
足場の設置が困難な剪定作業における作業標準マ
ニュアル（案）
」について検討した。
（8/29）
●技術委員会（技術・技能部会）
（仮称）造園施工に携わる技術者を対象とした人材
育成研修の実施について実施概要をとりまとめ、テ
キスト作成について検討した。
（8/29）
●国際委員会
AIPH 活動への対応、海外の技術情報収集・発信方
法、
海外造園団体との交流企画等を検討した。
（8/29）
●技術委員会（造園技術フォーラム部会）
「造園技術フォーラム」の取組と東京開催について
打ち合わせを行った。
（8/30）
●技術委員会（技能五輪部会）
山形大会開催概要と造園競技課題について説明し、
情報共有を行った。
（8/31）

リオデジャネイロオリンピックではたくさん感動をもらいました。開会式で参加国それぞれが苗木

を持ち、植えるパフォーマンスが印象的でした。パラリンピックでも感動することでしょう。そして４年後は
東京。競技会場だけでなく、多くの地域が成功するカギは我々の持つ「造園力」を発揮することだと思います。

１ ０ 月 は 加 入 促 進 強 化 月 間 で す

建退共への加入のおすすめ
福祉の増進と企業の振興のための国の退職金制度です
●１７万建設事業所が加入、３１４万人の建設現場の就業者が退職金支給対象となっています。
(平成28年6月末現在)
●これまでに累計で２２９万件、１兆６,４２０億円の退職金をお支払いしています。

建設工事の第一線で働く優秀な人材確保にも寄与 !

建設業の現場で働く方
建設業の現場で働く方

★掛金は
●掛金は

科採点～ 9/28
27 ㈫・国際園芸家協会 (AIPH) 総会出席～ 10/1
30 ㈮・造園領域発展戦略委員会 ( 女性活躍推進部会 )

◎法律に基づき運営される国が作った制度
◎建退共加入は「経営事項審査」で加点評価
◎国からの財政上の支援
（国の助成により掛金の一部が免除）

（加入労働者ひとり）
（加入労働者ひとり）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部

特
長

◎掛金は全額非課税
（損金または必要経費に算入できます）

◎複数の企業間を就業しても通算して退職金を支給
◎加入の手続きは簡単
（各都道府県の建退共支部で加入）

〒170-8055東京都豊島区東池袋1丁目24番1号（ニッセイ池袋ビル）
TEL 03-6731-2866（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

FAX 03-6731-2895

建退共のホームページを
是非、ごらん下さい。

こんなに有利 !
年数
４０年
３５年
３０年
２５年
２０年
１５年
１０年

掛金
312万円
273万円
234万円
195万円
156万円
117万円
78万円

退職金額

603万円
489万円
390万円
302万円
225万円
157万円
94万円

※退職金額は、１年につき、310円（1日）×21日（1ヶ月）×
12月（1年）の掛金を納めたときの金額です。
※1万円未満は、切捨てしています。

建退共

検索

