
　2020 年 10 月 1 日～ 7 日を本週間、2020 年 9 月 1 日～ 30 日を準備期間として、
「全国労働衛生週間」が実施されます。全国労働衛生週間は、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、本年で第 71 回を迎えます。
　今年のスローガンは、「みなおして　職場の環境　か
らだの健康」です。日造協では、安全衛生意識の高揚
を図るため、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。
　本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、いわゆる “ 三つの密 "（①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集
している）、③密接空間（お互いに手を伸ばしたら届く
距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底
しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週
間を実施することとされています。

　 

緑豊かでゆとりと潤いのある快適な環境と美しい景観の創造をめざして
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本号の主な内容
　2 面　【学会の目・眼・芽】 震災の教訓と復興の知恵を伝える復興祈念公園
　　　　　　（公社）日本造園学会理事 、千葉大学大学院園芸学研究科　秋田 典子

2,3 面  日造協　令和 2、3 年度　委員会・部会紹介
         　【造園領域発展戦略委員会】、　【総務委員会】

　4 面   【ふるさと自慢】千葉県　松戸 幸子（㈱新松戸造園）
　　　　地球の歴史、海鮮・醤油などなど　“落花生”“夢の国”だけじゃない千葉
　　　　【緑滴】 徳島県支部 松香 まゆみ（森田緑化㈱）
　　　　徳島での生き物ライフ

「新型コロナウイルス感染症」
蔓延化に「不要不急」を考える

  （ 一 社 ） 日 本 造 園 建 設 業 協 会 理 事 　
イビデングリーンテック㈱ 取締役造園事業本部長 中山　忠

社員で共有することや、お客様へ周知
させて頂くことが早急にできませんで
した。
　 台 風 や 豪 雨 な ど、「50 年 に 1 度 」
の災害が、毎年国内のどこかで起こっ
ている昨今、被災時のマニュアルとと
もに、今回のようなウイルスに起因す
る問題に対しての準備も必要だと痛感
致しました。

◆
　我々の事業に対して、一般の方々や
マスコミの方々が持たれる印象につい
ても考えてしまいます。
　「造園業」に従事させて頂いており
ますと、環境や健康、癒し、文化や技
術など、様々な要素から構成されてい
ると感じますが、その領域に公的資金
を含めた「お金」や、「時間」を使用
することに対し、「ムダ」とまで言わ
ないまでも、「要」「急」ではないので
は、と言われる方々がおられることも
事実だと思います。

◆
　公園などの施設は、収益性ばかりに
注目されがちですが、文化的事業とし
ての意義は勿論のこと、こういう状況
であるからこそ、地域の方々を中心と
した有効な利用方法などを実践し発信
していくことが、我々に求められてい
ると思います。
　公園だけでなく、図書館やスポーツ
施設などにおいても同様のことが言え
ると思いますが、人々の価値も多様化
している現在、様々な角度から事業の
必要性と可能性を再考する良い機会で
あると、「急」ではないかもしれませ
んが、「要」である「造園業」に従事す
る一人として前向きに考えたいです。

　先ずは、この度寄稿させて頂くにあ
たり、熊本県南部を中心としました豪
雨災害により被災された皆様、「新型
コロナウイルス感染症」により被害を
受けられた皆様に対し、心よりお見舞
い申し上げますとともに、一刻も早い
御回復、復旧、復興を祈念申し上げます。

◆
　現在、「新型コロナウイルス感染症」
による緊急事態宣言が解除されて３ヶ
月程経つ 8 月中旬ですが、なかなか
状況が好転する兆しが見えない中、日
常生活や事業のあり方などを改めて考
えざるを得ない状況となっております。
　特に今回の自粛要請期間中に、政府
や自治体、マスコミの報道などで、よ
く耳にするようになりました「不要不
急」という言葉について、ついつい考
えてしまいます。
　一体何が、どこまでが「要」で「急」
ということになるのか、それ以外は全
て「不要不急」なのか。私どもの「造
園業」はどうなのか。

◆
　この自粛期間中の業務に関しまして
は、事業主、元請の皆様や、商業施設、
マンションの管理会社、管理組合の皆
様などの「要」「急」の判断に従うこ
ととなりましたが、判断の基準や対応
方法などが、それぞれ異なったことに
より、かなり混乱が生じることとなり
ました。
　緊急性のある工事や、病虫害の発生、
強風による枝折れ、排水周りの清掃な
ど、このような状況下でも行わなけれ
ばならない業務はありますが、今回の
ような事態は想定をしていなかったた
め、会社として対応の優先順位などを、

本週間 10/1 ～ 10/7
準備期間 9/1 ～ 9/30全国労働衛生週間

先進的取り組みなど整理、ぜひ活用を
働き方改革のヒント・好事例造園

建設
業の

　日造協は 6 月、「造園建設業の働き方改革のヒント・好事例」を取りまとめ、「日造
協メール」を通じてご案内いたしました。このヒント・好事例は、A4 版 24 ページ
の PDF で印刷すると小冊子として利用できます。これは、ワークライフバランスや
多様で柔軟な働き方が求められる中、新型コロナウイルスの感染拡大などにより、一
層のその対応に迫られる中で、日造協の会員各社が取り組む事例をもとに働きやすい
職場づくりを進めるためのヒントや好事例をまとめたもので、各社の生産性の向上や
社員のモチベーションアップにもつながるものとなっています。ぜひご活用ください。

　「造園建設業の働き方改革のヒント・
好事例」は、（１）有給休暇の取得促進、

（２）長時間労働の是正、（３）人材不足
対策、（４）生産性向上＆業務効率化、（５）
魅力ある職場づくり＆社員育成で構成さ
れています。
　このうち、長時間労働の是正では、移
動できる「オフィスカー」の導入で、現
場や移動の際の空き時間に事務処理を行
うことができるようにしたもの。現場担
当者は、帰社後に事務処理を行うため、
時間外労働が常態化しているが、この軽
減にも役立ち、月 20 ～ 30 時間の勤務
時間が短縮でき、業務の効率化に貢献し
たという。
　人材不足対策では、知ってもらう取り
組みとして、高校・専門学校・大学を対
象とした見学会やインターンシップを積
極的に実施。入社後のフォローを充実す
ることにより社員が定着したり、ハロー
ワークを通じた求人などではなかなか人
に恵まれず、退職者や定年になった社員
の雇用、定年の延長などにより、お互い
に仕事がしやすく、人材不足も補うこと
ができるなど、身近なところにヒントが
あったという。
　生産性向上＆業務効率化では、現場の
状況把握や社内連絡に SNS ツールを活
用することで、状況把握や段取りが格段
に向上、写真や動画も送れるので、即指
示ができるようになったという。
　こうした情報機器やソフトの導入例は
数多く、会議の WEB 化により、移動時

間やコストを効率化、測量機器や名刺・
写真管理・電子黒板について、最新機器
を導入することで、多大な効率化が図れ
たという。
　会員から寄せられた好事例が一番多
かったのが、魅力ある職場づくり＆社員
育成で、キャリア形成を図ったり、「作
業服」から「ユニフォーム」への変更など、
コミュニケーション、モチベーションに
関するものから、事務所の快適化などが
あげられ、フリーアドレス（自分の席で
はなく、自由な場所で仕事）とすること
で、書類の共有化やコミュニケーション
の場も増え、整理された状態が続き、働
きやすい環境になったなどの好事例が紹
介されています。
　なお、このヒント・好事例は、日造協

　国土交通省は、「まちなか公共空間等
における『芝生地の造成・管理』に関す
る懇談会」で議論を重ね、まちなかの芝
生の可能性と維持管理の主なポイントを
まとめた「芝生のチカラを活かしたま
ちの CORE（コア）のつくり方～芝生を
活用したまちなか空間創出ガイドライン
～」をホームページ上で公開している。
　本書を取りまとめた懇談会は、涌井史
郎東京都市大学環境学部特別教授を座長
に、野村徹郎日造協・技術調査部長も委
員として参加し、公共空間、公共的空間
における芝生・みどりを対象に、地方公
共団体や民間事業者、地域住民等の方々
の参考となるように、 「芝生」の意義、

効果、造成・管理の主なポイントを解説
している。
　ガイドラインは、A4 版 46 ページで、
①まちなかに芝生・みどりをツクル効
果、②まちなかの芝生・みどりを持続的
にツカウ仕組み、③まちなかの芝生・み
どりをソダテル技術、④芝生・みどりを
活用してまちづくりにツナゲル事例の４
本柱で構成。A4 版 1 枚の概要版もあり、
国交省のホームページ（https://www.
mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_
tk_000087.html）からダウンロードで
きる。コロナ禍で広場利用が注目されて
おり、これからの展開が期待される。

芝生を活用した空間創出ガイドライン国
交
省 ホームページに公開　これからの展開に期待

造園建設業の
働き方改革のヒント・好事例

2020年 6月

（一社）日本造園建設業協会

200623

の会員サイトからダウンロードすること
ができ、適宜改訂を行います。
　参考になる事例を随時募集しています

ので、本書を活用するだけでなく、ぜひ、
皆様の取り組みについても事務局までお
寄せください。
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　学会の目・眼・芽　第 110 回

震災の教訓と復興の知恵を伝える復興祈念公園
（公社）日本造園学会理事 、千葉大学大学院園芸学研究科　秋田　典子

　来年の 3 月で東日本大震災の発生か
ら 10 年が経つ。震災直後の被災地の
状況を目にした時、もはや永遠に復興
は不可能ではないかと思えるほど衝撃
を受けた。一面が黒茶色の音も色もな
い、今まで目にしたこともない風景に
言葉を失った。少なくとも自分が生き
ている間に復興はとても無理だろうと
すら思えた。
　しかし、国が復興期間として定めた
10 年のうちに概ね復興事業は終わろ
うとしており、新しい暮らしや生業の
場では、震災前と変わらないような、
ごく当たり前の日常の風景が繰り広げ
られている。現地を見て回ると、目の
前の少し眩しい新たな風景が現実なの
かどうか分からなくなるほど 10 年前

との違いに驚く。
　復興のために尽力された数えきれな
いほどの方々のエネルギー、そして地
域やコミュニティの再生の力を目の当
たりにし、改めて社会や人間の持つ回
復力、そして復興を成し遂げようとす
る強い力に感嘆せざるを得ない。

◆
　東日本大震災では、被災と復興を後
世に伝える空間として、国の閣議決定
を経て東北３県に震災復興祈念公園が
設置されることとなった。
　岩手県の「高田松原津波復興祈念公
園」は、奇跡の一本松をシンボルとし
て一足早く 2019 年 9 月に開園した。
　宮城県の「石巻南浜津波復興祈念公
園」は、津波で被害を受けた住宅地の

街路を公園のデザインに継承しながら
設計が進められている。福島県では、
原発被害により帰還困難区域に指定さ
れた双葉町と浪江町にまたがるエリア
に復興祈念公園が計画されている。
　被災地が復興に向けて大きな一歩を
踏み出し新たな町として再生してゆく
中で、このような被災の教訓や復興の
知恵を継承する場を確保してゆくこと
は極めて重要である。
　復興祈念公園は実際に被災した空間
を通じて教訓や知恵を体験として来訪
者に伝える貴重な存在である。「災害
は忘れた頃にやってくる」と言われる
が、最近は忘れる暇もないほど災害が
頻発している。私たちの日常の中にこ
そ、災害の教訓と復興の知恵を学ぶ場
は必要になっている。

◆
　国の復興祈念公園が 3 箇所も同時に

整備されるということは、造園分野に
とっても極めて異例の大きな出来事で
ある。そこには現時点の造園分野に関
わる技術・芸術・学術の力が結集され
ていると言えよう。100 年前の造園分
野の一大事業である明治神宮は、自然
の力を最大限に生かして 100 年の杜を
目指した。これに対し復興祈念公園で
我々は何を目指すべきだろうか。
　復興の経験から言えることは、被災
と復興のプロセスに何ひとつ同じもの
はないということである。このため、
復興祈念公園が目指すべきものも真摯
に現場と向き合って個別に紡ぎ出して
ゆくしかない。
　日本造園学会の学会誌「ランドスケー
プ研究」では、来年度の復興１０年の
節目にこの復興祈念公園の特集を組む
予定である。是非みなさまにもご一読
いただきたい。

　会員拡大プロジェク
ト推進部会は、企画・

立案・推進を行いながら、協会の魅力を
発信し、これからも、入会促進につなが
る活動をしてまいります。また、「入会
説明会」もご要望がございましたら、行
いますので、引き続き、会員拡大へのご
協力、宜しくお願いいたします。

会員拡大プロジェクト
推進部会

部会長　四宮　繁

会員拡大プロジェクト推進部会
氏　名 所　属 支部

◎四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　山口　英勝 ㈱ヤマカツ 青森
　遠藤　征矢 東光ローンコンサルタント㈱ 埼玉
　松戸　克浩 ㈱新松戸造園 千葉
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川

氏　名 所　属 支部
　岩間紀久裕 岩間造園㈱ 愛知
　持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
　古家　敏弘 ㈱山地宝松園 香川
　久保　和則 ㈱葉隠緑化建設 佐賀

日造協 各委員会・部会紹介令和 2、3 年度
【 特 集 】

令和 2、3 年度の日造協　各委員会・部会を 8 月号（557 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、※理事

　今回の造園建設業界
の将来構想を重点事項
とし、会員の皆様からご

提案いただいたプロジェクトについての
企画・立案に取り組んで参ります。
　また、日造協は 2021 年に創立 50 周
年を迎えますが、その記念事業の企画等
にも取り組んで参りますので、会員の皆
様ご協力よろしくお願い申し上げます。

戦略立案部会

部会長　藤巻　慎司

戦略立案部会
氏　名 所　属 支部

◎藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　渡部　敦 庄内園芸緑化㈱ 山形
　田口　正典 ㈱田口園芸 神奈川
　横田 純 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　松原　大介 ㈱松原造園 石川

入谷　芳郎 入谷緑化土木㈱ 兵庫
　木上　善貴 木上梅香園㈱ 熊本
　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄

造園領域発展戦略委員会
戦略企画部会

氏　名 所　属 支部
◎四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城

造園領域発展戦略委員会
氏　名 所　属 支部

◎田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
◯久郷　愼治 ㈱久郷一樹園 富山
◯持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
◯藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
◯水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
◯酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問
◯四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
※中嶋　和敏 ㈱中嶋造園土木 愛知
　渡部　敦 庄内園芸緑化㈱ 山形
　田口　正典 ㈱田口園芸 神奈川

氏　名 所　属 支部
　川瀬　勝之 ㈱植倉造園 岐阜
　井内　優 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　山本　正聡 ㈱山本造園土木 愛媛
　久保　和則 ㈱葉隠緑化建設 佐賀
　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄
　大場　啓壽 青葉造園㈱ 宮城
　山田　康博 サカタのタネグリーンサービス㈱ 神奈川
　須磨佳津江 顧問
　涌井　史郎 東京都市大学環境情報学部 顧問

委員長　田丸 敬三
　今期も引き続き、
①働き方改革の推進
②担い手の育成・確保・
　女性活躍の推進
③造園力の発揮機会
　の拡大

を重点項目として取り組んでまいりま
す。また、今回の新型コロナウイルス禍
の中、「新しい生活様式」で求められる

働き方なども踏まえ、多様化する課題に
各委員会・部会、総支部・支部の方とも連
携して取り組んでいきたいと思います。

①担い手育成・確保行
　動計画の推進

②働き方改革の企画・立案・推進
③資格試験・研修会・講演会開催情報の
　共有化推進
　部会に関連する日造協の年間スケ
ジュールを調整・周知し、アンケート結
果を取りまとめた「造園建設業の働き方

担い手育成・確保
推進部会

部会長　水庭　博

担い手育成・確保推進部会
氏　名 所　属 支部

◎水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　卯之原　昇 ㈱昭和造園 東京
　大嶋　聡 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　山田　通明 ㈱山梅 群馬
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　大場　淳一 ㈱大場造園 東京
　酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問

　3 名の新部会員を迎
え、スタートしました。
本年は子育て支援の冊

子作りに着手します。また、コロナ禍で働
き方の工夫も必要でした。これを期に新し

女性活躍推進部会
部会長　酒井　一江

女性活躍推進部会
氏　名 所　属 支部

◎酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問
　中峰　勝美 ㈱岩本石庭 北海道
　小松　恭子 東洋緑化㈱ 宮城

氏　名 所　属 支部
　山口　聖子 群馬庚申園㈱ 群馬
　阪上恵保巳 ㈱清香園 埼玉
　松戸　幸子 ㈱新松戸造園 千葉
　桑園亜希子 東光園緑化㈱ 東京
　中川　京子 ㈱富士植木 東京
　藤本加奈子 箱根植木㈱ 東京
　佐々木　香 サカタのタネグリーンサービス㈱ 神奈川
　本間　優子 グリーン産業㈱ 新潟

氏　名 所　属 支部
　薄井　美弥 ㈲ウス井樹園 三重
　小林　亜純 ㈱小林造園 京都
　畑中雅厘子 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　杉澤悠紀子 ㈱多々良造園 山口
　佐々木智子 ㈱佐々木造園 高知
　西原　弘美 木下緑化建設㈱ 福岡
　牛島　雅子 ㈲西原農園 沖縄

いロールモデルを考え、会員企業が女性採
用のヒントになる工夫を提案したいと考え
ています。勿論、web 会議等にもチャレン
ジです。

改革のヒント・ 好事例」を発刊致します。
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独立行政法人　勤労者退職金共済機構 　〒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）

　建設業退職金共済事業本部 　TEL 03-6731-2866（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）　　 FAX 03-6731-2895

１ ０ 月 は 加 入 促 進 強 化 月 間 で す

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 !

●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●掛金は

一日 ３１０円

●掛金は

一日 ３１０円

◎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）

◎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

特

長

建退共 検索
建退共のホームページを

ぜひ、ごらん下さい

建 退 共 の 掛 金 が で 納 付 可 能 に な り ま す ！

　財政・運営部会は第
３次中期計画達成を睨
みながら未だ収束が見

えないコロナウイルス禍や頻発する自然
災害の影響その他の変動要因を的確に捉
え、即応した収入・費用の適時な見通し
を行いつつ健全な財政・運営を進めて参
ります。

財政・運営部会
部会長　細井 俊宏

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
　阪上　隆功 ㈱清香園 埼玉
　佐藤　正幸 藤木園緑化土木㈱ 千葉
　石渡　浩 箱根植木㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　北條　拓 西武造園㈱ 東京
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　山嵜　信幸 ㈱長遊園 長野

総務委員会
総務企画部会

氏　名 所　属 支部
◎成家　岳 ㈱富士植木 東京
　細井　俊宏 ㈱石勝エクステリア 東京
　持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
　大嶋　聡 西武造園㈱ 東京
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉

総務委員会
氏　名 所　属 支部

◎鬼頭　愼一 ㈱双葉造園 高知
◯高瀬　勝彦 高瀬環境緑化㈱ 北海道
◯中山　忠 イビデングリーンテック㈱ 岐阜
◯細井　俊宏 ㈱石勝エクステリア 東京
◯持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
◯大嶋　聡 西武造園㈱ 東京
◯森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉

氏　名 所　属 支部
◯成家　岳 ㈱富士植木 東京
※井内　優 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　北原　誠 小岩井農牧㈱ 岩手
　山嵜　信幸 ㈱長遊園 長野
　西尾　倫顕 ㈱越路ガーデン 富山
　今西　康彰 ㈱郡山共同園芸 奈良
　岡本　秀一 ㈱山口松樹園 山口
　片岡　成文 ㈱双葉造園 高知
　中村　満義 ㈲昭和造園土木 宮崎
　森根　清昭 ㈲海邦造園 沖縄
　有賀　光昭 本部

委員長　鬼頭 愼一
　総務委員会では 6
部会を設け、「第３
次財政・運営中期計
画」の 3 年度として
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。今年度は、新型コロナウ
イルスの影響により、各種行事、催事の

中止、縮小を余儀なくされております。
　収束が見通せない新型コロナウイルス
を想定した「新しい生活様式」「新しい
働き方」が求められる中、委員会等の
Web 会議開催や在宅勤務を取り入れる

等、感染拡大の防止に努め、目標の達成
に向けた着実な運営に取り組んで参りま
す。

　協会の財政基盤安定
を図るため入会促進を
含めた収益増強具体化

策を立案するのが当部会の役割です。引
続き会員拡大プロジェクト推進部会と連
携し会員増による収益強化と協会の魅力
アップのための様々なアイデアを具体化
した会員サービスの向上に部会委員一丸
となり取り組みます。

財政基盤強化部会
部会長　持田 正樹

財政基盤強化部会
氏　名 所　属 支部

◎持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
　四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　鈴木　誠司 ㈱日比谷アメニス 東京
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　井内　優 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　高須賀盛満 高須賀緑地建設㈱ 愛媛
　田雑　裕一 ㈱庭建 長崎
　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄

　当部会では、専門性、
特殊性の高い造園建設
業界の持続可能な発展

のために、働き方改革や担い手の育成・
確保の推進や団体保険制度の改善策を検
討します。特に建設キャリアアップシス
テムへの対応や新たな外国人材の受け入
れ制度への検討、提言は会員の皆さんの
意見を取りまとめて進めます。

経営環境改善部会
部会長　大嶋　聡

経営環境改善部会
氏　名 所　属 支部

◎大嶋　聡 西武造園㈱ 東京
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　鈴木　義人 ㈱柳島寿々喜園 東京

氏　名 所　属 支部
　田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
　高木　俊之 国土緑工㈱ 埼玉
　田澤　重幸 ㈱田澤園 神奈川

　建設業における社会
保険加入状況は着実に
改善してきております

が、将来にわたり造園建設業の担い手を
確保していくためには、社会保険加入を
含めた建設技能者の更なる処遇改善の取
組が必要です。
　今後は、社会保険に加えて、建設キャ
リアアップシステムの普及推進や技能者

社会保険加入推進部会
部会長　森川 昌紀

社会保険加入推進部会
氏　名 所　属 支部

◎森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　砂押　一成 ㈱砂押園芸 茨城

氏　名 所　属 支部
　高木　俊之 国土緑工㈱ 埼玉
　佐藤　善一 千葉造園土木㈱ 千葉
　大嶋　聡 西武造園㈱ 東京
　大場　淳一 ㈱大場造園 東京

広報活動部会
部会長　成家　岳

広報活動部会
氏　名 所　属 支部

◎成家　岳 ㈱富士植木 東京
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　田上　貴 ㈱大利根造園 埼玉
　中村　国雄 ㈱東農園 埼玉
　大嶋　聡 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　前杉　昌枝 西武造園㈱ 東京
　矢部　真樹 東武緑地㈱ 東京
　桑原　宣基 湘南造園㈱ 神奈川
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　有賀　光昭 本部

の適切な賃金水準の確保等について、定
期的な情報共有と周知を行って参ります。

　広報活動部会では広
報紙「日造協ニュース」
の発行等、日造協の活

動を広報しています。今期はリモート会
議を実施しており、会員の皆様のご要望
に応える情報の提供とともに、様々な協
会活動をアピールするように努めてまい
ります。広報活動へのご協力を宜しくお
願い申し上げます。
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　日本一早い初日の出が千
葉県で見られることをご存
じでしょうか？
　諸条件ありますが、高い
山や離島を除き、平地では
関東平野の最東端に位置す
る「犬吠埼」が日本一早い
初日の出スポットです（国
立天文台国内の初日の出時
刻のランキングより）。

◆
　犬吠埼は利根川河口の銚
子市にあり、岬にある犬吠
埼灯台は全国に 16 しかな い登れる灯台の一つで「世界灯台 100

選」に選ばれています。
　周辺では恐竜時代の地層や希少価値の
高い植物が生息し、遊歩道に沿って観賞
することができます。
　地域一帯が日本ジオパークに認定され
ていて、海岸線沿いに高さ 40 ～ 50 ｍ

編集後記　働き方改革のヒント好事例。是非参考にして頂きたいと思います。会員各社におかれましても事
例やお気づきの点あれば本部にお知らせ頂き ますようお願いします。

千
葉
県

地
球
の
歴
史
、
海
鮮
・
醤
油
な
ど
な
ど

　“
落
花
生
”“
夢
の
国
”
だ
け
じ
ゃ
な
い
千
葉

屏風ヶ浦。夕陽に染まる頃がおすすめです

のどかな風景の中を走る銚子電鉄

の崖が約 10㎞続く断崖絶壁の屏風ヶ浦
は迫力満点です。

◆
　銚子と言えば漁業の町。銚子港の水揚
げ高は 9 年連続 1 位を誇ります。サバ、
イワシ、サンマ、メバチマグロ、キンメ
等々一年中新鮮で美味しい魚介類を堪能
することができます。
　海鮮には醤油が付き物。銚子は醤油の
産地でもあります。江戸時代には利根川
の水運を利用し、多くの魚介と醤油が江
戸に運ばれました。
　市内大手のヤマサ醤油とヒゲタ醬油の

生産量は、同様に水運で栄えた野田市の
キッコーマンと合わせ国内の 35％を占
め、千葉県が全国一の生産量となります。

◆
　お土産のおすすめは、特産の醤油を
たっぷり使ったぬれ煎餅。中でも銚子電
鉄廃線の危機を救った「奇跡のぬれ煎餅」
は、コロナ禍の今、再び注目されて欲し
い一品です。
　落花生も‶夢の国″もいいですが「だ
けじゃない千葉」ぜひ体感しにいらして
ください。   松戸 幸子（㈱新松戸造園）

事務局の動き
【8 月】
  4 ㈫・広報活動部会【web】 
  6 ㈭・地域リーダーズ会議 【web】
  7 ㈮・造園学会社会連携委員会第 2 回全体会【web】
17 ㈪・人材育成部会【web】 
18 ㈫・安全部会【web】 
20 ㈭・戦略企画部会【web】 
24 ㈪・国際企画部会【web】 
        ・技術 ･ 技能部会【web】
25 ㈫・建専連企画委員会 
        ・事業委員会【web】 
26 ㈬・技術委員会【web】 
31 ㈪・公園緑地折下功労賞選考委員会

【9 月】
  1 ㈫・広報活動部会【web】 
  3 ㈭・運営会議【一部 web】
        ・技能五輪造園競技委員会【web】
  9 ㈬・資格制度委員会【web】
20 ㈰・植栽基盤診断士認定試験（学科試験）【中止】
29 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）【中止】
30 ㈬・造園領域発展戦略委員会【web】
        ・建専連理事会

 委員会等の活動
●広報活動部会【Ｗｅｂ】
　8/4　日造協ニュース８～１１月号の内容等につ
いて審議
●地域リーダーズ会議【Ｗｅｂ】
　8/6　新体制の確認と事業計画、ルールブックの
見直しについて検討
●人材育成部会【Ｗｅｂ】
　8/17　今期の地域リーダーズ活動支援、施工管
理受験対策講習、職長教育等について審議
●安全部会【Ｗｅｂ】

　8/18　造園工事の高所安全作業標準マニュアル
の再編集方法等について審議
●戦略企画部会【Ｗｅｂ】
　8/20　今期の日造協５０周年記念事業、女性活
躍推進、会員拡大プロジェクト等について審議
●技術・技能部会【Ｗｅｂ】
　8/24　造園施工に携わる技術者を対象とした人
材育成研修、市場単価等について審議
●国際企画部会【Ｗｅｂ】
　8/24　今期の海外プロジェクトの情報収集と発
信、AIPH 対応等について審議
●事業委員会【Ｗｅｂ】
　8/25　今期の全国造園フェスティバルの企画、
造園デザインコンクールの推進、各種研修会の企画、
要望活動等と総支部の事業計画について審議
●技術委員会【Ｗｅｂ】
　8/26　今期の人材育成研修、造園技術フォーラ
ムの開催企画、技能五輪等の運営参加、墜落制止用
器具の普及、グリーンインフラの情報収集等と総支
部の事業計画について審議

　　

丈夫で、手の平大の大きさに成長するアシ
ダカグモも徳島ではよく目にするのでテ
ンションがあがります！一時期、家の中で
も同居？してたので楽しかったです。いつ
のまにか引っ越してしまったようですが
……。

◆
　動物園で飼育するのとは違い、野生生物
と直接触れ合えるのがそれはそれでとて
も刺激的で、毎日が新鮮で楽しいです。今
後もどんな生き物に出逢えるかワクワク
しながら徳島での生き物ライフを楽しも
うと思います。

　私は結婚を機に、東京から徳
島に移り住み今年で 13 年になり
ます。
　子供の頃からの動物好きが高
じ、独身時代は動物園で飼育係
として働いていたので、結婚の
ためとはいえ飼育係を辞めなけ
ればならなかったのは本当に泣
く泣くでした……。

◆
　しかし徳島に来てからは、東
京にいるよりも野生の生き物を
より身近に感じられていて、東
京にいた時とはまた違った生き
物ライフを楽しんでいます。
　なんといっても母校の校歌に
出てきた「カジカ」（蛙）を実際
に目にできたときは驚き、本当
に美しい声で鳴くので感動しま
した。校歌には出てきましたが、
このカジカ、私の母校周辺では
見ることができない清流にしか
住まない蛙だったからです。

◆
　特に徳島は綺麗な川も多く、蛍

もあちこちで見られます
し、なんと会社の手洗い
場にも蛍がいたこともあ
りました。会社の手洗い
場は蛍だけではなく、ク
ワガタ、ヤモリや蟹が登

場することもあり、生物好きの私には密
かに楽しみだったりします。
　私は基本的にゴキブリ以外の昆虫も大

森
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化
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穴吹川

犬吠テラステラス。目の前に太平洋が広がります

銚子電鉄駅舎のベンチ

カジカガエル

期間中対象商品を購入されたお客様に、ゼノア
110周年記念オリジナルグッズをプレゼント！ 

Present 01 対象商品

ストレッチがきいているので
フェイスカバーとしても

お使いいただけます。

Present 01 Present 02
ゼノア110周年記念オリジナル
・ネックウォーマー
・ボアベスト

ゼノア110周年記念オリジナル
・ネックウォーマー
・ボアジャケット

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日除く）

お問い合わせ先

TEL.049-243-3062

お問い合わせはお近くの販売店まで！

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

www.husqvarna.com / jp/
www.zenoah.com/jp/

ハスクバーナHP
ゼノアHP

ゼノア公式HPで
秋のキャンペーン情報を
チェック！

ゼノアの旬な情報満載、
Facebookはこちら

No.904
ゼノア / バッテリー・チェン&ブロアキャンペーン 広告『日造協ニュース』　
サイズ：4C/W248mm×H68mm 2020.08.26

　 　 　 　 G2100T / G2200T / GZ2700T / 
GZ2800T / G3650EZ / G3401EZ / GZ3750
　　　　　HBZ260EZ / HBZ260LV / 
EBZ3000EZ / EBZ5100 

チェンソー

ブロワ

チェンソー ブロワ
Present 02 対象商品

キャンペーン
期間

2020年
10月1日（木）～
12月21日（月）

秋のバッテリー
キャンペーン

ゼノア110周年
記念キャンペーン

 第3弾！！

キャンペーン期間 2020年9月1日（火）～2020年11月30日（月）

本 体

充電器 16,200円

バッテリー 24,800円

3
点
セ
ッ
ト
が

本体+充電器相当
の価格でご提供

!今なら

ゼノア刈払機
BBC250PW

本体 ¥47,500（税抜） 本体 ¥47,500（税抜）

¥63,700特別価格
（税抜）

本体 ¥55,000（税抜）

ゼノア刈払機
BTR250PL

（税抜）

本体 ¥45,000（税抜）

ゼノアヘッジトリマ
BHT250PD60

（税抜）

ゼノアブロワ
BHB250P

（税抜）

¥63,700特別価格

¥88,500セット通常価格¥88,500セット通常価格

¥71,200特別価格

¥96,000セット通常価格

¥61,200特別価格

¥86,000セット通常価格

キャンペーン

秋の

GZ3950EZ / HEZ
GZ4350EZ / HEZ
G5201P/ HP

EBZ7500
EBZ8550

チェンソー・ブロワゼノア110周年
記念キャンペーン

 第2弾！！

フォロー
してください！

犬吠埼灯台。
灯台の上から
の絶景をご覧
ください！

季節の海鮮をぜひご賞味ください

ぬれ煎餅を肴にクラフトビールはいかがでしょうか？

日造協 
新入会員のご紹介

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈲グリーンロード　長谷川智子
神奈川県横浜市港南区丸山台 2-39-15
　　　　　　　　  上永谷コープラス 208
☎ 045-843-2411　FAX 045-843-2452

㈲長谷川造園土木   長谷川泰啓
神奈川県横須賀市逸見が丘 3-6
☎ 046-825-2491　FAX 046-824-5523

会社の手洗い場に登場するカニ


