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本号の主な内容
２・３面 建設キャリアアップシステム（CCUS）本格運用開始に向けて
経営環境改善部会長

大嶋

聡

２面 【学会の目・眼・芽】 産官学共働における民と学の関係性
（公社）日本造園学会会長 京都大学大学院地球環境学堂地球親和技術学廊 教授 柴田 昌三
4 面 【ふるさと自慢】仙台の夏祭りは七夕だけじゃない 「夏まつり仙台すずめ踊り」があります
宮城県支部

尾形 伸也（㈲ミドリ企画）

【緑滴】 ワクワクするものづくり
群馬県支部

工藤麻里子（㈱山梅）

１．都市の成長力引上げ ～内外の人材・投資を惹きつける磁力・国際競争力強化～

（６）グリーンインフラの創出
令和２年度
国交省都市局関係

概算要求 2,948 億円に
1.5 億円(皆増)
グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 補 助
都市公園・緑地等事業 社総交 10,037 億円の内数
防安交

グリーンインフラによる都市の生産性向上に関する検討調査 調 査

12,611 億円の内数
0.2 億円(皆増)

官民連携・分野横断によるグリーンインフラの創出を集中的に支援することにより、都
国土交通省の令和２年度予算概算要求は、
国費総額 7 兆 101 億円（対前年度比 1.18
市型水害対策や生産性向上等の「緑や水が持つ多面的効果」を活用した持続可能
倍）となった。都市局関係では事業費 2,948 億円（1.75 倍）、国費 675 億円（1.20
で成長力の高い都市の形成を推進する。
倍）で、国営公園等が事業費 392 億円（1.17 倍）、国費 343 億円（1.20 倍）、市街
地整備が事業費 2,475 億円（1.96 倍）、国費 290 億円（1.20 倍）となった。
（グリーンインフラ活用型都市の構築）【拠点的な市街地における事業イメージ】

✔働きやすく、多様な人材を呼び込む空間を創出

一定のまとまりのあるエリアで実施される
グリーンインフラの創出を集中的に支援

民間建築物の緑化

支援内容
○都市型水害対策や賑わいある都
市空間形成等、課題解決に資する
グリーンインフラの整備を推進
・公園緑地の整備 ・緑化施設の整備
・公共公益施設の緑化
・民間建築物の緑化
等

公共公益施設
（街路空間）の緑化

緑化施設(ミスト)の整備

【都市郊外部における事業イメージ】
✔環境に配慮し、潤いある豊かな生活・交流空間の創出
民間建築物の緑化

○市民農園等整備事業の拡充
地方公共団体やみどり法人が生産緑地
を貸借し、開設する市民農園を支援の
対象に追加。

公園緑地の整備
©Futakotamagawa Rise

都市空間と河川空間の連動による
相乗効果により都市環境が向上
©Futakotamagawa Rise

グリーンインフラ活用型都市の構築（イメージ）

令和２年度予算の都市局概算要求の基

どの除去＋緑化等により、跡地の環境悪

（グリーンインフラによるワーキングスペース等の生産性向上調査）
本方針は、〇内外の多様な人材の出会い・
化の防止に努める。

交流・滞在を促進し、イノベーションや
3. 安心・安全まちづくりの加速化で
都市内のワーキングスペースを対象とし、オフィス空間から建築物、敷地内、近隣の緑地など
新たなつながりを生む空間やコミュニ
は、大規模災害からの早期の復旧・復興
に至るグリーンインフラがもたらす生産性、創造性向上、働き方も含めた都市生活の質の向上へ
ティを備える「ウォーカブル」
（歩きた
の着実な推進を図るとともに、事前防災
の効果を調査・検討し、官民それぞれの空間における効果的なグリーンインフラの導入手法等に
ついてとりまとめる。
くなる）都市の構築、〇災害低減・経済
対策の加速化のため、都市のコンパクト
的価値等の向上に資する「グリーンイン
化等と連携し、災害危険エリアにおける
フラ」（緑や水）の創出などに取り組み、 立地抑制・移転誘導や万が一の災害に備
都市の国際競争力を強化するとともに、 えたまちなかでの命を守る活動と逃げ場
近年の自然災害からの復旧・復興、事前
所の確保のほか、宅地の防災対策、イン
（例）屋上緑化と食堂の一体整備による、アイデア発案、
防災などを加速化し、東京 2020 オリン コミュニケーション等のクリエイティブ活動の場の創出
フラの老朽化対策を推進する。
ピック・パラリンピック後も、都市の成
4. 公園、景観を活かした、魅力ある
長力の引上げを図るとした。
都市空間の形成では、我が国の貴重な歴
主要事項には次の５つの事項を提示。
史的・文化的資源や、地域の特色ある庭
-23- 園・景観を活かし、
1. 都市の成長力引上げでは、〇ウォー
「訪れたくなる、住
カブル推進都市（WEDO）を目指し、既
みたくなる」地域づくり・まちづくり
存ストック（街路、公園、水辺、広場、 を推進。①国営公園等の魅力向上、②官
民間空地、景観資源、交通施設等）の改
民連携等による都市公園整備の推進、③
変による「居心地が良く歩きたくなる」 ガーデンツーリズムの推進、④景観の改
空間の創出と、官民の人材が集うコミュ
善に向けた検討及びその実効性を高める
ニティづくりを強力に推進。〇グリーン
取組みの支援を行う。
インフラの創出で、自然環境創出・CO2
5. 都市分野の海外展開では、海外日
対策や利用効果等に加え、雨水貯留等に
本庭園再生プロジェクト、ドーハ国際園
よる災害低減や経済的価値の増進など
芸博覧会の出展などに取組み、発信力の
「緑や水が持つ多面的効果」を活用して、 強化を図る。
より積極的に公園・緑地や水辺空間の創
新規・拡充要求等では、「居心地が良
出を図るグリーンインフラを戦略的・集
く歩きたくなるまちなか空間の整備」、
中的に整備し、持続可能で成長力の高い 「官民連携によるまちづくり＋コミュニ
都市の形成を推進する。
ティの活性化」、「グリーンインフラの創
2. コンパクトシティ施策の強化では、 出」、「水辺とまちが融合した良好な空間
制度創設５年を迎えたコンパクト・プラ
形成の推進」、「都市インフラの老朽化対
ス・ネットワーク施策について、市街地
策」、「国営公園等の整備促進」、「官民連
の拡散抑制や持続可能な誘導方策の強化
携等による都市公園整備の推進」、「特色
により都市の体質改善を進め、空き家な
ある庭園を活かした訪れたくなる地域づ
くり」、「地域の景観を活かした魅力ある
まちづくりの推進」、「日本庭園などの造
収益を
園緑化技術や文化の海外展開の強化」を
活用し
て整備
掲げ、より積極的に取組むこととした。
民間が収益施設
と公共部分を
そのほか、税制改正要望事項では、
「居
一体的に整備
心地が良く歩きたくなるまちなか創出の
ための特例措置の創設」で、施設の改修
等について、固定資産税、都市計画税の
減免を新規項目として要求した。
P-PFI を活用した都市公園整備（イメージ）

（一社）日本造園建設業協会 理事
㈱中嶋造園土木 代表取締役 中嶋 和敏

全国植樹祭あいち 2019 について
今年 5 月 1 日に現天皇陛下が即位さ
れ、平成から令和に改元し新しい時代
が始まりました。
◆
そんな中、天皇皇后両陛下即位後初
の地方訪問は 6 月 2 日に行われた「第
70 回全国植樹祭あいち 2019」でした。
『木に託す もり・まち・人の あす・
未来』が植樹祭のテーマでした。
式典会場は愛知県森林公園（尾張旭
市から名古屋市守山区にかかる公園）
で、愛知県での開催は昭和 54 年の西
加茂郡藤岡町（現在の豊田市）以来
40 年ぶり 2 回目です。式典行事として、
おことばや天皇皇后両陛下によるお手
播きやお手植えが行われました。
豊田市や新城市にも植樹会場があ
り、そこでは招待者による記念植樹が
行われていました。
◆
全国植樹祭は、公益社団法人国土緑
化推進機構と都道府県の共催により開
催している豊かな国土の基盤である森
林・緑に対する国民の理解を深めるた
めの、国土緑化運動の中心的行事です。
昭和 25 年に「第 1 回植樹行事並び
に国土緑化大会（第 21 回からは「全
国植樹祭」が正式名称）
」として山梨
県甲府市で開催されて以来、各都道府
県で毎年春季に開催されています。
◆
愛知県は、主力の自動車産業をはじ
め、繊維や陶磁器などの伝統産業から
ロボットなどの次世代産業まで、もの
づくりが盛んな「日本一のものづくり
県」であり、リニア中央新幹線や国産
初のジェット旅客機など、日本の未来
を担うプロジェクトの舞台にもなって
います。
この「ものづくりの歴史」を振り返
ると、江戸時代では木曽川を通じて運
ばれてくる良質な木材の一大流通拠点

だったことや、名古屋城築城等で集め
られた職人が定住したことから、街づ
くり、からくり人形づくり、山車づく
り、家具づくりなどの「木材を利用す
る技術」が培われました。
この「木材を利用する技術」は明治
時代以降に発展し近代産業の礎になっ
ています。
◆
一方、愛知県は「森林づくり」につ
いても力を入れています。江戸から明
治時代に、三河地方を中心に種から苗
木を育てる技術が発達し、容易に多く
の苗木を確保することが可能となり植
樹が進みました。
戦後の復興の際の緑化推進や高度経
済成長期の木材需要等を背景に更に植
樹が進みました。そのため、人工林の
割合や、成熟して利用できる森林の面
積などが全国平均から大きく上回って
います。
また、全国屈指の農業県でもあり、
中でも花きは 1962 年から現在に至る
まで全国 1 位を誇っています。
2015 年には「全国都市緑化フェア」
を開催するなど、緑や環境をテーマと
した取り組みを継続的に行うととも
に、山から街まで森や緑を守る「あい
ち森と緑づくり税」を導入するなど独
自の事業を展開しています。
そうした背景から、第 70 回全国植
樹祭は「愛知の誇るものづくりの伝
統と文化」
「森と緑づくりや木づかい」
などを全国に発信する機会となりまし
た。
◆
その中で私も愛知県産の花きによる
飾花を行いました。これらの活動によ
り、愛知県、ひいては造園についての
興味が広がればと思います。

全国労働衛生週間
10/1 ～ 10/7 9 月 : 準備期間
各支部宛にポスター配布
全国労働衛生週間（10/1 ～ 10/7）の準備
期間は、9/1 ～ 9/30 です。今年度は、「健
康づくりは 人づくり みんなでつくる 健
康職場」をスローガンとして全国労働衛生週
間を展開し、事業場における労働衛生意識の
高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理
活動の一層の促進を図ることとしています。
日造協では、安全衛生意識の高揚を図るた
め、スローガン入りポスターを支部宛に配布
しております、労働衛生の推進にご活用くだ
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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建設キャリアアップシステム（CCUS）
本格運用開始に向けて

経営環境改善部会長

大嶋

聡

を中心に普及推進が図られています。
日造協においても、現在、（一社）建
設業振興基金と実施準備について打合せ
を進めているところです。
さて、ここで日造協会員の皆様に「建
設キャリアアップシステム」について、

すでに平成 31 年 4 月から運用が始
その意義とメリットを理解いただき、造
まった建設キャリアアップシステムは、 園業界全体が早期に本システムの運用を
ゼネコン現場等で従事する必要性から、 開始していただけるよう、本ニュースで
すでに登録・使用
もできるだけわかりやすく情報を提供し
を開始している会
ていきたいと思います。
員企業様もいらっ
しゃると思います。 １，建設キャリアアップシステムとは
この国土交通省
導入の背景は、現場を担う技能労働者
が 進 め る 施 策 は、 （技能者）の高齢化や若者の減少等の構
（一社）建設業振興
造的な課題への対応であり、建設業を支
基金が軸となって
える優秀な担い手の確保・育成をしてい
仕組みづくり、情
く必要性から、本システムが導入されま
報収集・発信等が
した。
行われ、本システ
建設技能労働者（技能者）一人ひとり
ムの運営協議会構
が、どのような資格を保有し、どのよう
成員である（一社） な現場で実績を積んだのかを一枚のカー
日本建設業組合連
ドを介して、情報を蓄積してゆき、技能
合会（全国の総合
や実績の「見える化」を図り、技能者の
建設業を営む企業
経験や技能に応じた処遇の実現を目指す
で構成される連合
ものです。（図１、図２）
出典：建設キャリアアップシステム 基本計画書 ２．システムの概要 団体：略称日建連）
先に述べた日建連の会員企業である各

建設キャリアアップシステムについて、本号では、建設業全体での普及状況と、
我が造園業界での取組み状況について紹介します。

図1

建設キャリアアップシステムの概要
学会の目・眼・芽

第 100 回

産官学共働における民と学の関係性
（公社）日本造園学会会長 京都大学大学院地球環境学堂地球親和技術学廊 教授 柴田 昌三

日本造園学会は建築系 7 学会のメン
バーとして学界とのつきあいを維持し
ている。参加各学会のキーワードはい
わゆる「工学」であることが多い。
一方、日本造園学会でも「工学」的
視点は重要であるが、何よりもその独
自性を示しているのは、緑という生き
物を最も重要な存在として位置づけな
がら、
「景観」を学会の名前にも含めて
いる点である。
◆
生き物を「工学」の中で位置づける
と言うことはどういうことなのであろ
うか。多くの構造物は竣工時が完成で
あり、それより質が向上することは期
待されていない。

しかし、生き物を主人公に据えた造園
では、竣工はその空間の深化の始まりを
意味する。その後の深化は生き物を徹底
的に理解した管理者によって初めて実
現する。
そこには利用する植物すべてを熟知
した経験知を抜きにしては語ることの
できない世界がある。この経験知は長年
の蓄積によるものであり、伝統知という
こともできよう。さらにこの知を支えて
きたのは技術である。
◆
これらは近代的学問が成立する以前
から数百年、場合によっては千年以上の
人々の経験の積み重ねによって実現さ
れてきた。

日本の造園は世界に冠たる「文化」
を作り上げていると評価されている。
日本の庭園文化史を考えるとき、様々
な庭園様式が創出されてきたが、それ
らのすべては創出当時には「アート」
であったといえる。
「アート」が「文化」に変わる重要な
点の一つには、アートの創出者のみな
らず、それを維持、管理する技術が挙
げられる。そこには竣工時の吟味され
た材料とそれを維持する技術のコラボ
レーションがある。
◆
日本の造園文化は、世界各地からも
たらされる様々な情報の蓄積もあわ
さって、現在も深化し、公共造園のよ
うな計画を伴う空間でも実現化されて
きた。
それらの成果を科学の視点から分析・
実証してきたのが造園学であり、絶え

間ない刺激を受けながら伝え続けてき
たのが造園業界であった。またそれらに
新鮮さを与え続けるデザインや計画も
ある。これらの三位一体が造園界の真骨
頂である。
◆
造園空間は、成熟のために、的確な管
理と長い時間を必要とする。短時間での
成果を求める現代社会はこのことに無
理解であることが多い。成熟しない空間
は来年の東京オリンピック ･ マラソン
コースに見るように、
「使えない」もの
であることもある。
管理と時間の必要性を伝え、よりよい
空間に仕立てていくためには、蓄積され
た技術の学術的な評価、植物学的視点の
みならず、的確なデザイン利用の視点、
あるいはバランスの取れた感性を持っ
て、管理による成熟を深めていかなくて
はならない。
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合せを進めており、日造協会員数社の元
請現場において数か所を選定し試行運用
を開始するところです。特に、ゼネコン
現場と違う、我々造園業界の以下のよう
な特殊性にシステムをどう対応させてい
くかということが主たる検討課題となっ
ています。
●元請・下請の両方の業務形態がある。
●個人邸や公園等維持管理等など、１
日に複数個所を掛け持ちする場合がある。
●複数工事を同一人物が施工する（い
わゆる多能工が多い）。
なお、これから現場で実際のシステム
運用を行いながら、これらの課題に限ら
ず、引き続き諸課題をピックアップし幅
広い現場で円滑な運用ができるように協
議を継続していく予定です。

図2

建設キャリアアップシステムの利用手順

ゼネコンでは、本年度において 100 万
人の技能者登録、2023 年 3 月までにす
べての現場において現場登録をおこな
い、入場するすべての事業者、技能者の
本システムの登録（330 万人の技能者
登録）を完了させることを到達目標とし
ています。

出典：国土交通省

３，建設業界の現状と、造園業界におけ
る検討課題
現在、首都圏の大型のゼネコン現場等
では、運用を開始した現場にいくつか遭
遇していますが、まだこれからといった

２，システム利用によるメリットは
現場経験や保有資格が、建設業界統
一のルールでシステムに蓄積されるた
め、十分な経験を積み、技能の向上に
努める技能者が適正に評価され、処遇
改善の根拠となる環境を整備すること
になります。（図３）

図３ システムの活用（技術者のメリット）
出典：国土交通省 建設キャリアアップシステムについて

建設キャリアアップシステムについて

印象で、今後、ゼネコン現場を中心にシ
ステムの導入が加速していくことと思わ
れます。
日造協では、本システムの普及促進に
向けて、（一社）建設業振興基金との打

４，登録の申請・経費等について
●技能者、事業者それぞれが登録申請
を実施
●申請はインターネット、郵送、窓口
のいずれかを選択可能
・技能者登録：有効 10 年、インターネッ
ト申請 2,500 円、郵送・窓口申請 3,500 円
・事業者登録：有効 5 年、資本金に
より異なるが一人親方 0 円、目安とし
て 1000 万～ 2000 万円で 12,000 円
●保有する資格の登録も同時に可能
（資格証の写しが必要）
●技能者登録は所属する事業者等が代
行申請可能
●管理者 ID 利用料は年間 2,400 円（事
業者責任者は１ID、社内各部門各１ID 、
代行登録担当者（部門）も 1ID、部門参
加の各現場は無料）
●現場利用料は、技能者 1 人就業履
歴あたり、1 日・1 現場 3 円
上記の費用はすべて税込
５．建設キャリアアップシステムに関す
る専用サイトのご案内
●国土交通省の関連
http://www.mlit.go.jp/
totikensangyo/const/totikensangyo_
const_fr2_000033.html
●一般財団法人 建設業振興基金
https://www.ccus.jp/
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宮城県

仙台の夏を代表するお祭
りと言えば、仙台七夕まつ
りが有名ですが、伊達政宗
公の時代から伝わる、仙台
発祥の郷土芸能「すずめ踊
り」をメインとしたお祭り
をご紹介します。
毎年夏（7 月下旬）に仙
台駅東口の宮城野通りで開
催される『夏まつり仙台す
ずめ踊り』は今年で 17 回
目を迎えました。
仙台すずめ踊りとは、慶
長八年（1603 年）
、仙台城
移徒式（新築移転の儀式）
の後の宴席で、泉州・堺（現
在の大阪府堺市）出身の石
工（石垣造りの職人）さんが、
藩祖伊達政宗公の御前で即
興で披露した踊りがはじま
り…と言われており、踊る
姿が餌をついばむ雀に似て
いる事と伊達家の家紋も「竹
に雀」であることから『す
ずめ踊り』と呼ばれました。
その後、石工の子孫によって伝承され
てきましたが、近年では市民間の地域や
企業の活動として多くのグループ（祭連
＝まづら）が創られるようになり、仙台

仙台の夏祭りは七夕だけじゃない
「夏まつり仙台すずめ踊り」があります

私は安くてかわいいものが
大好きです。お店でかわいい
1.誕生記念樹ﾎﾞｰﾄﾞ
ものを見つけると、それを真
似て、自分の身の回りの材料
で作ってしまいます。
材料として使うものは、自
然の素材 ( お花や葉、木の枝
や貝殻等 ) と 100 円ショップ
2.ｴﾝﾄﾗﾝｽ看板 の雑貨がほとんどです。
そ の た め、 趣 味 は 街 を 散
歩 ( 自然素材探し ) と 100 円
ショップのパトロール、そし
て雑貨づくりです。
◆
3.welcome ﾎﾞｰﾄﾞ 休みの日はそんなことばか
りしていますが、なんと今は
会社でも、社内の飾りや看板、
HP、welcome ブラックボード
等、会社をアピールするもの
をたくさん作っています。こ
こで少し紹介させていただき
ます！
◆
《顔写真》
１. 誕 生 記
会社で咲いていたｱｼﾞｻｲを押し花にして、
念
樹
ボ ー ド：
iPhone ｹｰｽも作りました！
365 日 誕 生 記
念樹をブラッ
クボードに描
い て、 会 社 の
エントランス
に、 毎 日 飾 っ

『お囃子』の篠笛・太鼓・鉦の音色が響きます
「杜の都仙台」のケヤキ並木の中を
気持ちよく演舞する祭連㊤㊨

のふるさと芸能として広まってきました。
毎年 5 月に開催される
「仙台青葉まつり」
では、多くの祭連が参加しますが、すず
め踊りが主役ではありません。
この『夏まつり仙台すずめ踊り』は、
すずめ踊りが主役となり、仙台駅の新し
い玄関口ともなりうる東口に位置する宮
城野通りの一部を通行止めにして、真夏
の 2 日間、地域住民・地元企業・お祭り
の実行委員が地元を盛り上げるために協
力し開催しております。
◆
見どころ①…通行止めの道路約 200 ｍ
をいっぱいに使った「大流し」次々とやっ
てくる様子は観客の皆さんを飽きさせま
せん。
見どころ②…特設会場に作られた「ス
テージと路上演舞」前に進みながら踊る
大流しに比べ、各祭連のテーマを持った
誕生記念樹ボード

～写真～

ワクワクするものづくり

群馬県支部
工 藤 麻 里 子
㈱ 山 梅

ています。私自身、樹木の勉強にもな
りますし、お客様や社員にも毎日ワク
ワク楽しんでもらえるようにしていま

趣向を凝らした演舞を観ることができま
す。
見どころ③…最後に行われる観客の皆
さんも入り交じっての「総踊り」初めて
の方も夢中になって踊り、ひとつの和が
できます。
来年は仙台七夕まつりの前後で開催す
る予定です。仙台にお越しの際はぜひ、
一緒に『すずめ踊り』を舞いましょう♪
◆
すずめ踊りの伝承同様に、後世にしっ
かりと繋いでいくということは、我々の

弊社は社歴 50 年以上の刃物メーカー
です。金物の町、播州三木で自社工場に
おいて最新の設備と自動化ラインによる
一貫した生産システムのもと高品質の
刃物を製造しＩＳＯ 9001 を取得してい

無双ツインブレード

事務局の動き
す。写真は社長の誕生日のときのもの
です。社員の誕生日はボードに描いて
お祝いします！ instagram も毎日アッ
プしているのでぜひ見てください。
2. エントランス看板：エントラン
スのお庭は管理課の社員がいつもきれ
いにしてくれています。そのお庭の紹
介＆会社の入り口案内板です。
3.welcome ボ ー ド： 来 社 さ れ る 方
への welcome ボードを書いています。
季節の花や、似顔絵等を描くこともあ
ります。
◆
これからもお客様も社員もワクワク
するモノ・空間を楽しく作り続けてい
きたいと思います。

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

造園技術においても大切だと思います。
尾形 伸也（㈲ミドリ企画）

日造協
新入会員のご紹介
社名 / 住所 / ☎

代表者 /FAX

第一園芸㈱

伊藤

☎ 03-6404-1530 FAX 03-6404-1531
る企業です。弊社は草刈用
チップソー・刈刃をはじめ
とした園芸用刃物をすべて
日本国内で製造しています。この 7 月
には石飛び・キックバックを抑制した、
安心・安全の刈払機用アタッチメント「無
双ツインブレード」を発売し、国土交通
省が運用している NETIS にも登録され
ました。こちらの製品は上下の刃が逆回
転し雑草をハサミのように切り、弊社独
自の技術で圧倒的な切れ味と耐久性を実
現した最高級刃物を使用しています。
弊社は刃物を通じて造園業者の皆さん
を応援しています。
詳しくは弊社 HP でご覧ください！
http://www.sanyo-mt.co.jp/
また、右のＱＲコードで
も動画がご覧になれます。
フリーダイヤル 0120-420-188

【8 月】
1 ㈭・「新たな公民連携のあり方を考える」ParkPFI シンポジウム（北陸）
2 ㈮・建設キャリアアップシステム運用支援説明会
6 ㈫・広報活動部会
19 ㈪・資格制度委員会 ( 新規制度等部会 )
23 ㈮・公園・緑地樹木管理士指導員研修会（関東・甲信）
29 ㈭・資格制度企画部会、資格制度委員会
・国際園芸博覧会検討会（第 1 回）
【9 月】
3 ㈫・広報活動部会
・技能五輪全国大会 造園競技委員会
4 ㈭・運営会議
6 ㈮・出会いが大切！造園の人と造園の仕事 ( 出前講座 )
10 ㈫・北京博覧会視察ツアー ～ 9/14
15 ㈰・ 植栽基盤診断士認定試験（学科試験）
24 ㈫・第 2 回造園施工管理技術検定委員会
25 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
26 ㈭・造園技術フォーラム部会

27 ㈮・財政基盤強化部会及び会員拡大プロジェクト
推進部会合同会議
30 ㈪・植栽基盤診断士認定委員会
・国際園芸博覧会検討会（第 2 回）

委員会等の活動
●広報活動部会
8/6 日造協ニュース 8 ～ 11 月号の内容等につ
いて審議
●技術・技能部会
7/31-8/1 若年者ものづくり競技大会を福岡会
場で実施
●資格制度企画部会
8/29 更新研修の開催計画、試験問題等の確認
●資格制度委員会
8/23 公園・緑地樹木管理士研修会における指導
員の養成を行うため、指導員研修会を実施
8/29 街路樹剪定士・植栽基盤診断士・登録造園
基幹技能者の進捗状況と今後の課題について、また
新たな資格制度の創設について検討

編集後記 渋野フィーバー、石川遼選手復活のツアー 2 週制覇とゴルフ業界が盛り上がりをみせています。スポー
ツの秋到来ですね。最近必要に迫られてゴルフを始めました。学生時代野球部所属。ドライバーは、空振り。セン
ター返しを試みるも打球はライトやレフト方向へ。まさかのキャッチャーゴロも・・ 練習あるのみ。

１ ０ 月 は 加 入 促 進 強 化 月 間 で す

一日
一日 ３１０円
３１０円
（加入労働者ひとり）

こんなに有利 !

国が作った退職金制度、建退共に加入しませんか
福祉の増進と企業の振興のための建設業の退職金制度です
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

◎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）

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

昇

東京都品川区勝島 1-5-21

日造協賛助会員の紹介
三陽金属㈱
草刈刃のトップメーカーから「無双ツインブレード」を新発売

welcome ボード

エントランスの看板

両手に持った扇子を艶やかに！

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
ぜひ、ごらん下さい

掛金納付年数

掛金総額

退職金額

４０年

312万円

603万円

３５年

273万円

489万円

３０年

234万円

390万円

２５年

195万円

302万円

２０年

156万円

225万円

１５年

117万円

157万円

１０年

78万円

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

