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本号の主な内容
２、３面　令和 5 年 10 月 制度開始に備える　インボイス制度への対応について
　２面  【学会の目・眼・芽】 緑地環境の課題に関心のある議員候補者や市民は少ない？
　　　　（公社）日本造園学会副理事、千葉大学大学院園芸学研究院　准教授　三島　孔明

　３面  女性活躍推進部会が博覧会への提案まとめ手渡し 2027 年国際園芸博覧会協会を訪問・意見交換 
　４面   「緑地樹木剪定士」特例研修会 2023 年 1 月にも実施　もれずにご参加を
　　　　【ふるさと自慢】意外な京都通 デヴィッド・ボウイの愛したお寺
　　　　京都府支部 小島　一芳（㈱小島庭園工務所）
　　　　【緑　滴】 娘よ大志を抱け！！
　　　　高知県支部　青木　智佐（㈱南国緑地建設）
　　　　　　日造協会員の方々への「日造協ニュース」は偶数月が PDF 版の配信です。
　　　　　　ML 添付、日造協ホームページに掲載をしていますので、ご活用ください。

　 　　　　

　私たち造園業を営む者の領域は、都
市部が殆どで、都市公園に加え、街路
樹、公共・民間施設の植栽、河川周辺
の緑地、屋上や壁面などが主要な箇所
です。もちろんマンションの外構や個
人の庭なども加わります。
　一方、人のつくった森や林も、都市
の緑と同様「手入れ」が必須です。武
蔵野の林を構成するクヌギ・コナラな
どの薪炭林は、15 年から 20 年の間
隔で伐採し、萌芽更新を図ってきまし
た。毎冬の落ち葉掃きも必要ですが、
近年はいろいろな事情から、これらの
サイクルが維持できなくなりつつあり
ます。
　この弊害により、近年本県の新座市
や所沢市を始め県内各所で、コナラな
どに穿入 ( せんにゅう ) するカシノナ
ガキクイムシが猛威を振るっていると
の見方をする専門家もいます。

◆
　さて都市緑化の重要性を考慮する
と、「全国都市緑化フェアの埼玉県開
催」が当面の目標です。
　本県では昭和 62 年に県営大宮第二
公園を中心に、「グリーンハーモニー
さいたま′87」の愛称で 206 万人の
参加者を得た開催実績があります。
　現在、地球規模の環境問題が深刻化
し、政府をあげて 2050 年までのカー
ボンニュートラルを目指すことが宣言
されており、2030 年度に温室効果ガ
スを 2013 年度から 46％削減するこ
となどが表明されています。
　そこで、本県における今後のグリー
ントランスフォーメーション（GX）
の推進、グリーン社会の実現に向けて、
官民の連携を基に、緑への関心、愛着
を高めていくための視点からも、都市
緑化の祭典である「全国都市緑化フェ
ア」の開催が必須であると考えており
ます。
　伝統的な技法と最先端の技術や機械
を組み合わせながら、都市の緑を美し
く・末永く維持していくために、今後
も貪欲に学び、実践に努めたいと考え
ています。

　幼い頃より、造園樹木苗や庭木など
植物材料の育成・販売などを手掛けて
いた父の背中を見て、育ちました。ま
た、伯父（安行植木㈱故人・渡邉五月）
が、当時県内では珍しかった造園業を
川口市安行で大きく営んでいたことも
あり、小さい頃から造園の世界の一端
を見てきました。
　20 歳の頃には、安行に位置してい
た埼玉県植物見本園（現 埼玉県花と
緑の振興センター）の中村恒雄先生の
薫陶を受けました。先生は、ツバキと
サザンカの研究では当時日本一と謳わ
れていた方で、公園・庭園等の設計、
海外での植物の配色（今日の「色彩計
画」に通ずる配色）、京都の伝統的な
技法など広範囲の造園技術を、懇切丁
寧にご指導くださいました。先生の樹
木更新の必要性について、熱く語られ
る姿が私の脳裏に焼き付いており、私
たち造園界の将来をお示しくださった
のだなといつも感謝の念で一杯です。
　あちらこちらで大径木・老木の倒木
等による事故の頻度が高くなり、更新
は喫緊の課題の一つとなっています。
先生の先見性や洞察力には改めて敬意
を表する次第です。
　私は、中村先生の並々ならぬ熱意を
受け継ぎ、ものつくり大学の客員教授
として学生や当社の社員の指導にあた
り、植物管理の重要性などを丁寧に説
明し、先人が脈々と築いてきた造園技
術・技能の継承に努めています。
　また先生には、私の結婚に際しても
媒酌の労をおとりいただいたほか、ご
遺族から沢山の貴重な蔵書や図面など
をお預かりしました。当社の書斎を飾
り、折に触れて社員が手に取り、技術
や造園史などをひもといて、日常大い
に活用させていただいています。

◆
　埼玉県における造園業界は、県が昭
和 42 年の国体開催に合わせて進めて
きた様々な種類の公共造園工事（陸
上競技場、プール、植栽、街路樹な
ど）と川口市などの公園整備とともに、
徐々に力をつけ、今日の造園分野の建
設及び維持管理につながっています。

都市の緑・  埼玉の緑

　（一社）日本造園建設業協会監事　
㈱八廣園 代表取締役　　渡邉　進

技能五輪全国大会　造園競技参加選手全員で記念撮影

　第 60 回技能五輪全国大会が、11 月
4 日～ 7 日に東京都で開催された。42
職種で競技が行われ全国から約 1,000
名の選手が参加。造園競技には 24 名が
参加し、5、6 日の 2 日間をかけて木場
公園にて実施された。
　今回も会場への入場は選手・関係者等
のほか事前登録者のみとなり、競技や開・
閉会式の様子は動画配信された。
　本大会は、国内の青年技能者（原則 
23 歳以下）を対象に、技能競技を通じ、
青年技能者に努力目標を与えるととも
に、技能に身近に触れる機会を提供する
など、技能の重要性や必要性を広く一般
にもアピールし、技能尊重気運の醸成に
資することを目的として毎年実施してい
る大会で、造園競技の実施には日造協と

　日造協は、令和５年度予算・税制等に
関する要望について、11 月 11 日、自
由民主党予算・税制等に関する政策懇談
会において行った。当日は、日造協の田
丸敬三副会長が出席。会議では、田丸副
会長から令和 5 年度公園・緑地に関する
予算等の要望を下記の通り行いました。 
 一、都市公園等関係予算の確保・拡大
二、都市の諸課題に対応した緑化等の取
組みへの支援

都市公園等関係予算に関する要望行う
三、造園工事の品質の確保・向上等

2023 新年造園人の集い  【開催中止】のお知らせ
毎年恒例の「新年造園人の集い」は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。

（一社）日本造園組合連合会が協力し実
施している。
　競技課題は、3.5 × 2.5m の区画に石
積、敷石、小舗石の敷設などの石作業、
角材や竹を使用し、一部自由課題となっ
た垣根作業、植栽、芝張り等であり、石
や樹木に関する深い知識と空間構成のデ
ザインセンス、それらを表現する施工能
力や、10 時間の競技時間内に作庭を完
成させなければならない体力など、さま
ざまな要素が必要とされる。
　当日は晴天に恵まれ、秋口の過ごしや
すい気候の中、出場した選手は皆、大会
に向け放課後や仕事後に重ねた練習の成
果を発揮していた。
　結果、指定された寸法や高さの確保、
出来栄え、工具の取り扱いや安全作業な

どを採点し、接戦のな
か大阪府の高橋一渓氏

（㈱髙橋造園土木）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

金賞の作品

会場のようす

技能五輪全国大会開催
金賞に高橋一渓氏（大阪・㈱髙橋造園土木）

緑化等の取り組みに対する支援など
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緑地環境の課題に関心のある議員候補者や市民は少ない？
（公社）日本造園学会監事、千葉大学大学院園芸学研究院　准教授　三島　孔明

　最近、首都圏のある都市で議員選挙
があり、その時の各候補が挙げている
政策等で緑地環境に関するものについ
て調べてみました。候補者は 60 名以
上で、各候補の Web ページや選挙公
報から調べました。
　調べた結果、緑地環境に関する政策
等として挙がっていたものは、「緑の
カーテン」や「校庭の芝生化」「公園
の整備」といった短い語句だけで記さ
れているもののほか、自然体験や農業
体験の促進に関することや、自然環境
の整備に関すること、樹林地等の緑地
の保全に関すること、公園の管理運営

や利用のあり方の見直しに関すること、
公園への新しい大型遊具や施設の導入
に関すること等の記述がみられました。
そして、これらを挙げていた候補者は
全候補者のうち約 30％であり、関係す
る法や制度も踏まえた記述をされてい
たのは数人でした。

◆
　候補者が政策として何を挙げるかは、
候補者個人の考えや所属政党、支持者
の声等によるものですから、候補者に
よって異なるのは当然といえます。し
かし、教育や医療、福祉に関すること
はほとんどの候補者が挙げていました

ので、それらに比べると、緑地環境に
関することを挙げた候補者が約 30％
というのは、少ないといえるのではな
いでしょうか。この都市の多くの議員
候補者や市民にとって、緑地環境に関
する課題はあまり意識されていない
か、優先順位が低いのかもしれません。

◆
　この結果は、他の都市でも同じよう
になるとは限りません。ですが、上述
の自然環境の保全や公園の整備などに
関する課題は、多くの都市でも存在し
ていると考えられるものです。そして、
それらがあまり関心を持たれていない
かもしれないことや、教育や医療、福
祉に関する課題よりも優先順位が低い
ことは、多くの都市で同様かもしれま
せん。

◆
　しかし、緑地環境は、教育や医療等
と同様に社会的共有資本といえます。
そして、植物や動物が存在していれば
よいということではなく、専門的な知
見に基づいた適切な整備や利用が必要
であり、損なわれると回復が困難な場
合があるものです。多くの市民に意識
され、教育や医療等より優先順位が低
くても、議員候補者の政策の１つとし
て挙げないわけにはいかないくらいに
重視されるものではないでしょうか。

◆
　今回調べてみたことで、緑地環境に
かかわる自然科学的・社会科学的知識
と緑地環境とのかかわり方について、
今まで以上に普及していく必要がある
のではないかと考えました。

　学会の目・眼・芽　第 130 回

インボイス制度への対応について

⑴導入の経緯等
　令和５年 10 月１日から消費税のイン
ボイス制度が開始されます。インボイス
制度は、複数税率に対応した仕入税額控
除の方式であり、売手が買手に対して正
確な適用税率や消費税額等を伝えるため
に導入されるものです。
　インボイス制度の導入に当たっては、
消費税率の引上げに伴う軽減税率制度へ
の対応が必要であることが考慮され、軽
減税率制度開始から４年間の準備期間が
設けられました。
　インボイス制度においては、売手は、
買手に対して正確な適用税率や消費税額
等を伝えるための手段としてインボイス
を交付し、買手はインボイスを保存して
仕入税額控除の適用を受けることになり
ます。（図１）

⑵消費税の仕組み
　消費税は消費者が負担することを予定
する税ですが、その消費税について納税
をするのは、消費者に物の販売や、サー
ビスの提供を行った事業者となります。
　納税する消費税額は、売上げに係る消
費税額から仕入れに係る消費税額を控除
することにより算出します。この仕入れ

に係る消費税額を控除することを「仕入
税額控除」と言いますが、この「仕入税
額控除」を受けるためには、現行制度で
は、「帳簿」と「区分記載請求書」の保
存が必要とされています。

⑶現行の仕組みからの変更点
　インボイス制度では、これまでの請求
書等に記載事項を追加していただく必要
があります。具体的には、現行の「区分
記載請求書」の記載事項に加えて、「登
録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分
した消費税額」を追加することとなりま
すが（図２）、必ずしも新しくインボイ
スという書類を一から作成しなければな
らないわけではありません。
　この「登録番号」は、税務署長の登録
を受けた課税事業者（インボイス発行事
業者）に通知されるものであるため、現
行の区分記載請求書では、消費税の申告
義務が免除されている事業者（免税事業
者）でも発行可能となっていますが、イ
ンボイス制度開始後は、免税事業者の方
はインボイスを発行することができない
こととなります。免税事業者の方でも課
税事業者になることを選択することで、
インボイス発行事業者としての登録を受
けることができます。

⑴インボイス発行事業者とな
るかどうかの判断
　インボイス発行事業者となるかは事業
者の任意であるため、以下の点から登録
を受けるか検討することとなります。

①売上先がインボイスを必要とするか
　課税事業者は仕入税額控除のためにイ
ンボイスを必要としますが、例えば、消
費者、免税事業者や、課税事業者であっ
ても簡易課税制度（※）を選択している
事業者は、仕入税額控除のためにインボ
イスを必要としません。
（※）簡易課税制度：「消費税簡易課税
制度選択届出書」を提出した課税事業
者が、その基準期間における課税売上
高が 5,000 万円以下の課税期間につ
いて、課税仕入れに係る消費税額を、
実額ではなく、課税標準額に対する消
費税額に事業区分に応じたみなし仕入
率を乗じて算出した金額とする制度

②申告に係る事務負担の検討
　インボイス発行事業者となると、基準
期間における課税売上高が 1,000 万円
以下となっても、免税事業者とはなら
ず、課税事業者として申告が必要となり
ます。
　なお、簡易課税制度を選択することに
より、申告に係る事務負担を軽減するこ
とが可能です。

⑵登録申請手続
　インボイス発行事業者の登録を受けよ
うとする事業者（登録を受けることがで
きるのは、課税事業者に限ります。）は、
納税地を所轄する税務署長に登録申請書
を提出する必要があります。登録申請書
は、e-Tax 又は郵送により提出すること
ができます。
　なお、郵送により登録申請書を提出す
る場合の送付先は、各国税局のインボイ
ス登録センターとなります。各国税局の

インボイス登録センターの所在地は、イ
ンボイス制度特設サイトからご確認くだ
さい。
　登録申請書の提出を受けた税務署長
は、登録拒否要件に該当しない場合に
は、登録簿に法定事項を登載して登録を
行い、登録を受けた事業者に対して、そ
の旨を通知します。
　制度が始まる令和５年 10 月１日から
登録を受けるためには、原則として、そ
の半年前の令和５年３月 31 日までに登
録申請書を提出する必要がありますが、
期限間際は混み合うことが予想されます
ので、登録をお考えの方は早めの申請を
お願いいたします。

⑶各種補助金
　インボイス制度への対応を見据えたデ
ジタル化や販路開拓等の取組において、
以下の補助金が活用できます。
①小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者持続化補助金について、
免税事業者がインボイス発行事業者とな
る場合、補助額が上乗せされる「インボ
イス枠」が設けられています（詳しくは
リーフレット及び事務局ホームページ参
照）。

②ＩＴ導入補助金
　インボイス制度への対応も見据えて、
中小・小規模事業者向けにＩＴ導入補助
金が設けられています（詳しくはリーフ
レット及び IT 導入補助金事務局ホーム
ページ参照）。

　令和５年 10 月１日から導入される消費税のインボイス制度について、国税庁軽減税率・イ

ンボイス制度対応室さまからご寄稿いただきましたので、ご紹介いたします。

令和５年10月
制度開始に備える

⑴インボイス発行事業者の義務
　インボイス発行事業者には以下の義務
が課されます。
①インボイスの交付
　取引の相手方（課税事業者に限りま

　１. インボイス制度（適格請求書等保存方式）の概要

図１

図２

す。）の求めに応じて、インボイスを交
付（データでの提供可能です。）
②写しの保存
　交付したインボイスの写し（※）を保存

（※）交付したインボイスの写しとは、
交付した書類そのものを複写したもの

　２. 造園建設業における留意点
　　　　（インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備等）

　３. 売手の留意点

小規模事業
者持続化補
助金リーフレット

（商工会地区）
小規模事業者
持続化補助金
事務局ホームページ

（商工会議所地区）
小規模事業者持続
化補助金事務局
ホームページ

IT 導入補助金
リーフレット

IT 導入補助金
事務局ホームページ

https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://r3.jizokukahojokin.info/
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0103.pdf
https://www.it-hojo.jp/
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国税庁ホームページのインボイス制度特
設サイトでは、
①インボイス制度に関する税務相談  
　チャットボット
②説明会の開催案内
③インボイス制度について解説した動画
　（国税庁動画チャンネル）
④インボイス制度に関する取扱通達や
　Q ＆ A などを随時掲載しています。

に限らず、そのインボイスの記載事項
が確認できる程度の記載がされている
ものもこれに含まれるので、例えば、
請求書を作成した際のデータや簡易イ
ンボイス（適格簡易請求書）に係るレ
ジのジャーナル、明細表などの保存が
あれば足ります。

⑵留意点
　インボイス発行事業者となった場合に
準備や検討が必要になると考えられる事
項は主に以下のとおりです。
①何をインボイスとするか
　取引ごとにどのような書類を交付して
いるか確認し、どのように見直　せばイ
ンボイスの記載要件を満たせるか。シス
テム改修等も含めて検討。

②取引先との認識共有
　必要に応じ、取引先への登録番号の通
知や、インボイスとした書類、交付方法
等の認識共有
③取引価格の見直し
　免税事業者の方がインボイス発行事業
者となった場合、消費税を加味した価格
の設定、取引金額の見直し
　（※）インボイス制度を契機とした取
引条件の見直しについて、独占禁止法な
どで問題となる行為などの考え方につ
いて、「免税事業者及びその取引先のイ
ンボイス制度への対応に関する Q ＆ A」
で御紹介しています。（詳しくは公正取
引委員会ホームページ参照）

　継続的な取引については、仕入先がイ
ンボイス発行事業者の登録を受けるか事
前に確認し、何をインボイスとするかに
ついて、仕入先との間で認識を統一して
おくことが考えられます。
　また、免税事業者や消費者など、イン
ボイス発行事業者以外の者から行った課
税仕入れは、原則として仕入税額控除の
適用を受けることができず（制度開始後

６年間の経過措置があります。「５　免
税事業者との取引」参照。）、仕入税額控
除の適用を受けるためには、一定の事項
が記載された帳簿とインボイスの保存が
必要となります。（図３）
　なお、簡易課税制度を適用する場合、
仕入税額控除のためにインボイスの保存
は不要です。

　インボイス制度の下では、消費者や免
税事業者又は登録を受けていない課税事
業者といったインボイス発行事業者以外
の者からの課税仕入れについては、仕入

税額控除のために保存が必要な請求書等
の交付を受けることができないことか
ら、原則、仕入税額控除を行うことがで
きません。

　ただし、インボイス制度開始から一定
期間は、インボイス発行事業者以外の者
からの課税仕入れであっても、仕入税額
相当額の一定割合を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられていま

　４. 買手の留意点

図３

　５. 免税事業者との取引

す。（図４）
　国税庁では、インボイス制度に関する
特設サイトを設け制度に関する制度の概
要等各種資料を掲載していますのでご活
用ください。

インボイス制度特設サイト・相談窓口

図４

　6 月 21 日に開催された日造協の総
会で 2027 年国際園芸博覧会協会（以
下「博覧会協会」）による「2027 年
国際園芸博覧会」についてのご紹介が
あった。
　思えば我が国では 1990 年大阪の

「EXPO‘90（国際花と緑の博覧会）」を
皮切りに、愛知万博、淡路花博、浜名
湖花博そして毎年の都市緑化フェア等
大小の園芸イベントが開催されてい
る。
　紹介の内容に驚きがなかったのは、
私たちの業界では園芸関連の会場づく
りはすでに作り慣れ、見慣れているか
らだ。
　世界イベントは博覧会のみならず、
オリンピックなど「税金を投じて開催
する意味があるか」という否定的な意
見がその都度出るが、参加国と自国の
叡知を体験できる機会が得られること
は、特に会場や関連の整備に関与でき
る若い世代に大きな意味を持つと理解
している。「慣れ」の技法は国際博で
は通用しないし、学びはないと感じた。
そこで緑を仕事とするプロ集団である
日造協「女性活躍推進部会」（以下「部
会」）の部会員に「こんな花博なら体
験したいと思うこと」の投げかけをし
たのが 8 月 4 日である。8 月 15 日の
締め切りには全員が１案以上の提案を
出した。そしてまとめは多くの提案と
理由を明確に記した 3 名で行った。9
月 1 日に日造協役員会があるとのこ
とだったので、本役員会の役員に報告
した後、博覧会協会へ提出することに

した。その間 2 週間である。
　まとめのポイントは３つ。①協会作
成のコンセプトに縛られない。自由で
具体的な各論とする。②人。工事関係
者、運営スタッフ、デザイナー等の参
加性を高め、高質なもてなし体験を提
供したい。③時間。コンピューターに
よるスピードと合理性は否定しない
が、自然や緑に関する時間は真逆。ゆっ
くりとかつ、複合的で複雑な時間であ
ることが意識できること。
　各論は 3 項目に分けて提案書を作
成した。会場整備と運営内容に関して
は、開催期間の前後にこだわり、工事
関係者の学び、美観形成に時間をかけ
た植物育成、材料のトレーサビリティ
とデータ化。2025 年大阪万博との連
動性など。展示、イベントに関しては、
特に作庭のコンペについて「庭屋一如
の精神」を重視した評価視点の重視。
　飲食、商品に関しては、世界が注目
する植物由来の日本の食文化およびそ
れに相応しい披露空間性へ拘る展示。
そして博覧会協会の力点であるビレッ
ジへの具体的提案などである。
　私としては博覧会協会へメールでポ
ンと出すつもりでいたが、日造協藤吉
専務のご尽力により 10 月 7 日に協会
を訪問して手渡しのセレモニーとな
り、まとめを行った部会メンバー（藤
本、小松、勝田）はビックリしたのが
正直なところである。集中力をもって
楽しくやった結果がみんなの達成感に
つながったのは本当によかった！

女性活躍推進部会　酒井　一江

2027 年国際園芸博覧会協会を訪問・意見交換
女性活躍推進部会が博覧会への提案まとめ手渡し

小林事務次長に提案書を手渡し㊧意見交換㊤

公正取引委員会
ホームページ

特設サイト

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
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　突然ですが、みなさんはロック
がお好きですか？今回は私が大好
きな英国生まれのロックスター、
デヴィッド・ボウイと絡めて地元
京都の隠れた名所をご紹介しま
す。
　なぜボウイと京都？と思われる
方もいらっしゃるかもしれませ
ん。実はボウイは生前、公私で何
度も京都を訪れていたそうです。
実際に京都の街中で撮影されたボ
ウイの写真が数多く残されていま
す。
　そんな彼には、とあるお気に入
りのお寺がありました。
　外国の方に人気のお寺といえば

どこでしょうか？世界中から観光客
が訪れるお寺といえば、清水寺や金
閣寺、龍安寺といった名前が思い浮
かぶと思います。しかしボウイを魅
了したのは、海外の方にはあまり知
られていない、正伝寺というお寺で
した。

◆
　京都市街北方、西賀茂の閑静な住
宅街の外れに正伝寺の山門はありま
す。山中のなだらかな上り坂の参道
を抜けて、少し高い場所に本堂と方
丈庭園があります。
　本堂の縁側に腰を下ろすと、比叡
山を借景とした枯山水庭園の見事な
景色が広がります。中心市街地から

編集後記　今日の広報活動部会は寝不足での参加でした。結果は残念でしたが、感動をありがとう。本年も
日造協ニュースを読んで頂きましてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

京
都
府

意
外
な
京
都
通

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ウ
イ
の
愛
し
た
お
寺

離れていることもあり、とても静かな場
所となっています。
　あのデヴィッド・ボウイはこの美しい

空間をこよなく愛したと
されています。日本の焼
酎 CM に出演する際に
は、自らロケ地として選
んだとされる逸話も残っ
ているほどです。

◆
　他の有名なお寺とはま
た少し趣を異にする “ ボ
ウイ好み ” のお庭。皆さ

んも京都を訪れた際は、足を運んでみら
れてはいかがでしょうか。ボウイが愛し
た静寂を、ぜひ体感してみてください。
京都府支部 小島 一芳（㈱小島庭園工務所）

◆
　先日、初めての試合に愛媛県まで
行ってきました。結果は惨敗でした。
　娘の野望は、オリンピックに出場し
テレビに出て大好きな俳優さんに会い
結婚することだそうです。果たして野
望の実現は可能なのでしょうか？

◆
　すべてが初めてづくしの状況の中、
臆する事無く周囲と交わり新しい情報
を吸収して成長する姿をみながら、私
もあと少し若ければ、色んな事にチャ
レンジしてみたいな～と羨ましさを感
じてしまいました。
　大きな野望を抱く娘には是非とも大
志を抱いて一歩一歩前へ進んでもらい
たいとは思っています。今後の成長が
楽しみです。

　小さいころから活発で、運
動大好きな娘はマラソン・水
泳・ 相 撲 に 空 手 と 色 々 な ス
ポーツに興味を持ちチャレン
ジをしてきました。
　休日は、できればミノムシ
のように家の中でじっとして
過ごしたい…そんな私とは真
逆の娘との生活の中で、躊躇
もせず色々な事に興味を持ち、
チャレンジをする姿に人とし
て学ぶところが沢山あります。

◆
　県主催のパスウェイシステ
ム事業に参加した時、娘は人
気競技にばかり興味を持って
いました。そこへ、白いユニ
フォームにマスク姿、それと
長い剣を持った 1 人の男の子
から、声が掛かりました。「今、
県内に女性選手はいません。
今から頑張って選手になれば、
県大会では必ず優勝します。」
　そんな甘い誘い文句に、お
調子者の娘は大きな野望を抱

き、１年生から始めて
いた空手道に別れを告
げ、 県 の 女 性 フ ェ ン
サー復活を目指して練
習を始めたのが昨年の
冬です。

娘
よ
大
志
を
抱
け ! !

【造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売】
日造協安全部会・群馬庚申園㈱ご提供の「造園用フルハーネス型墜落制止用器具」会
員特別価格をご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。
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事務局の動き
【12 月】
  1 ㈭・運営会議
　　　・登録造園基幹技能者講習（大阪）～ 12/2
  5 ㈪・北陸地方整備局との意見交換会（新潟市）
　　　・新潟農業・バイオ専門学校出前講座
  6 ㈫・広報活動部会
  7 ㈬・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
  8 ㈭・北海道総支部・支部との交流会（札幌市）
　　　・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
12 ㈪・第 3 回造園施工管理技術検定委員会
13 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会
　　　・建設産業女性支援定着ネットワーク関東・甲
　　　　信越ブロック意見交換会
15 ㈭・街路樹剪定士認定委員会
19 ㈪・臨時理事会（書面決議）
21 ㈬・近畿総支部・支部との交流会（大阪市）

【1 月】
  5 ㈭・新年挨拶廻り（国交省他）
　　　・新年造園人の集い（中止）
16 ㈪・登録造園基幹技能者講習テキスト編集委員会
19 ㈭・沖縄総支部・支部との交流会（沖縄県
　　　・登録造園基幹技能者講習（北海道）～ 1/20
21 ㈯・全国造園デザインコンクール予備審査
22 ㈰・全国造園デザインコンクール審査会
25 ㈬・登録造園基幹技能者講習（東京）～ 1/26

【2 月】
  1 ㈬・グリーンインフラ産業展 2023（会期中にグリーンイ
　　　　 ンフラ官民連携 PF 第 4 回シンポジウム開催）～ 2/3
  2 ㈭・技術委員会（全国） グリーンインフラ産業展見学会含
  8 ㈬・登録造園基幹技能者講習委員会（試験委員会）

  9 ㈭・事業委員会（全国）
10 ㈮・運営会議
11 ㈯・全国造園デザインコンクール表彰式
15 ㈬・登録造園基幹技能者講習委員会
16 ㈭・街路樹剪定士指導員研修会＆スキルアップ研修会～ 2/17
21 ㈫・技術委員会（造園技術フォーラム部会）
28 ㈫・資格制度委員会（全国）

 委員会等の活動
●広報活動部会
11/1 日造協ニュース 12 月号～ 2023 年 3 月号の
内容及び新春座談会について審議
● UR 都市機構との技術意見交換会
11/7 双方の事業に関する情報交換と働き方改革や
建設 DX について意見交換
●植栽基盤整備ハンドブック等編集委員会
11/8 植栽基盤整備ハンドブックの改訂に向け、目
次構成と内容について検討
●造園領域発展戦略委員会と戦略立案部会の合同会議
11/15 各部会の今期事業計画、日造協創立 50 周年記念
事業や会員拡大プロジェクト、女性活躍推進について審議
●国際委員会
10/12 全国委員会を開催。山田委員長・當内委員
の参加した AIPH 総会およびフロリアード 2022 に
ついての報告と、各委員・各支部での活動報告
11/29 2023 年ドーハ国際園芸博覧会第 1 回運営
委員会にオブザーバーとして藤吉専務の参加決定
●女性活躍推進部会
11/7 日本公園施設業協会、日本植木協会、ランド
スケープコンサルタンツ協会、日本運動施設建設業
協会へ　女性活躍推進部会活動報告について訪問
●財政・運営部会
11/29 第 4 次中期計画（素案）について審議

正伝寺山門

庭園

参道

　「緑地樹木剪定士」特例研修会は、制
度創設するまでの間、日造協正会員の企
業に属する街路樹剪定士を対象に、研修
内容を習得し、資格制度創設後に認定登
録を行うことにより「緑地樹木剪定士」
になることができる措置です。
　研修会開始の 1 月 11 日㈬に、会員企業
の代表メールアドレス宛に案内をお送り
いたします。8 月の特例研修会を受講され
た方は、今回受講の必要はございません。
１. 対 象 者
下記の①②のいずれにも該当する方

① 日造協正会員の企業に所属する方
② 街路樹剪定士
２. 手続方法
以下の①、②の両方を行う（順不同）
①インターネットによる映像講義の受講
②受講料の振込み
３. 研修期間
 2023 年 1 月 11 日（水）～ 2 月 10 日（金）
４. 受 講 料 ：  5,500 円（税込）
５. その他
・研修修了者には、制度創設後、登録認定
手続き（有料）を経て資格証を発行します。
・「2019 年度の公園緑地樹木管理士指導員
研修会（関東甲信・近畿）」または「2021
年度の公園 ･ 緑地樹木管理士移行研修（京
都）」を受講された方は、今回の特例研修の
手続き（受講・振込）の必要はございません。

2023 年 1 月にも実施
「緑地樹木剪定士」特例研修会

もれずにご参加を
特例措置は今年度限りです

　日造協が 2023 年 4 月に創設する資
格制度「緑地樹木剪定士」の特例研修会
を 8 月に実施しましたが、2023 年 1 月
にも実施いたします。ぜひこの機会に受
講ください。

http://shop.kousinen.com/
https://www.usui-nouchikusan.com/
https://www.usui-niigata.co.jp/



