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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   「第９次建設雇用改善計画」について
　　　　　厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 雇用開発企画課 建設・港湾対策室 労働福祉係 坂本 拓也
　3 面  【学会の目・眼・芽】　造園×醸造 ?! 新たな夢の創造と可能性を探る
　　　　　（公社）日本造園学会学術委員会担当理事　東京農業大学造園科学科教授　服部 勉
　　　　平成 9 年以来の会員純増を達成  アクションプログラム推進特別委員会の取り組み
　4 面   【ふるさと自慢】　青森県　つがるの「じょっぱり」甘い赤飯と巨大化するアレ !?
　　　　　　三浦 綾子（青森県支部事務局）
　　　　【緑　滴】 　福井県敦賀市 見どころ紹介　
　　　　　森田ともえ（福井県支部・㈲下西農園）

ロ ン ド ン の 花 事 情

　　　　 （一社）日本造園建設業協会理事　
㈱執行茂寿園　代表取締役　執行 英利

　かつてガーデニングがブームの頃、
本場とされるイギリスへ行こうと思い
たった。新婚旅行で訪れて以来 20年
ぶりで知識の乏しい中、5月の末にロ
ンドンで開催されるチェルシーフラ
ワーショーに焦点を絞り、アムステル
ダム経由でヒースロー空港に辿り着い
た。以来 20回近くイギリスに通う羽
目になろうとは思いもせずに…。
　当時のロンドンの印象は、古ぼけた
街並みで、滅び行く老大国に映ったも
のだが、20 年ぶりのロンドンは刺激
と好奇心を大いに満たすミステリーな
都市として迎えてくれた。
　ロンドン市内のテムズ川沿いにある
チェルシー王立病院の広大な敷地内で
開催されるこのフラワーショーは、国
民的な春のイベントで開催期間は国営
テレビの生中継が頻繁に放送され、会
場周辺の街並みもイベントに因んだ
ディスプレイを施したお店が軒を並べ
る。11 エーカーとされる敷地内に約
3,500 坪の巨大テントが張られ、世界
中から園芸関係者や花好きの人々が集
まってくる。
　そんな人達の中には、日本の園芸農
家の人達もいて、新しい植物や園芸品
種の情報収集に飛び回っていた。大き
な種苗会社や企業ではない個人や中小
の園芸生産者、いわば農家のおやじ的
な人達がイギリス中のナーセリーや園
芸店を物色する姿をみて驚いてしまっ
た。
　新素材を見つけると日本の気候に適
合するか１年程の試験植栽をして、オ
ランダの生産会社に発注すると言う。

コストも安いし、小ロットでも対応し
てくれる。また、出荷は日本の植物検
疫官が現地に常駐していて、日本に着
くと簡単なチェックで済むので、日本
国内で地方から荷が届くのと変わらな
いらしい。
　通い始めて数年後、あの巨大テント
の中で知り合いの顔を見つけた。石原
和幸君だ。聞くとチェルシーに出展し
て賞を取ったのだという。その後、彼
はショーの常連となる。チェルシーフ
ラワーショーが日本で知れ渡ったの
は、彼の受賞によるところは大きい。
　ロンドンの街を歩くと楕円形の青い
看板が建物に掲げられているのを見か
ける。これはブループラークで、以前
この建物に住んだ有名人の名前と期間
が記されている。ある日、ヘンデルが
住んでいたヘンデルハウスにジミ・ヘ
ンドリクスのプラークがあるのを見つ
けた。250 年の時代を経て二人の音
楽家が住んでいたのも面白い。
　日本人では夏目漱石のプラークがあ
るらしい。これもロンドン散歩の楽し
みである。郊外の住宅街には家それぞ
れにガーデニングがセンス良くなされ
ており、国民的趣味がガーデニングと
いうのも頷ける。
　今年はロンドン郊外ハンプトンコー
トで初夏に開催されるハンプトンコー
トフラワーショーに出かけるつもり
だ。このショーは、ガーデン重視で見
応えがある。初夏の日差しの中を船で
テムズ川を遡り、お化けが出るという
ハンプトンコートのお城に行くのを楽
しみにしている。

平成 28 年度
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会員の皆様のご参加を
お願いいたします。

クールビズの服装でご参加下さい。

　5 月 30 日、平成 28 年度第 1 回通常理事会を開催し、平成 27 年度事業報告及び決算
など 7 議案を審議・承認した。当日は通常理事会に先立ち、総支部長等会議も開催し、
今後の日造協の運営等について検討・意見交換を行った。

　平成 28 年度第 1 回通常理事会を 5 月
30 日㈪、午後３時から、東京・千代田
区の都市計画協会・会議室で開催した。
　通常理事会の冒頭、藤巻会長は、熊本
地震に関して、お見舞いと復興祈念、会
員の被災状況について述べた後、「私ど
もを取り巻く状況は、日造協として長年
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・確保が図
られるようになり、様相が大きく変化し
たと感じている。しかし、依然として将
来的な事業見通しが不透明であるのに加
え、若手入職者の減少等の構造的な課題
への対応が急務となっており、前途は楽
観できない状況にある。会員の期待に沿
えるよう、また、社会的な要請である「人
と自然が共生する緑豊かな社会の実現」
に寄与できるよう、常に全国組織である
日造協の果たすべき役割を念頭に置きな
がら、「担い手の育成・確保の行動計画」
の推進活動などに取組んでいきたい」と
挨拶した。
　その後、①平成 27 年度事業報告及び
決算、②平成 28 年度通常総会の招集、

③災害時の被災状況報告及び災害見舞金
支給規程（案）の制定、④総支部長及び
支部長の承認、⑤会員の入会、⑥事務局
長の承認、⑦理事会同意事項の委任の 7
議案を審議・承認。そのほか、平成 28
年度通常総会議案及び決議として、役
員の選任、「重点活動 2016 決議」（案）、
報告事項として、会長及び業務執行理事
の職務執行状況、平成 28 年度造園建設
功労賞等の表彰、熊本地震対策本部の設
置等、熊本地震被害状況についての報告
を行った。
　また、当日は同会場で午後 1 時から、
総支部長等会議を開催。通常理事会付議
案件、今後の日造協の運営などを議題と
したほか、意見交換を行った。

総支部 / 支部名 氏名 社名・役職名

北海道
総支部 新 嘉屋 幸浩 ㈱園建代表取締役
北海道 新 四宮　 繁 ㈱四宮造園代表取締役社長

東北

総支部 新 米内 吉榮 ㈱米内造園代表取締役
青森県 再 三浦 利史 ㈲三浦造園代表取締役
岩手県 再 米内 吉榮 ㈱米内造園代表取締役
宮城県 新 古積　 昇 古積造園土木㈱代表取締役
秋田県 再 鈴木 和男 ㈱香楽園代表取締役
山形県 新 今野久仁正 ㈱今野庭園代表取締役
福島県 再 諸井 道雄 ㈱諸井緑樹園代表取締役

関東・甲信

総支部 再 加勢 充晴 加勢造園㈱代表取締役会長
茨城県 新 水庭 　博 ㈱水庭農園代表取締役社長
栃木県 再 増田 博一 ㈱増田造園代表取締役社長
群馬県 再 山田 忠雄 ㈱山梅代表取締役会長
埼玉県 再 渡邉　 進 ㈱八廣園代表取締役社長
千葉県 再 鈴木 一彦 ㈱東松園代表取締役社長
東京都 再 田丸 敬三 東光園緑化㈱代表取締役社長

神奈川県 再 山田 康博 ㈱サカタのタネ顧問
山梨県 新 依田　 忠 山梨ガーデン㈱代表取締役社長
長野県 再 山嵜 信幸 ㈱長遊園代表取締役社長

北陸

総支部 再 北 総一朗 北造園㈱専務取締役
新潟県 再 磯部 久人 グリーン産業㈱常務取締役
富山県 再 久郷 愼治 ㈱久郷一樹園代表取締役社長
石川県 再 北 総一朗 北造園㈱専務取締役

中部

総支部 新 中嶋 和敏 ㈱中嶋造園土木代表取締役
岐阜県 新 坂井 　隆 イビデングリーンテック㈱代表取締役社長
静岡県 再 内山 晴芳 天龍造園建設㈱代表取締役社長
愛知県 新 中嶋 和敏 ㈱中嶋造園土木代表取締役
三重県 再 水谷 春海 ㈱水谷造園代表取締役

総支部 / 支部名 氏名 社名・役職名

近畿

総支部 再 小林 正典 ㈱小林造園代表取締役
福井県 再 宇坪 啓造 北陸緑化㈱代表取締役会長
滋賀県 再 上田 　誠 ㈱植杢代表取締役
京都府 再 佐野 晋一 ㈱植藤造園代表取締役
大阪府 新 坂上 信明 ㈱昭和造園土木代表取締役
兵庫県 再 中西 　勝 ㈱中西総合ガーデン取締役会長
奈良県 再 中島 祥之 花佐造園㈱代表取締役社長

和歌山県 再 井内 　優 ㈱井内屋種苗園代表取締役

中国

総支部 再 正本 　大 みずえ緑地㈱代表取締役
岡山県 再 小林 和義 ㈱武田園代表取締役社長
広島県 新 福島 慶一 ㈱有斐園代表取締役社長
鳥取県 再 西谷 勝之 山陰緑化建設㈱代表取締役社長
島根県 再 持田 正樹 ㈱もちだ園芸代表取締役社長
山口県 再 多々良健司 ㈱多々良造園代表取締役社長

四国

総支部 再 森　　茂 ㈱森造園代表取締役
徳島県 再 関　 正義 マルセー緑化建設㈲代表取締役
香川県 再 古家  敏弘 ㈱山地宝松園代表取締役
高知県 再 植田  誠司 ㈱南国緑地建設代表取締役
愛媛県 再 高須賀盛満 高須賀緑地建設㈱代表取締役

九州

総支部 再 木上 正貢 木上梅香園㈱代表取締役会長
福岡県 新 藤田 良司 ㈱九州造園代表取締役
佐賀県 再 久保 和男 ㈱葉隠緑化建設代表取締役会長
長崎県 再 田雑 豪裕 ㈱庭建代表取締役
熊本県 再 佐藤 保夫 伊勢造園建設㈱代表取締役
大分県 新 是永 叔宏 ㈱ハヤシグリーンテクノ代表取締役
宮崎県 再 徳地 信一 ㈱橘緑地建設代表取締役

鹿児島県 再 井上 恒治 井上総合緑化建設㈱代表取締役

沖縄
総支部 再 森根 清昭 ㈲海邦造園代表取締役
沖縄県 再 森根 清昭 ㈲海邦造園代表取締役

平成 28、29 年度　総支部長及び支部長一覧

7議案を審議、総支部長等会議も開催

通常理事会で挨拶する藤巻司郎会長

通常理事会を開催
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～若者が展望をもって安心して活き活きと働ける魅力ある職場づくりの推進～
「第９次建設雇用改善計画」について

１ 建設雇用改善計画とは
　建設雇用改善計画は、「建設労働者の

雇用の改善等に関する法律」に基づき、

建設労働者の雇用の改善、能力の開発及

び福祉の増進に関する重要事項等を定め

る計画として、概ね５年間を計画期間と

して策定しているものです。

　計画には、①建設労働者の雇用の動向

に関する事項、②建設労働者に係る雇用

状態の改善並びにその能力の開発及び向

上を図るために講じようとする施策の基

本となるべき事項、③建設労働者の福祉

の増進を図るために講じようとする施策

の基本となるべき事項、④建設業務有料

職業紹介事業及び建設業務労働者就業機

会確保事業の適正な運営の確保を図るた

めに講じようとする施策の基本となるべ

き事項、について定めることとされてお

り、今後５年間に講じようとする施策の

方向性を示すものとなっています。

２ 第９次建設雇用改善計画策定の経緯
　これまでの第８次計画の計画期間が、

平成 27 年度までとなっていたことから、

平成 28 年度からの新たな計画を策定す

べく、昨年の７月から検討を進めてきま

した。

　検討は、主に労働政策審議会職業安定

分科会の雇用対策基本問題部会に設けら

れた建設労働に関する専門委員会（建設

労働専門委員会）で進められてきました。

　建設労働専門委員会は、事業主団体等

からの使用者代表、労働組合からの労働

者代表、学識経験者等の公益代表で構成

され、昨年７月以降、計８回に渡って精

力的に御審議をいただきました。

　建設労働専門委員会でとりまとめた計

画案を、その上位部会である雇用対策基

本問題部会で審議をいただき、労働政策

審議会の答申を経て、平成 28 年３月 31

日に厚生労働大臣告示として公表いたし

ました。

３ 第９次建設雇用改善計画の概要
（１）計画の基本的考え方
　景気回復、大震災からの復興需要、国

土強靱化の推進、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催等に

より、建設投資は近年増加傾向が見られ、

また、雇用情勢が着実に改善する中、建

設関連職種の有効求人倍率が上昇、企業

の雇用不足感の高まりなど、第８次計画

策定時の雇用の過剰供給から人材不足へ

と大きく変化している状況にあります。

　これまでの長期にわたる建設投資の減

少の下、

・建設労働者の高齢化が進展する中で、

　新規学卒入職者が減少する等、将来を

　担う技能労働者の不足が懸念

・重層下請構造やダンピング受注等の影

　響により、雇用環境の改善が停滞

といった問題が存在しており、また、人

口減少や急激な少子高齢化による労働力

の大幅な減少等は、建設産業の持続的な

発展への悪影響となるおそれもありま

す。

　建設産業が、今後についても、社会資

本や産業基盤を造成・維持し、国民の安

全・安心な生活と財産を守り、我が国の

産業の活性化に貢献していくためには、

その持続的な発展が不可欠であり、他産

業に比べて著しく高齢化が進展している

状況や雇用改善が立ち遅れている状況に

鑑み、今回の計画においては、

「若者が展望をもって安心して活き
活きと働ける魅力ある職場づくり」
をテーマとし、

　①　若年技能労働者等の確保 ･育成

　②　魅力ある労働環境づくりに向けた

　　　基盤整備

　③　職業能力開発の促進、技能継承

を最重点事項として、施策を推進してい

くこととしました。

（２）雇用の改善を図るために講じよう
とする施策に関する基本的事項
　建設雇用等の動向を踏まえ、若年労働

者の確保・育成、建設労働者の雇用改善、

労働福祉の増進、職業能力の開発及び向

上等雇用の改善を一層促進することによ

り、建設労働者にとって魅力ある職場に

するため、次の施策を積極的に推進する

こととしています。

Ⅰ　若年者等の建設業への入職・定着促
　　進による技能労働者の確保・育成
　(1)　若年労働者の確保・育成

　　►　建設業の魅力の発信、その関心

　　　 の喚起のための取組

　　►　ハローワークによるマッチング支援

　　►　若年労働者を育成する職場風土

　　　 の醸成のための支援

　(2)　女性労働者の活躍の促進

　　►　仕事と家庭の両立や女性のキャ

　　　 リアアップ促進のための就労環

　　　 境の整備

　　►　男女別トイレの設置等職場環境

　　　 の整備のための支援

　(3)　高年齢労働者の活躍の促進

Ⅱ　魅力ある労働環境づくりに向けた基
　　盤整備
　(1)　建設雇用改善の基礎的事項の達成

　　►　雇用関係の明確化に向けた取組

　　►　長時間労働の改善のための労使

　　　 の自主的な取組への重点的な指導

　　►　完全週休２日制の普及に向けた

　　　 段階的な取組としての４週８休

　　　 制の導入等の促進

　　►　労働保険及び社会保険の一層の

　　　 適用促進

　(2)　労働災害防止対策の推進

　　►　労働災害防止計画等を踏まえ、　

　　　 建設業における総合的な労働災

　　　 害防止対策の推進

Ⅲ　職業能力開発の促進、技能継承
　(1)　事業主等の行う職業能力開発の

　　　 促進

　　►　認定職業訓練、技能実習の実施

　　　 の促進

　　►　公共職業能力開発施設等おける

　　　 建設労働者の訓練の実施

　　►　資格、教育訓練、処遇を関連づけ

　　　 たキャリアパスの検討への支援

　　►　多能工化に資する職業訓練の推進

　(2)　労働者の自発的な職業能力開発

　　　 の促進

　(3)　熟練技能の維持・継承及び活用

　　►　各種大会を通じた技能の魅力・

　　　 重要性の啓発

　　►　熟練技能労働者による技能講習等

　　►　技能労働者が不足する職種等に

　　　 ついての教育訓練の取組への促進

　　►　高齢者の技能指導方法等向上の

　　　 ための訓練の促進 

Ⅳ　雇用改善推進体制の整備
　(1)　建設事業主における雇用管理体

　　　 制等の整備

　(2)　事業主団体における効果的な雇

　　　 用改善等の推進

　(3)　地域の実情を踏まえたきめ細か

　　　 な雇用改善の推進

　(4)　建設労働者確保育成助成金制度

　　　 の活用等

　(5)　関係行政機関相互の連携の確保等

　(6)　雇用改善を図るための諸条件の

　　　 整備

　　►　労務関係諸経費の確保、適切な

　　　 工期の設定等

　　►　公共工事におけるダンピング対

　　　 策の強化、施工時期の平準化等

Ⅴ　円滑な労働力需給の調整等による建
　　設労働者の雇用の安定等
　◯　建設業務有料職業紹介事業及び建

　　　設業務労働者就業機会確保事業の

　　　適正な運営の確保等

　　►　制度の趣旨に沿った適切かつ効

　　　 果的な事業運営の確保

Ⅵ　外国人労働者への対応
　　►　外国人労働者の就労環境の整備

　　►　不法就労等の防止

　　►　東京オリンピック・パラリンピッ

　　　 ク等の建設需要に対応するための

　　　 緊急かつ時限的な外国人材の活用

　第９次計画においては、若年労働者の

確保・育成及び技能継承が「極めて重要

な課題」となっているとの認識の下で、

若年労働者の入職促進のためのマッチン

グ支援など様々な施策を講じるととも

に、その定着と技能継承のためには、年

代ギャップによるコミュニケーション不

足や技能指導方法等の違いが若年労働者

にとって、職場環境への適応や技能のノ

ウハウの習得がうまくいかない一因と

なっていることから、若年労働者と熟練

技能者が円滑なコミュニケーションがと

れるよう、そのスキル向上について事業

主への支援等を行うなど、若年者の建設

業への入職及び定着の促進を図り、技能

労働者の確保・育成に取組むこととして

おります。

　また、若年者等の入職・定着の観点か

らも、長時間労働の改善や完全週休２日

制の導入等労働環境の改善は重要である

ことから、引き続き取組を進めるととも

に、他産業に比べて低い労働生産性を向

上させ、労働時間の短縮や賃金等の処遇

の改善につなげる一方策として、多能工

化にも資する職業訓練を推進する等の取

組を進めてまいります。

　それぞれの事業主が、労働条件等の改

善や職業能力開発機会の充実、労働安全

等への取組など、雇用管理改善の取組に

よる「魅力ある職場づくり」を進めるこ

とによって、賃金上昇や長時間労働の改

善などによる労働者のモチベーションの

向上や離職者の減少、これらに伴う生産

性の向上や建設業全体のイメージアップ

といった好循環を実現し、建設産業の活

性化と持続的発展につなげていけるよう

（図１）、厚生労働省としても、関係行政

機関と連携し、建設事業主・事業主団体

等を支援していくこととしております。

４  終わりに
　建設産業には、社会資本や産業基盤を

造成・維持し、国民の安全・安心な生活

と財産を守り、我が国の産業の活性化に

貢献するという重要な役割が期待されて

います。その役割を担うためには、建設

産業の持続的な発展が不可欠であります

が、今後、このまま若年者等の入職が進

まなければ、将来的に技能労働者が不足

する懸念があり、若年労働者等の確保・

育成及び技能継承は極めて重要な課題と

なっています。

　特に、若年労働者の確保・育成の観点

からは、建設業で働く若年労働者がライ

フステージに応じた生活設計ができるよ

う、他産業と比較して遜色ない就労環境

を確保することが重要であることから、

建設事業主が労働時間の短縮や賃金の向

上等の体系的な処遇改善を始めとした職

場の雇用管理改善や職業能力開発に主体

的かつ積極的に取り組むことが肝要で

す。景気の緩やかな回復基調の中で、建

設投資が持ち直しつつある今こそ建設事

業主が雇用管理改善等に取り組む好機で

あります。皆様には、この第９次建設雇

用改善計画の趣旨をご理解いただき、若

者が展望をもって安心して活き活きと働

ける魅力ある職場となるよう、取組を進

めていただくことを期待しております。

厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 雇用開発企画課 建設・港湾対策室 労働福祉係 坂本 拓也

　厚生労働省が「第９次建設雇用改善計
画」を策定しました。今回は、厚生労働
省職業安定局建設・港湾対策室からご寄
稿いただき、概要を紹介します。

図１
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　学会の目・眼・芽　第 76 回

造園×醸造 ?! 新たな夢の創造と可能性を探る
（公社）日本造園学会学術委員会担当理事　東京農業大学造園科学科教授　服部 勉

　造園と醸造 ?! と思われる方が正直な
感想だろう。東京農大短期大学部醸造
学科・酒類学研究室では「花」から分
離した一連の清酒製造用酵母（花酵母）
を長年研究されているが、分離するこ
とは非常に困難との話を伺った。
　特に「花酵母」を集める最初のハー
ドルは、正に「花集め」に尽きるとの
事であった。偶然私が部長を務める部
活の 4 年生が酒類学研究室（數岡孝幸
先生）で花酵母の研究を実施しており、

「どこかで良い花を集める方法はない
でしょうか？」との相談から始まった
のが、江戸の園芸植物「変化朝顔」を
栽培し、そこから花酵母を分離しよう、
というプロジェクトを昨年度実施し
た。
　珍花奇木は変化朝顔以外にも、葉の
僅かな変化 ( 斑入り、葉の形が変化し
たものなど ) したものが江戸時代には
全盛を誇り珍重され、『草木錦葉集』
などの図譜にも収められている。当時、
これらの植物は物珍しく、投機的対象
として扱かわれたものも少なくない。
しかし、これらの植物を愛したひとた
ちが多く存在していた事実は、長時間
の鑑賞や美しさに堪えうる「美」を理
解できる「審美眼と意識」が当時の多
くの日本人の根底に深く潜んでおり、
園芸＝文化という図式が認識されてい
た証でもある。　
　さて、効率良く清酒製造用酵母を分
離出来るようになったといっても、そ
の確率は何と 7% 程度の取得率（麹菌
由来の抗菌物質を使用しなければ数百
～数千万分の 1 の確率）とのことで、

一方の「変化朝顔」も、種を蒔けば変
わった花が咲くという簡単なものでは
なく、その確立は清酒製造用酵母とほ
ぼ同程度の困難を伴う。
　「黄柳葉濃紫車絞覆輪撫子采咲牡
丹」。まるで落語の「寿限無」かお経
である。これは朝顔の遺伝子情報を葉・
花の形態・色・咲き方などで示したも
ので、例え葉が「黄柳葉」となっても
一重の「撫子采咲」か、八重咲きの「撫
子采咲牡丹」となるかは開花しなけれ
ばわからない。
　これ以外にも「黄掬水爪龍葉茶風鈴
獅子咲牡丹」「青斑入握爪龍葉淡藤鼠
風鈴獅子咲牡丹」「黄柳葉白撫子采咲
牡丹」「黄斑入縮緬葉赤吹掛絞台咲」「黄
縮緬立田芝船葉瑠璃筒白総鳥甲噴上車
咲牡丹」の 5 種類、また江戸から続く
大輪咲も渋い茶色の「団十郎」を始め
黄蝉葉系統 9 種類、葡萄鼠色の「松の
秋」など 5 種類などを栽培した。
　学生さんが取りもった夢の研究は、
残念ながら「夢」のままに終わったも
のの、造園と醸造という異分野間での
研究の可能性という「新たな芽」を育
んでくれた。

平成 9 年以来の会員純増を達成
アクションプログラム推進特別委員会の取り組み

変化朝顔

　当プロジェクトは、平成 26 年秋より
アクションプログラム等推進特別委員会
の部会として活動を始め、平成 27 年度
春から全国で本格的にスタートしました。
　プロジェクトチームにおいては、「会
員拡大プロジェクトの推進について（た
たき台）」の検討、入会促進ツール「夢
ある未来のために造園力の結集を！！」
の作成配布などの活動を行い、その後、
北海道、近畿、中国、四国の各総支部で
開催していただいた入会促進のための説
明会に出向き、プロジェクトの説明や入
会の呼びかけを行いました。ご協力いた
だいた全国の会員の皆様に感謝申し上げ

ます。
　その結果、平成 26 年に 812 社だっ
た会員が平成 28 年 5 月末現在 838 社
となり、平成 9 年以来の会員増、また、
プロジェクトの目標である年３％増を達
成することができました。
　今年度からは、入会成功事例を共有し、
様々な機会での会員同士、また非会員と
の交流を更に促進させ、志ある仲間を増
やしていかなければなりません。その結
果が協会活動の活性化と財政基盤の安定
へとつながります。引き続き、全会員が
力を合わせ会員拡大に取り組んでいただ
きますようよろしくお願いします。

　昨年の総会でアンケート結果の報告を
させていただいて、早一年。その間、部
会メンバーは出産による休職そして復
職、退職による部会離脱、寿退社など女
性部会らしい人の動きもありました。
　昨年の 6 月 17 日に本部での部会開催
後、2 回目となる 10 月の開催までの間
は、電子会議により、15 名のメンバー
が意見交換を重ね、現在も継続中です。
初日の会議では借りてきた猫のように静
かで、「どうしたもんじゃろのー」状態
でしたが、懇親会のビール一杯ですっか
り姦しい、元気キャラの面々でした。
　電子会議で協議を重ねたテーマは、ア
ンケートからの拾い出しにより、①カッ
コいい、作業のやり易い機能的な作業着
の検討、②造園建設業が女性の職場とし
てあることの広報手法、③仕事と時間 ( ど
んな仕事をどのようにやっているか。) 
④その他 ( 勉強会の希望・公園で仕事も
子育ても・職場トレード制等 ) の 4 項目
を投げかけ、議論を深めていきました。

「仕事ぶり拝見」
　「②造園建設業が女性の働く場である
ことの広報手法」というテーマでは、自
分の働いている姿を見ていただくこと
が、一番広報になるという発言がありま
した。なるほど ! それならばこの目で働
いている姿を見に行こうと、関東・甲信
総支部所属のメンバーを主として取材に
伺いました。取材では、所属企業の個性
は基より、メンバーの活き活きとした仕
事ぶりを伺うことができ、魅力的なパー
ソナリティを実感できる楽しい時間でし
た。私への説明が、メンバーの自己発見
であったり、話に参加した後輩達の別の

面が見られたりと、副次的な効果もあっ
たとの感想をいただきました。取材状況
は、今後の日造協ニュースに掲載される
予定ですので、会員のみなさま、会員企
業に所属する女性のみなさまにお目通し
いただければと思います。

「女子力アップで二人三脚ワーキング」
　会員企業の多くは女性が一人という場
合が多いのですが、③仕事と時間の工夫
に関するテーマでは、二人一組で仕事に
取り組むとなかなか効果効率的という意
見が多く、その具体例は取材先でもヒン
トになる事例がありました。また非正規
雇用の方からは責任感のある仕事ぶり
と、仕事への積極的な発言からは、柔軟
でしなやかな女子力を感じることがで
き、大きな収穫だったと感じます。
　以降、意見交換を深め、そのまとめと
して「女子力アップで二人三脚ワーキン
グ」の小冊子を作りました。これは、今後、
女性を雇用してくださる企業のみなさ
ま、そして入社を果たしたみなさま。男
女を問わず読んでいただき、社内での意
見交換の材料にしていただければうれし
く思います。そして、もっといい方法実
践中 !! というご提案は大歓迎です。み
なさまの意見を取り入れ、冊子のブラッ
シュアップを図っていきたいと考えてお
りますので、ご意見、ご提案をお寄せく
ださい。

「プレゼンテーション入門」勉強会と交流会
　④勉強会等についてはご要望の多かっ
た「プレゼンテーション入門」を 2 回
目の部会同日に開催しました。試行とし
て行いましたが、男女半々の希望者で満
席。交流の機会にもなって、好評でした。

継続希望の声も多く、これ
から本格的に実施を検討し
ていこうと思います。
  このように、まだ始まっ
たばかりの部会ですが、結
構がんばっていると思いま
せんか ? 部会を設置してく
ださった本部は基より、意
見交換のオファーをくだ
さった各総支部には感謝と
ともに、一過性の盛り上がりではなく、
女性の就業者に対する取り組みを総支
部、支部、個別企業等、協力しながら組

織的に実践的に取り組んでいただけるこ
とを夢に描き、本年度もみんなで頑張り
ます。

　アクションプログラム推進等特別委員会では、平成 27 年度も実りある活動を行う
べく、26 年度半ばより発足させた、会員拡大プロジェクト及び女性就業促進プロジェ
クトを中心に据え活動して参りました。持田正樹部会長、酒井一江部会長をはじめ
とする部会メンバーの獅子奮闘の活躍及び会員の皆様のご協力により、女性部会で
は有益な勉強会や調査活動、情報交換が行われ、会員拡大部会は平成 9 年以来の会
員数純増を達成いたしました。以下紙面をお借りして、部会長より概略報告をさせ
て頂きます。　　　　　（アクションプログラム推進特別委員会委員長　和田 新也）

「会員拡大プロジェクト」の成果について
会員拡大プロジェクト部会長　持田 正樹

女性就業促進部会における一年の足跡
女性就業促進検討特別部会長　酒井 一江

希望が多かった「プレゼンテーション入門講座」勉強会
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　自由民主党ＩＴＳ推進・道路調
査会（山本有二会長）が 5 月 19 
日 8 時から開催され、道路緑化
に関する関係団体からのヒアリン
グとして、日造協から道路緑化の
実情を報告、道路の維持管理・緑
化予算の拡大を要望した。
　道路維持管理・予算は、平成
22 年から大幅に削減され、街路
樹の剪定や除草の回数が激減、台風など
の際に倒木が発生するなど、安全が危惧
され、適切な管理が行われず見苦しい
道路景観が広がっている。また、剪定や
除草頻度が低くなったことから、１回あ
たりの作業量が増え、単価が合わない状
況にもなっており、安全や景観だけでな
く、経営環境にも悪影響を及ぼしている。
　このため、2020 年東京オリンピック・
パラリンピックに向けた美しい道路景観

の創造と保全をはじめ、観光立国にふさ
わしい環境づくりを推進し、沿道環境の
改善や安全性を確保するには、道路の維
持管理・緑化予算の拡大が不可欠である
ことを説明した。
　なお、関東地方整備局管内の協会会員
の受注実績が平成 20 年度に比べ一時４
分の１まで減少した。その後、徐々に回
復傾向にあるものの未だ半減している状
況で、関連予算の確保が望まれる。

道路緑化関連予算の拡大を要望‼
自民党 ITS 推進・道路調査会に藤巻会長から要望

道路緑化に関するヒアリングで発言する藤巻会長
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編集後記　今回の発刊を持って、広報活動部会の委員の任期が満了となりました。10 年強お手伝いさせ
て頂きましたがほぼ毎月の作業は苦楽がありました。来月からは部会長を先頭に、新たなメンバーの方
も入られるようですので楽しみにして下さい。私はこれで筆を置きます。ありがとうございました？？
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　弘前と言えば、桜が有
名ですが、桜が散った後
は、「りんごの花」がお薦
め。りんご公園や独狐の
森公園からは、一面の白
いりんごの花と残雪の岩
木山の美しい眺望を観る
ことができます。
　映画「奇跡のりんご」で、
結婚式のシーンで使われ
た建物が、旧對馬家住宅。
藩政時代からの古い豪農
の建物で、枯山水の庭園
があります。	 	
　この庭園は、「大石武学
流」という流派の庭園で

す。藩政時代後期より一般庶民にも広が
り、明治・大正・昭和初期に造られた
480 程の庭が現存しています。
　代表的な庭として、弘前市「瑞楽園」・
平川市「盛美園」・黒石市「金平成園」（い
ずれも国指定名勝）があります。また、
個人所有で公開している庭もあります。
　グルメでは、津軽独特の他県とは違っ
た味付けで、びっくりのたべものがあり
ます。赤飯・海苔巻・いなりずし・茶碗
蒸しです。甘いんです！子供の頃からこ
の甘さで育った私達は、逆に「なぜ甘く
ないの！」と言いたくなります。
　私のお薦めは、「いがメンチ」。イカ料
理で余ったゲソを叩いて、小麦粉・野菜
を混ぜて揚げたり焼いたりとその家の味

があります。
最近は買う
ほうが多い
かな？

瑞楽園㊧　甘い茶碗蒸し、いなりずし、お赤飯㊥カランカランアイス㊨
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　「敦賀赤レンガ倉庫」が
2015 年 10 月に観光施設と
してオープンしました。北棟
が鉄道と港の「ジオラマ館」、
南棟が赤レンガ空間を楽しみ
ながら食事ができる「レスト
ラン館」となり、オープン以
来にぎわっています。赤レン
ガ倉庫の周辺は金ヶ崎緑地と
して整備されています。海辺
のボードウォークや芝生広場
には家族連れや犬の散歩をさ
れている方がよくいらっしゃ
います。穏やかに晴れた日は
大変気持ちよく、私も近所で
遊びに行きます。
　金ヶ崎緑地からすぐの金ヶ

崎宮は「恋の
宮」として知
ら れ て い ま
す。金ヶ崎宮
で 行 わ れ る
「花換祭」は
幸せに恵まれ
るといい、期
間中授与され
る桜の小枝に

想いや願い、幸せを込めて人々がその
花を交換する事により幸せや想いを分
かち合い、補い合って老若男女関係な
く福を願うお祭りです。
　また、敦賀市内には江戸前期にでき
た「柴田氏庭園」（国の名勝）があり
ます。野坂山を借景とした回遊式林泉
庭園で別名「甘棠園 ( かんとうえん )」
とも呼ばれています。簡素な古式書院
造りと庭が落ち着いた空間をつくり出
しています。他にも江戸中期にできた
西福寺の書院庭園（国の名勝）があり
ます。西福寺は良如上人が開いた浄土
宗鎮西派の中本山で 1400 坪の庭園は
四季を通じで閑寂の趣が深く、特に紅
葉のころは美しいです。
　四季折々の旬の魚やイカ、カニもお
いしく、是非一度訪れてみてください。

りんごの花と岩木山㊤　アップルパイ㊦

事務局の動き
【５月】

　9 ㈪・総務委員会（広報活動部会）
10 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
12 ㈭・運営会議
16 ㈪・技術委員会（調査・開発部会）
17 ㈫・技能五輪全国大会合同委員会
      ・第１回造園競技委員会
      ・国交省東北国営公園事務所と日造協東日本
           大震災復興支援本部との意見交換会
18 ㈬・資格制度委員会（新資格制度検討チーム）
19 ㈭・自民党　ＩＴＳ推進・道路調査会
      ・総務委員会、財政・運営部会合同会議
20 ㈮・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）

23 ㈪・技術委員会（技術・技能部会）
26 ㈭・四国総支部 女性就業促進講習会
      ・植栽基盤診断士認定委員会
28 ㈯・第２回造園競技委員会（課題作成トライアル）
      ・国営明石海峡公園神戸地区開園記念式典
30 ㈪・総支部長等会議、第 1 回通常理事会

【6 月】
1 ㈬・第 34 回まちづくり月間   ～ 6/30 
6 ㈪・国際委員会
7 ㈫・総務委員会（広報活動部会）
8 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
9 ㈭・技能五輪 協議委員会
10 ㈮・登録造園基幹技能者講習 試験委員会
12 ㈰・第 27 回全国「みどりの愛護」のつどい

　夏は、青いリヤ
カーが目印のカラ
ンカランアイス。
（鐘を鳴らしながら
売り歩いたから）
さっぱりした甘さ
が、やみつきになり
ますよ。
　また、特産のりん
ごを使ったアップ
ルパイを、市内 50
店舗で販売してい
て、食べ比べが楽し
めます。甘味・酸味など自分好みのアッ
プルパイを探してみませんか？	
　他にも、「巨大アップルパイギネスに
挑戦する会」があって、目の前でパイを
焼きます。直径 3ｍのパイが焼きあが
る瞬間は、圧巻ですよ。味もグーです。
ちなみに、要望があれば、全国に出前す

るそうですよ。皆さんの町でもいかがで
すか？

三浦　綾子（青森県支部事務局）　

14 ㈫・会長ほか熊本地震見舞・激励訪問　～ 15
17 ㈮・街路樹剪定士認定委員会
22 ㈬・通常総会、臨時理事会、意見交換会
23 ㈭・地域リーダーズ勉強会

委員会等の活動

●総務委員会（財政・運営部会合同会議）
平成 27 年度事業報告及び決算報告、平成 28 年度活
動計画及び課題に　ついて審議した。（5/19）
●技術委員会（技術情報・技能部会）
造園の施工管理に関わる人材育成研修の実施計画と
教材作成の進め方について審議した。（5/23）
●資格制度委員会（新資格制度検討チーム）

「（仮称）公園・緑地樹木管理士」研修会の実施要領
をもとに制度規程（案）を作成した。（5/18）
●資格制度委員会（調査・開発部会）
L.I.D.（低影響開発） に関するグリーン・インフラの
小冊子作成を行った。（5/16）

　平成 28 年度全国安全週間が、厚生労
働省、中央労働災害防止協会の主唱で、
平成 28 年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで
を準備期間に、7 月 1 日から 7 月 7 日
まで実施されます。
　全国安全週間は、昭和 3 年に初めて
実施されて以来、「人命尊重」という崇
高な基本 理念の下、「産業界での自主的
な労働災害防止活動を推進し、広く一般
の安全意識の高揚と安全活動の定着を図
ること」を目的に、一度も中断すること
なく続けられ、今年で 89 回目を迎えま
す。
　この間、労働災害は長期的に減少し、
平成 27 年は統計を取り始めて以来初め
て、年間の死亡者数が 1,000 人を下回
りましたが、近年の産業構造の変化に
伴って、拡大を続ける第三次産業等にお
いては未だに安全に関して自ら取り組む
意識が十分ではありません。
　また、経験が浅い労働者が職場に潜む
危険を察知できないことなどを背景とし
て、休業災害を含む労働災害全体の数は
十分な減少傾向にあるとは言えない現状
にあります。
　こうした状況を踏まえ、平成 28 年度

全国安全週間のスローガンは、経験が浅
い労働者が職場に潜む危険を察知できな
いことなどから、「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」となり、更なる労働
災害の減少を図ることが求められていま
す。
　日造協では協会名入りポスターを作成
しています。どうぞご活用ください。

平成 28 年度 全国安全週間
準備期間 6/1 ～ 6/30　実施  7/1 ～ 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

お詫びと訂正
前号「新入会員のご紹介」で、社名の誤りがござい
ました。大変申し訳ございませんでした。お詫びし
て訂正いたします。
　（誤）後藤石水園㈱→（正）後藤石水造園㈱
　（誤）石川緑樹園㈱→（正）石川緑樹㈱

　　　　　　　　事務局組織図　　6 月 1 日現在
　　　

常任顧問　 総務部　　部　長（兼）木村　孝
　高梨雅明　　　　　　　　調査役　　河原 幸恵
　　　　　　　　　　　　　総務課長　横石ひとみ
　
事務局長　　　技術調査部　部　長（兼）野村 徹郎
　木村　孝　　　　　　　　調査役（兼）阿部　徹

　　　　　　　　事業部　　部　長（兼）野村 徹郎
　　　　　　　　　　　　　調査役（兼）阿部　徹
　　　　　　　　　　　　　事業課長　清水 謙治
　　　　　　　　　　　　　事業係　　小島慎一郎
　　　　　　　　　　嘱託　本間博文（6/30 まで）


