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本号の主な内容
2面

第 38 回全国都市緑化くまもとフェア開催へ

熊本県支部 木上 善貴

3 面 【学会の目・眼・芽】新しい言葉を使うからには新しい意義を！
（公社）日本造園学会理事、千葉大学大学院園芸学研究院准教授 木下 剛
日造協 50 周年に寄せて 日造協に助けられ続けた造園人生
（一社）日本造園建設業協会副会長 木上 正貢
4 面 【ふるさと自慢】新しい魅力と古くからの歴史 さらに進化した熊本
熊本県支部 米岡伸一郎（㈱東武園緑化）
【緑 滴】音楽とともに♪
新潟県支部 髙橋 優子（グリーン産業㈱）

お陰様で（一社）日本造園建設業協会は 2021 年 11 月に創立 50 周年を迎えました。記念行事は 2022 年の総会を中心に実施予定です。

技能五輪全国大会開催

造園競技参加選手で記念撮影

第 59 回 技 能 五 輪 全 国 大 会 が、11 （一社）日本造園組合連合会が協力し実
月 17 日 ～ 20 日 に 東 京 都 で 開 催 さ れ
施している。
た。42 職種で競技が行われ全国から約
競技課題は、３．5 ×２．５m の区画
1,000 名の選手が参加。造園競技には
に石積、小舗石の敷設、敷石などの石作
23 名が参加し、18 ～ 19 日の 2 日間か
業、竹や角材を使用した塀の木工作業、
け木場公園において実施された。
芝張り、植栽等であり、樹木や石に関す
今回も昨年度に引き続き、新型コロナ
る深い知識と空間構成のデザインセン
ウイルス感染症拡大防止のため、会場へ
ス、それらを表現する施工能力や体力ま
の入場は選手・関係者等のみとし、競技
で、さまざまな要素が必要とされ、10
や開・閉会式の様子は動画配信となった。 時間の競技時間内に作庭を完成させなけ
本大会は、国内の青年技能者（原則
ればならない。
23 歳以下）を対象に、技能競技を通じ、
当日は晴天に恵まれたものの冷たい風
青年技能者に努力目標を与えるととも
が吹く中、出場した選手は皆、大会に向
に、技能に身近に触れる機会を提供する
け放課後や仕事後に重ねた練習の成果を
など、技能の重要性や必要性を広く一般
発揮していた。
にもアピールし、技能尊重気運の醸成に
結果、指定された寸法や高さの確保、
資することを目的として毎年実施してい
出来栄え、工具の取り扱いや安全作業な
る大会で、造園競技の実施には日造協と
どを採点し、接戦のなか埼玉県の田子雅
也氏（ものつくり
大学）が金賞を受
賞した。
休憩時や競技後
に選手同士や指導
者との交流もあ
り、将来造園界を
担う若手の育成に
もつながるこの大
会を、今後も業界
として盛り上げて
いく必要性を感じ
た。
技術委員会
技能五輪等部会長
坂元博明
金賞を受賞した田子雅也氏（埼玉県、ものつくり大学）の作品

都立木場公園を会場に行われた造園競技の様子（東京都江東区）

（一社）日本造園建設業協会理事
㈱柳島寿々喜園 代表取締役

鈴木

義人

「造園工」と労務単価
建設業界では、担い手確保のため建
設技能者の処遇改善が大きなテーマと
なってきており、造園業界についても
例外ではありません。
造園工の労務単価について、一つの
目安となっている公共事業設計労務
単価をみてみると、東京都では令和 3
年 3 月から適用された「造園工」と「普
通作業員」の労務単価が同額で、前年
の令和 2 年 3 月の労務単価は「造園
工」が「普通作業員」よりも低い状況
でした。
◆
公共工事設計労務単価の「普通作業
員」の定義・作業内容をみると
①普通の技能及び肉体的条件を有し、
主として次に揚げる作業を行うもの
a. 人力による土砂等の掘削、積込み、
運搬、敷均し等
b. 人力による資材等の積込み、運搬、
片付け等
d. 人力による芝はり作業（公園等の苑地
を築造する工事における芝はり作業に
ついての主体的業務を行うものを除く）
e. 人力による除草…（など一部抜粋）
「造園工」の定義・作業内容をみると
造園工事について相当程度の技能を
有し、主として次に揚げる作業につい
て主体的業務を行うもの
①樹木の植栽または維持管理
②公園、庭園、緑地等の苑地を築造す
る工事における次の作業
a. 芝等の地被類の植付け
b. 景石の据付け
c. 地ごしらえ…（など一部抜粋）
読み解くと「普通作業員」とは、心
身健康で指揮命令下建設現場で働くこ
とができる人、資格は不問です。
しかし「造園工」の樹木の植栽は、
樹木の特徴・特性、植栽地の土壌の特徴・
緑化資材等のさまざまな知識やそれを
可能にするための技術が必要です。
維持管理するには、樹木や植栽地に
合わせた剪定技術・技法、肥料や病虫
害、薬剤の知識、厳しい安全衛生管理
の知識や法律が改定されるたびに必要

建設業年度末労働災害防止
強調月間 3 月 1 日～ 31 日
完工時期を迎える工事が増加し、さま
ざまな作業が輻輳する年度末に注意を促
し、無事故・無災害で新年度を迎えるた
め、建設業労働災害防止協会の主唱、厚
生労働省・国土交通省の後援で、3 月 1
日～ 31 日を「建設業年度末労働災害防
止強調月間」とし、各企業及び現場の実
情に即した年度末の安全衛生実施計画を
作成するなど、積極的な労働災害防止活
動の実施が求められている。
詳細は建設業労働災害防止協会のホー
ムページをご覧ください。

となる資格、それに合わせたさまざま
な道具など、数え上げたらきりがない
くらいの知識が必要になってきます。
◆
このように「造園工」と「普通作業
員」には大きな違いがあります。そこ
で、専門的な知識と技術・技能を有す
る「造園工」が「普通作業員」と同等
もしくはそれより低い単価になってい
るのかを考えてみました。
建築工事、土木工事には、建築工・
土木工という区分はなく、「普通作業
員」「軽作業員」や各職種の熟練した
技術を習得している「職工」です。
造園は、これらが一括りで「造園工」
と思いがちなので、紛らわしいのです。
労務費調査の「造園工」は説明にも
あるように「相当程度の技能」を有し、
主として造園作業について「主体的業
務を行う」者であり、造園技能士や造
園施工管理技士また造園基幹技能者や
樹木医などの、何らかの造園に関して
資格、技能を有する者が「造園工」だ
と私は思います。
◆
そこで改めて関係者に広く周知して
頂きたいのは、公共工事設計労務単価
の調査対象工事に選ばれた際には、正
しく「造園工」の意味を判断して、調
査に協力して頂きたいと思います。
造園工事や造園維持の仕事に携わ
り、その中で植栽や芝・地被類の植付
け、剪定、清掃などをしているから「造
園工」と申告するのではなく、本当の
意味での「造園工」とは何かというこ
とを考えて下さい。
「普通作業員」でも芝はり・除草、
「軽
作業員」でも草むしり・散水はできま
す。多工種を施工することができる「造
園工」はスーパー特殊作業員なのかも
しれません。
造園業に入職してくれる人たちのた
めにも、「造園工」について、私たち
が真剣に考えることが義務であり、必
須であると考えております。

Japan Landscape Contractors Association NEWS

2

第 38 回全国都市緑化くまもとフェア開催へ

森と水の都くまもとで花と生きる幸せをつむごう
（一社）日本造園建設業協会 熊本県支部 木上 善貴（木上梅香園㈱ 代表取締役）

1. 開催概要

4. 開催までの準備

「第 38 回全国都市緑化くまもとフェ
ア ～くまもと花とみどりの博覧会
THE GREEN VISION 未来への伝言～」が
令和 4 年 3 月 19 日～令和 4 年 5 月 22
日の日程で開催されます。
第 4 回（昭和 61 年）以来 36 年ぶり
2 回目の開催となります。

緑化フェアの主催地行政の準備は、基
本構想検討委員会が誘致、実行委員会が
基本・実施計画策定や開催準備・会場整
備を行い、日造協熊本県支部も熊本市造
園建設業協会（以下市造協）と共に実行
委員会に参画し、さまざまな活動協力を
行いました。
まず市造協を中心に緑化フェアプロ
ジェクトチームを立ち上げ、実行委員会
との窓口を 1 つにし、開催に向けた提
案・見積り・試験施工等をスムーズに行
うことにより、基本計画策定から 2 年
半という短い時間での準備が実現できま
した。

2. 誘致決定まで
平成 10 年頃から全国的に造園工事業
は、毎年労務単価が下がり、受注高も減
少し、ついに平成 22 年にはどん底にな
り、先が見えない状況の中、熊本も同じ
ように厳しい状態でした。
当時 30 ～ 50 代の有志が集まり、熊
本の造園業の発注量増加を目指し、色々
な提案を行い、それを仕事に結びつける
ことを目的としたチームを作りました。
その中で全国都市緑化フェアの誘致の
声が上がり、ちょうど平成 26 年に熊本
市長選があり、現市長である大西一史氏
が出馬を表明されており、熊本の都市緑
化意識の高揚の為に、熊本市へ誘致を造
園業界と一緒にしていただくことになり
ました。

5. くまもとフェアの見所

貴重な自然と歴史・文化が一体化した「まち山（立田）エリア」のイメージ

県内農業高校が参加する出展花壇、動植
見していただけるようなプログラムを展
開催テーマは「森と水の都くまもとで
物園入口電停前から動植物園正門まで
開予定です。
花と生きる幸せをつむごう」で、熊本市
は、近隣小学校や支援学校の生徒たちに
6. フェア会場でお待ちしています
内のメイン会場として「街なかエリア」 よる動物プランターのかわいいおもてな
「水辺エリア」「まち山（立田）エリア」 しで演出されます。
前回の緑化フェアから 36 年の月日が
の 3 エリア、熊本県内すべての市町村
今年完成 350 年を迎えた水前寺成趣
たっており、フェアそのもののあり方も
をパートナー会場「オールくまもと」に
園をはじめ、1 日約 40 万トンの湧水量
前回とは大きく異なっており、今回は市
よるおもてなしと位置づけて、熊本地震、 を誇る江津湖など、市街地にありながら、 造協の 30 ～ 50 代を中心に準備を進め
そして令和元年 7 月の豪雨災害等、度
水と緑に抱かれた癒しのスポットとして
てまいりました。
重なる自然災害からの再生と復興支援へ
楽しめます。
前回を知らない世代も多く、私も当時
の感謝のメッセージ、そして元気を熊本
は小学校 6 年生でフェア会場のパビリオ
3. 開催決定まで
から発信します。
（3）「まち山（立田）エリア」
ン等を見て回った記憶がある程度でした
誘致活動の最中、平成 28 年 4 月に熊
総括アドバイザーとして、蓑茂先生が
標高 152m の立田山は、市街地より
が、戸惑いながらもここまで漕ぎ着ける
本地震が発生しました。
就任し、また、熊本県営業部長兼しあわ
わずか 4km に残された貴重な緑で、熊
ことができました。多くの方々に助言や
熊本市でも家屋の倒壊や土砂崩れでお
せ部長の「くまモン」がイメージキャラ
本藩主・細川家の菩提寺「泰勝寺」跡は、 アドバイスをいただき、感謝申し上げます。
亡くなりになられた方々や、ライフライ
クターに就任しました。
国指定史跡に指定され、宮本武蔵の供養
特に第 37 回ひろしまフェア、第 35
ンの被害等で大勢の方が、避難所生活を
塔といわれる五輪搭があり、自然と歴史・
回やまぐちフェアの視察では、準備から
余儀なくされている状況でした。
（1）「街なかエリア」
文化が一体化した魅力的なエリアです。
施工中の苦労話等をお聞きすることがで
さまざまなイベントが自粛され、誘致
フラワーアンバサダーとして、世界を
きました。改めて感謝申し上げます。日
中断が危ぶまれましたが、平成 30 年に
舞台に活躍するフラワーアーティストで （4）「オールくまもと」によるおもてなし
造協の地域リーダーでの人脈の大事さが
基本構想検討委員会が設立され、会長に
あるニコライ・バーグマン氏が就任し、
くまもと花とみどり、食のツーリズム
身に染みました。
熊本県出身で東京農業大学名誉教授の蓑
熊本のシンボル・熊本城を背景に、代表
や 45 市町村のパートナー会場を巡るス
4 月 25 ～ 27 日 に 技 術 フ ォ ー ラ ム・
茂壽太郎先生に就任していただきました。 作であるフラワーボックスを歩行者天国
タンプラリー等を実施し、熊本県内各地
みどりの集い・フェア視察があります。
開催の基本理念の一つに、全国から多
に再現し熊本県産の花が咲き誇ります。
の隠れた地域資源や歴史・文化・音楽・ 「オールくまもと」によるおもてなしで
くのご支援を賜ったことに対して、「震
食をテーマとした「熊本の魅力」を再発
お待ちしております。
災からの力強い復興と多くの支援に対す （2）「水辺エリア」
る感謝のメッセージを全国へ発信してい
前回のメイン会場であった熊本市動植
く」ことを掲げ、平成 31 年 3 月に開催
物園もフェアを機に植物ゾーンが 35 年
が正式決定しました。
ぶりに全面リニューアルが行われ、湖畔
には展望デッキが登場し、企業出展花壇、

都市公園緑地対策特別委、都市公園
緑地等整備促進議連合同会議に参加
自由民主党都市公園緑地対策特別委員
会、都市公園緑地等整備促進議員連盟の
合同会議が 1 月 19 日に開催され、日造
協の和田新也会長、寺石隆一（一社）日
本造園組合連合会副理事長、内田裕郎（一
社）日本公園施設業協会会長が出席し、
あいさつを行った。
会議では、国土交通省より、最近の都

市公園緑地政策と 2027 国際園芸博覧会
について今国会に提出される「令和９年
に開催される国際園芸博覧会の準備及び
運営のために必要な特別措置に関する法
律案」について説明があった。
この法律の成立後には、国からの博覧
会の準備及び運営のための資金面や人材
面での支援が見込まれることとなる。

あいさつする和田新也会長

街なか花壇などが設置され、熊本県産の花が咲き誇る「街なかエリア」のイメージ

熊本の水の恵みを象徴する水前寺江津湖公園と動植物園の「水辺エリア」のイメージ
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学会の目・眼・芽

第 124 回

新しい言葉を使うからには新しい意義を！
（公社）日本造園学会理事、千葉大学大学院園芸学研究院准教授

造園学会にグリーンインフラ研究推
進委員会を立ち上げて 3 年が経った。
そこで展開された闊達な議論を通し
て見えてきたことは、造園にとってグ
リーンインフラは決して新しい概念で
はないが、それが向き合っている社会
課題（例えば気候危機や人口減少等）
が決定的に新しく、従ってその解決に
は当然新しい考え方が必要、というこ
とである。
ではその新しい考え方とはどのよう
なことか。委員会での議論を踏まえ、
2 点ほど私見を述べてみたい。
◆
まず一つには、あらゆるランドス

木下

剛

ケープ（建築やインフラはもちろん、
おおよそ人為が及ぶすべての土地・空
間を含む広い意味でのランドスケープ）
に自然のプロセス（イアン・マクハーグ）
を確保していく努力を怠るべきではな
いということである。
といってもこのことは、いわゆる自
然再生や自然環境の保護を一義的に意
味するのではなく、基本的には機能や
性能の問題である。
従ってそれは、都市か農村かを問わ
ず、人工空間か自然空間かを問わず、
保全か創出かを問わず、利用か保護か
を問わず、あらゆる土地利用や敷地を
対象として取り組むことが可能である。

日造協 50 周年に寄せて
50th

（一社）日本造園建設業協会副会長

木上

正貢

日造協に助けられ続けた造園人生
私は日造協が発足した前年の昭和 45
年に入社し造園業に身を置いてきまし
たが、ずっと日造協に助けられ続けた
造園人生だったと思っております。
◆
当初は個人宅の庭園づくりが主な業
務でしたが、当時も今も日本の伝統に
現代感覚を盛り込む設計を心がけるよ
うにしています。
その後少しずつ公共工事の比率も増
え、緑化による環境整備事業にも意欲
的に取り組んできました。
そのような状況の中、経営基盤の強
化や造園建設業の技術・技能の向上な
ど困難な工事の完成に必要な数々のこ

とを日造協から学び、また日造協への
信頼と高い評価の恩恵を受けてきまし
た。
◆
私は常々、人の住む場所に緑は欠か
せないと思っております。
都市の緑化は生活に潤いや安心感を
与え、緑と健康は大きく繋がっている
からこそ少しでも多くの緑を増やした
いと願い、日々活動してきました。
昭和 16 年に生を受け、昭和 28 年 6
月 26 日の西日本水害・結核による長
期入院・自宅火災・2 度の顔面神経麻痺・
胆石手術、その上あの熊本地震と変化
に富んだ 81 年間でしたが、生命の危

またそれを、いかに手間を掛けず、
お金を掛けずに実現できるかが問われ
る。というか、できるだけ手間やお金
をかけずにすむように自然のプロセス
に頼るという考え方が必要であろう。
自然はお金がかかるという、これま
での通念とは真逆の考え方である。そ
ういう技術の開発が造園に求められて
おり、これは勝れて設計・管理の問題
である。
◆
もう一つは、他のインフラ（多くの
場合土木インフラ）が発揮する機能（例
えば雨水貯留や水質浄化、交通等の機
能）にも積極的に向き合い、他のイン
フラができないやり方でそれを提供す
るということである。
これはグリーンインフラを、公園緑
地の垣根を超えて、他のインフラのシ
機にはならず何とか生き長らえてきま
した。
家業が造園業だった縁でこの世界に
足を踏み入れましたが、時代が変わっ
ても土と水と緑なくして人間は生きて
はいけないという気持ちは日々強く
なってきています。
◆
今年の 3 月から全国都市緑化フェア
が 36 年ぶりに熊本で開催されます。
緑豊かなまちづくりのために県下の会
員が一丸となって頑張っています。
造園業は建設業で唯一、樹木や草花
などの「生き物」を扱う職業です。こ
の技術力を一般の方にアピールし、理
解してもらうチャンスでもあります。
とりわけ造園業をとりまく現状は
年々厳しくなってきていますが、我々
の仕事は完成がはっきりと目に見え、
作り上げたものを喜んでもらえる素晴
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ステムにも組み込むということを意味
する。
そこでは、他のインフラと同様、厳
密な性能評価、安全性評価が求められ
るだけでなく、費用対効果も厳しく比
較される。言い換えるなら、グリーン
インフラの必要性や有効性は、他のイ
ンフラも含めた相対評価の中で決まっ
てくる。
社会課題に対して、個別解の最適化
（タテワリ）ではなく、全体の最適化を
志向するこうしたアプローチは、造園
に限らずどの分野でも積極的に研究さ
れてこなかったので、これも新しい取
り組みとなる。とはいえ、造園は本質
的に、全体の最適化を得意とする技術
のはずである。

らしいものなのです。
ぜひ若い世代にこの造園の世界の素
晴らしさを感じてもらえる機会にもな
ればいいと考えています。
◆
最後に今や日造協は我々造園業者に
とって当たり前のような存在になって
いると思いますが、一からまた作ると
したら膨大な費用と時間が掛かること
は間違いないでしょう。
樹木の育成は植栽基盤が大事で土壌
が良くないと育成も悪いのと同様に、
造園業者にとっての土壌である日造協
の繁栄なくして我々の未来も明るくは
ないでしょう。
日造協会員の皆様の日頃からのご協
力に感謝申し上げます。
今後とも日造協の更なる発展のため
に微力ながら尽力していきたいと思っ
ています。

フルハーネス型墜落制止用器具着用 1 月 2 日から完全施行 早めの予約・購入を！
2022 年 1 月 2 日から墜落制止用器具
の使用が完全施行となった。
2018 年に公布され、2019 年２月１
日より施行された労働安全衛生規則の改
正により、フルハーネス型墜落制止用器
具の着用が原則とされた。
従来の安全帯が使用可能であった３年
間の猶予期間は 2021 年末に終了し、今
年の 1 月 2 日から完全施行となり、従
来の構造規格に基づく安全帯はすでに使
用することができなくなった。
また、高さが２ｍ以上の箇所で、作業
床を設けることが困難なところで、フル
ハーネス型墜落制止用具を用いた作業を
行う者は、特別教育の受講が必要となっ
ている（安衛則第 36 条、特別教育規定
第 24 条）ことも、すでにご案内のとお
りである。
日造協では、2018 年の法令改正を受
けて、即座に本紙やメールニュース、会
議など多くの機会に会員への周知を図

り、造園の作業実態に合わせた特別教育
であるが、残念なことに新型コロナ感染
も実施し、すでに多くの会員企業に所属
拡大の影響による製品調達の遅延や物流
する方々が受講されている。
の停滞などにより、すぐに発注しても納
造園用フルハーネス
期は相当先になるとのことである。
造園の作業に適したフルハーネス型墜
安全で快適な造園の作業環境を確保す
落制止用器具（造園用フルハーネス）は、 るためにも、できるだけ早く注文するこ
フルハーネス型と胴ベルト型に適合して
とをお勧めする。
いるとともに、樹上での作業姿勢を安定 【参考 URL】厚生労働省発行
させるワークポジショニング作業やロー
・「安全帯が墜落制止用器具に変わりま
プ高所作業にも対応したものとなってい
す 」（ リ ー フ レ ッ ト ）https://www.mhlw.
て、安全で快適な作業環境を提供するも
go.jp/content/11302000/000473567.pdf
のである。
・墜落制止用器具の安全な使用
通常の建築現場などで使用されている
に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン https://www.
フルハーネス型墜落制止用器具に比べ
mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000て、重量は軽く、胴の左右と腹部・胸部
Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf
に D 環があり、身体に合わせやすい調
・ 墜 落 制 止 用 器 具 に 係 る 質 疑
整ベルトや柔らかい保護パッド、道具を
応 答 集（ 令 和 元 年 ８ 月 28 日 更
吊るためのフープなども装備されてお
新 ）https://www.mhlw.go.jp/
り、造園の多様な作業環境や作業方法に
content/11302000/000540770.pdf
最適なものとなっている。
・墜落制止用器具の規格
このような優れた造園用フルハーネス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dat

造園用ハーネスの一例

aId=74ab6770&dataType=0&pageNo=1
【造園用フルハーネスの販売】
日造協の安全部会で企画した「造園用
フルハーネス」を、協会会員である群馬
庚申園 ( 株 ) 様から会員の皆様へ特別価
格で提供しております。
1 ～ 3 月は在庫が品薄のため納品に時
間を要しますので、お早めにご予約・ご
注文下さい。購入ご希望の方は下記の
URL でお申し込み下さい。
http://shop.kousinen.com/
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熊本県

新しい魅力と古くからの歴史
さらに進化した熊本

花博会場から足を延ばせば天草にも

復旧も大方完了した熊本城

熊本地震から丸５年が経過し、
4 月 14 日で 6 年が経過します。
いつどこで起こると限らない
自然災害に対しての向き合い方
についても５年前とは比較にな
らないほど、社会の意識も変化
してきていると思います。
復興が進みインフラ整備や歴
史文化財等の復旧も大方完了し

音楽とともに♪

ピアノを教えていた母の影
響もあり、小さい時から音楽
が大好きでした。
運動神経は母のお腹の中に
落としてきたようで（笑）、ス
ポーツは大の苦手。子どもの
頃からピアノを習ったり、中
学・高校は吹奏楽部、大学で
はオーケストラ部に入り、ずっ
と音楽漬けでした。
◆
社会人になってからは仕事
が忙しく、なんとか細々と続
けていたのですが、新潟への
U ターン転職を機に時間の余
裕もでき、地元のアマチュア
オーケストラに入団。
アマチュアとはいえ歴史の
ある楽団で、年に３回の演奏
会があり、なんと練習は平日
の夜。慣れるまでは大変でし
たが「今日は練習だから早く
帰る！」と仕事に集中できた
り、仕事以外の楽しみや繋が
りが出来て私の生活には欠か
せないものになりました。
◆
メンバーもバラエ
ティー豊かで、大学教

新潟県支部
髙橋 優子
グリーン産業㈱

授や経営者、医者、公
務員などもいれば、学
生もいたり。音楽好き
という共通点があるの

事務局の動き
【 1 月】
19 ㈬・自民党都市公園緑地対策特別委員会、都市公
園緑地等整備促進議員連盟合同会議
・女性活躍推進部会ロールモデル小会議
20 ㈭・登録造園基幹技能者講習（愛媛）～ 21
22 ㈯・第 48 回全国造園デザインコンクール予備審査会
23 ㈰・全国造園デザインコンクール本審査会

ました。
新しい熊本の魅力と古くから培
われてきた歴史が融合し、以前よ
りもさらに進化した熊本に生まれ
変わりました。
◆
そうして今年はこの熊本で 3 月
19 日より全国都市緑化フェアが開
催されます。

商店街のアーケード内で演奏した時の様子

コンサートホールでの演奏会

で、年齢や性別の差も感じず楽しく活
動しています。
入団して何年か経ってからは、別の
演奏活動にも声を掛けてもらうように
なり、ジャズ、アニメやゲーム音楽（普
段やらないので全然曲を知らないので
すが…）にチャレンジしてみたりもし
ました。
◆
コロナ禍で、演奏や演奏会後のおい
しいビール！の機会は減ってしまいま
したが、改めて音楽ができることの楽
しさに気づくきっかけになりました。
これから先も No music,No life ！
24 ㈪・造園 CPD 推進委員会企画会議
26 ㈬・造園フェスティバル推進部会
27 ㈭・登録造園基幹技能者講習（東京）～ 28 ㈮
【 2 月】
1 ㈫・財政・運営部会
・広報活動部会
2 ㈬・造園・環境緑化産業振興会講演会
3 ㈭・運営会議

㊤阿蘇の雄大な自然と㊦黒川温泉

この緑化フェアの時期に熊本を楽しむ
ポイントをご紹介させていただきます。
◆
まずは熊本といえば世界に誇る阿蘇と
日本三名城の一つでもある熊本城でしょ
う。
阿蘇の雄大な自然を見ながらのドライ
ブに加えカフェ巡りをおすすめします。
地震で甚大な被害があったものの今で
は北側復旧ルートも開通し阿蘇までの所
要時間も大幅に改善されました。
阿蘇のスイーツはお取り寄せも人気で
プリンやチーズケーキ等おすすめです。
また、阿蘇では黒川温泉が全国は有名
ですが、実は熊本県内にはいろんな温泉
がたくさんあります。
4 ㈮・街路樹剪定士制度部会
・造園技術フォーラム部会
10 ㈭・登録造園基幹技能者講習委員会（試験委員会）
11 ㈮・第 48 回全国造園デザインコンクール表彰式
14 ㈪・関東地方整備局との意見交換会
15 ㈫・登録造園基幹技能者講習委員会
17 ㈭・街路樹剪定士指導員研修会＆スキルアップ研
修会～ 18 ㈮・
25 ㈮・資格制度委員会
28 ㈪・「50 周年記念誌」編集会議
【 3 月】
1 ㈫・広報活動部会
3 ㈭・女性活躍推進部会
7 ㈪・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
9 ㈬・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
17 ㈭・街路樹剪定士認定委員会
19 ㈯・全国都市緑化くもまとフェア～ 5/22
23 ㈬・運営会議
24 ㈭・総支部長等会議（中止）
・第２回通常理事会（書面決議）

委員会等の活動
●安全部会【協会会議室＆ web】
12/3 日造協推薦「造園用フルハーネス型墜落
制止用器具」の普及状況と今後の供給、「ロープ
高所作業 ･ フルハーネス 特別教育」の講師派遣な
どについて審議
●広報活動部会【協会会議室】
12/7 日造協ニュース２～５月号の内容及び令和
4 年記事構成及び執筆者構成ついて審議
●街路樹剪定士認定委員会（試験部会）【協会会議室＆ Web】
12/8 認定試験の実施 (10 ～ 11 月開催分まで )
の開催概要、合否判定、2021 年度 街路樹剪定士
指導員研修会等の開催、学科試験の合否判定及び
実技試験の実施方法について審議
●女性活躍推進部会出前講座等チーム小会議【web】
12/9 今後の高等学校出前講座について審議
●植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）【協会会議室＆ Web】
12/9 実地試験の採点、2022 年度の実施計画、
年間スケジュール、試験問題の作成方針、資格制
度に関する課題と対策案など審議
●植栽基盤診断士認定委員会【協会会議室＆ web】
12/13 認定試験（実地試験）の合否判定、2022

熊本のグルメ
熊本ラーメン、赤牛丼、海鮮丼、プリン

◆
花博３会場をゆっくり見ていただくに
は移動時間も含めると丸一日以上かかり
ます。
花博まち山エリアでは阿蘇へ、街なか
エリアと水辺エリアでは熊本城観光がア
クセスもよくおすすめです。
さらに足を延ばせば天草で海の幸も楽
しめます。海があり山もあり水も緑もき
れいな熊本でお待ちしております。。
米岡伸一郎（熊本県支部 ㈱東武園緑化）
年度の実施計画、試験問題の作成など審議
●街路樹剪定士認定委員会【協会会議室＆ web】
12/14 認定試験 (10 ～ 11 月開催分 ) の合否判
定、2021 年度 街路樹剪定士指導員研修会等の開
催など審議
●財政・運営部会【協会会議室】
12/15 令和４年度事業計画案・収支予算案の作
成、次期財政・運営中期計画を審議
●技術委員会【web】
12/17 2021 年度の事業報告（中間）と 2022
年度の事業計画（本部）及び各総支部の事業報告
･ 事業計画について審議した。
●建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会【web】
12/20 「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議
会」を発展的に改組。建設キャリアアップシステム
の活用を通じて、社会保険加入の徹底、労務費及び
法定福利費の確保、建退共の適正履行の確保など技
能者の更なる処遇改善を推進するため、「建設キャ
リアアップシステム処遇改善推進協議会」を設置
●地域リーダーズ オンライン会議【web】
12/20 2021 年度第 3 回勉強会 ( 広島 ) 開催計
画の開催内容、2022 年度以降の勉強会開催地に
ついて審議
● CCUS 評価制度懇談会【web】
12/20 建設技能者の能力評価制度や施工能力等
の見える化評価制度の普及に向け「ＣＣＵＳ評価
制度懇談会（仮称）」を新設
●女性活躍推進部会ロールモデル小会議【web】
1/19 「これからを考えるロールモデル」のまと
めについて審議
●造園 CPD 推進委員会企画会議【会議室＆ web】
1/24 ＣＰＤの教育形態表の見直しについて審議
●造園フェスティバル推進部会）【web】
1/26 2022 年度の開催計画について、予算、ツー
ルの開発について審議
訃報
（一社）日本造園建設業協会 理事・前福井県支
部長 宇坪啓造 様（北陸緑化 ㈱取締役）
（82 歳）
におかれましては、令和 3 年 12 月 23 日ご逝去
されました。ここに謹んでお知らせいたしますと
ともにこれまでの日造協へのご貢献に対し深く感
謝いたします。

編集後記
新型コロナの感染状況を鑑み感染対策を行いながら with コロナで少しずつ活動が再開されています。今
号はふるさと自慢でも「熊本県」が紹介され、フェア会場と共に熊本巡りも楽しみたいと多くの方が感じているのでは
ないでしょうか。3 月には落ち着いていることを切に願っています。

