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An

40 th

に向けての祝辞、震災への

する全７議案に関して事務

が述べられ、平成 年度第

の多大な尽力に感謝する旨

席と、日ごろからの運営へ

末の多忙な時期における出

最後に、会長より、年度

ュールについて説明した。

いさつでは、３月 日に一

会議冒頭の藤巻会長のあ

件の審議・報告を行った。

事・監事についてなど７案

般社団法人移行に伴う理

担規程（案）について、一

２回通常理事会を閉会した。 般社団法人への移行許可が

下りたことの報告や、社団

法人としての最後の会議と

なるが、今後も一層のご支

総支部長等会議

理事会に先立ち総支部長

援、
ご協力をお願いしたい、

局から説明があり、現理事

等会議を同じ会場で開催。

と述べた。

続いての事務局からの報

総会における議案につい

議題は業務執行理事業務分

告として、今後の理事会・
よって賛成が得られ、全て

て、また会議の年間スケジ

名中 名の出席者全員に

る謝辞等を頂いた（全文は
左下別記事）
。

異議なく原案通りに承認可

迅速かつ的確な対応に対す

決された。

通常理事会を開催

平成 年度の第２回通常
理事会を３月 日㈪の午後
３時から、弘済会館梅の間
で開催した。今回の通常理

議事では、協会運営に関

①今後の理事会・総会における議案について

事会は、来年度からの一般

４月 日

●報告事項

社団法人への移行を目前に

あいさつ
国の関連法人の制度が大
きく変わり、各団体も新制
度に向けて移行手続きを進
めています。
日造協におかれましても
４月１日より新法人へ移行
することとなりましたこ
と、まずはお祝い申し上げ
ます。
３・ の東日本大震災の
発災以降、国土交通省にお
いても被災地の復旧復興に
ついて全力をつくしている
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（一社）
日本造園建設業協会
臨時理事会を開催
事務局長の再雇用について

一般社団法人移行後初の

意表明。続いて国土交通省

努力をしていきたい」と決

㈫午後２時より弘済会館

種保存への日造協の協力の

ドと「奇跡の一本松」の品

引敏明課長よりフロリアー

都市局公園緑地・景観課舟

について審議し承認可決さ

制定について、顧問の推薦

務執行理事業務分担規程の

行理事の選定について、業

長の選定について、業務執

次いで議事に入り、副会

の紹介があった。

─副会長、業務執行理事の選定等を審議─

会議となる、平成 年度第

会議は冒頭、藤巻会長が

謝辞と、全国の公園行政の

れた。審議終了後に意見交

１回臨時理事会を４月 日

「今後も、
造園技術の向上、

現況のご説明を頂いた。一

「桜の間」で開催した。

造園事業の発展のため鋭意

換を行い、活発な意見交換

が行われた。

般社団法人移行に対しては

引き続き皆様のご支援を 「よりよい環境づくりのた

総支部長等会議

続いて３時より同じ会場

めの積極的な働きかけが協

で開かれた総支部長等会議

得ながら一日も早い被災地

では、通常総会における役

対応を迅速かつ的確に行っ

ーとしてより一層の協力関

員改選について、今後の委

て頂き、またいろいろな形

係を築いていきたい」と述

員会運営についてなどが話

会の役目」
「今後は所管官

べられたあと、東日本大震

し合われた。

庁としてではなくパートナ

災からの復興に係る公園緑

の復興を一歩でも二歩でも

地整備に関する技術的指針

進めてまいりたいと考えて

その他の緑に対する施策

でご支援を頂いていること

についてもハード・ソフト

おります。

さんのやるべきことが残っ

復興自体はまだまだたく

しくお願いいたします。

興記念公園のあり方につい

緑地の技術的指針や震災復

きた震災復興における公園

年度末には検討を進めて

海外にも日本の造園技術を

さまの支援を頂きながら、

ードについても日造協の皆

ンローで開催するフロリア

ります。特にオランダフェ

に対してご支援を頂いてお

ても一定の方向性というも

と思っているところです。

発信する良い機会になれば
ております。

のを公表できるまでになっ

ころまで来ています。

引き続きのご支援をよろ

ているが、ようやく復興ま

両面にわたり展開する事業

す。

ちづくり事業が動き出すと

と合わせて御礼申し上げま

発災直後より震災に対する

７号議案

小林大臣官房審議官

会員の入会について

控えた最後の通常理事会と

もまた助け合い、感謝の

６号議案

なった。

いうことです。世界中か

心を忘れずに会員一同が

資格制度規程の制定について

理事会では冒頭、藤巻会
長が新法人移行となること
に対して報告を述べたあ

当協会の新たなスター

らも今も様々な形で支援

団結をして、造園業界の

援ご協力を賜りますよう

ところです。
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と、さらに一般社団法人と
して新たに出発することと
なったいきさつを述べ、最

トとなる時に改めて思い

を頂いておりますが、一

発災の教訓を風化させる

建設業界を取り巻く状

お願い申し上げます。

５号議案

日造協におかれましても

年間スケジュールについて
②日造協の会議

後に一層の支援、協力を会
員各位にお願いして、あい
さつを終えた（全文は左上
別記事）
。
次いで、ご来賓としてご
臨席いただいた小林大臣官

法人への許可申請を行

ますのは、東日本大震災

発展に繋げていくことが

昨年の 月に一般社団
い、３月 日付けで許可

日も早い復興を願って止

大切だと思います。

から一年が経ちますが、

を受けました。４月１日

藤巻 司郎

新法人移行にあたって
発展に繋げ決意新たに
一般社団法人 日本造園建設業協会会長

新法人になりまして
に一般社団法人日本造園

ことなく、
また助け合い、

況はまだまだ厳しいもの

も、皆様には一層のご支
建設業協会として登記を

感謝の心を忘れずに持つ

みません。

行い新しいスタートを切

支部規程の改正について

26

がありますが、われわれ

４号議案

37
給与規程等の改正について

第２回

ことが大切ではないかと

２号議案 平成24年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

平成23年度
23

社団法人として最終となった第２回通常理事会の様子（３月 日、東京・弘済会館にて） 房審議官から、新法人移行
26

ることとなりました。

１号議案 平成23年度収入支出補正予算（案）について

39
３号議案

10

http://www.mlit.go.jp/
report/press/toshi10_
hh_000097.html
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東日本大震災からの
復興に係る
公園緑地整備に
関する技術的指針

●議題

11

10

22

10

●

お か げ さ ま で 創 立40 周 年 を 迎 え ま し た
niver

おいてこそ、これまで長年

このような厳しい時代に

平成 年度事業計画
造園建設業を取りまく
状況と基本的対応方向
にわたり培ってきた造園力

⑴日造協資格認定制度
見直しの動向に対応した

の元に発展し成り立った経

う。各地域がその地域特性

て造園緑化のアピールを行

植栽育成・管理に係わる

①建設業法上の業種区分の


業務の造園工事の内容・ 緯を踏まえ、総支部単位で

⑵新たな課題に対応した事

⑶会員サービスの向上

業領域の拡大

⑷運営体制の効率化

事例への追加等の要望・ 主体的に実施する。

⑵国家資格等と造園ＣＰＤ

率化と財政・運営基盤の強化

３． 事業運営の重点化・効
⑸財政基盤の強化

提言活動を適宜実施する。 ６．造園・環境緑化産業振

進に関わる要望・提言活

した防災協定の締結の促

本 造 園 建 設 業 協 会、
（社 ）

会の構成団体（
（一社）日

造園・環境緑化産業振興

興会の活動



４．東日本大震災復興支援

⑴次世代を担う若手経営者

の育成



動を展開する。また東日

造 園 組 合 連 合 会、
（一 社 ）

（社）日本
本大震災の復興に際して、 日本植木協会、

②造園建設業の特性を活か

施工技術、法令、入札契約

造園のもてる技術を発揮

ランドスケープコンサルタ

平成 年度事業計画
制度、施策等に関する情報

ンツ協会、
（社）日本公園

の大地震により巨大津波が

したマグニチュード９・０

いる。昨年３月 日に発生

体は大きな転換点を迎えて

方で公園緑地の整備ストッ

とに置かれている。その一

非常に厳しい経営環境のも

革等により急激に変化し、

札契約制度改革、補助金改

に応え、人と自然が共生す

先取りし国民の要望に的確

の拡大に力を注ぎ、時代を

磨きをかけ、その発揮の場

力）に更なる研鑽を重ね、

調査研究として次の事業を

園業の経営の改善に関する

園工事施工の合理化及び造

造園技術・造園資材・造

コンセプトブックの取りま

震災復興支援調査報告書と

業の一環として、東日本大

また日造協創立 周年事

注、日造協の資格制度の

環境共生工事の造園発

③道路緑地管理工事や自然

立場から直面する課題に連

造園・環境緑化技術振興の

て、環境緑化思想の普及、

運動施設建設業協会）とし

建設業の確かな未来を築

る日造協活動を通じた造園

２．造園施工技術の検討

員及び関係機関へ配布する。 民等へ向け情報を公開する。

ため会員実態調査を行い、会

や要望等の基礎資料とする

握し、造園工事の事業拡大

蓄積、
整理し、
造園技術者、
市

の評価基準に関する情報を

街路樹の樹形、剪定技術

査研究

３．行政との意見交換会

期的に展開する。

一体となって組織的・定

を本部・総支部・支部が

①「広報日造協」の発刊

７．機関紙の発行等

携して取り組む。

１．国際園芸家協会（ＡＩ

業を行う。

⑴調査研究事業



東日本太平洋沿岸部を襲
クを有効活用する指定管理
る持続可能なしなやかな社

活用等の要望・提言活動

今、わが国の経済社会全

を積極的に収集し、わかり

し貢献できるよう造園建

施設業協会、
（一社）日本

い、多くのまちが瓦礫と化
者制度や長寿命化計画に基

とめに協力する。

削減、コスト構造改革、入 （ゆるぎない技術力・洗練
された文化力・豊かな創造 【本部】
査研究及び普及啓発事業

第１ 造園技術に関する調
やすい形で発信する。

面への啓発、
要望を行う。

設業の活用に関する各方

して、１万９千人を超える
会を形成し、次世代に継承
行う。

く た め、以 下 に 重 点 を 置

の導入などの動向に対応す

に創立 周年を迎え、本年
くものとし、
「財政・運営

新
く活用されるよう公開する。 割の整理を行うとともに、

安全対策等の検討を行い、
広

加えて福島県における原子

４月１日をもって一般社団
に関わる今後講ずるべき対



死者・行方不明者を出した。 づくストックマネジメント
する社会的使命を果たすこ

６．街路樹剪定に関する調

年が経過し、被災地の復興
法人に移行し、新たな第一
策」に基づく対策集中実施



１．会員の実態調査

計画の策定が進み、復興庁
歩を踏み出すこととなっ
期間（平成 年度から３年

ることが必要となっている。 とが必要である。

の設置、復興予算の確保を
た。これを契機に造園建設

間）の第１年度として、継

力発電所事故が被害の様相

はじめとする国の復興推進
業の発展を図る上で全国組

⑵広報活動・普及啓発事業

についての調査研究を行う。

な影響を被った。
東日本大震災の発生後一

⑵本部・総支部・支部が一

造園建設業界の実態を把

体制も整備され、復興に向
織として日造協が果たして

査、診断、改良提案等に役

をさらに複雑なものとし、

けて着実に動き出した。一

立つ資料をとりまとめ、ホ

度の向上を目指すととも

平成 年度事業の
実施方針

方で災害廃棄物処理の遅

続的な日造協活動の展開を

する。

確保、事業運営の重点化・ ームページ等を通じて公開

建設業の活動領域の維持・ 支える安定的な財政基盤の

来た役割を再認識し、造園

効率化など抜本的な対策を

に、様々な機会を捉えた普

被災地の当協会会員も多大

れ、住民の高台への集団移
拡大に日造協会員が一致団

４．技術情報共有発表会

体となった定期的な要

植栽基盤整備における調

３．植栽基盤技術の検討

業が貢献できる機会拡大と

づくりに向けて、造園建設

美しく安心・安全な国土

ために広く配付する。

設業界の活動等を周知する

に、関係官公庁等に造園建

の情報等を提供するととも

会員として、総会やスプリ

会（ＡＩＰＨ）の日本代表

機関である国際園芸家協

国際園芸博覧会の認証

ＰＨ）の活動への参加

開に関する調査研究

７．日造協活動の戦略的展

造園建設業の実態の認識を
見交換会を開催する。

高めるため行政機関との意

を試行する。

ため、電子媒体による配布

紙媒体での発行を削減する

博覧会の開催及び参加につ

席するとともに、国際園芸

ング・ミーティング等へ出



日造協の果たしてきた役

活動の戦略的展開の方向性

たな課題に対応した日造協

いて支援・協力を行う。ま



②「日造協 年の歩み」の
日造協創立 周年事業の

刊行

都市づくりを進める
Green
活動に賛同し、情報の
City

た国際的に緑を活かした

催。世界各国１００以上の

出展者が集いました。会場

エリアは５つのテーマゾー

ンから構成されています。



（ツアー参加者限定企画）

◎現 地 関 係 者 と の 交 流 会

を最先端の情報交換の場

として活用下さい。



は環境と産業の調和を推

◎エムシャープロジェクト

進する地域。エムシャー

川流域の総面積８００平
ついて、防災協定の締結

造協活動の成果を取りまと

一環として、この 年の日

収集と発信に努める。

部のフェンローで開催中の

日造協ではオランダ南東

た景観を、環境的にも経

れた自然環境や破壊され

方㌖に及ぶ地域。汚染さ
に努める。

団体との交流

月 日）の視察を企画。７

─国際園芸博覧会」
（～
港湾、自然公園、学校等

める。

暖化防止対策の啓発に努

の趣旨に賛同し、地球温

の技術と感性をアピールす

行政や市民に対し、造園

ルの開催

園技術の活用を図る。

造園建設業の周知向上、造

体との交流を図り、日本の

お誘い合わせの上お申し込

泊７日間。

月５日㈭～７月 日㈬の５

海外の日本庭園の適正な

で 年に一度開催される、

フロリアードはオランダ

園デザインの様々な例

は ㌶。ヨーロッパの庭

の東宮に設けられ、広さ

察。ベンラート・パレス

ーマにした歴史博物館視

◎世界有数の「庭園」をテ



地区。

ャーパーク構想」の対象

進された「ＩＢＡエムシ

済的にも立て直そうと推

造園関係の国際機関、団



２．造園関係の国際機関、 「フロリアード２０１２
関係機関に配布する。


の緑化行政に対する協力

みください。

」 ８．全国造園フェスティバ

「ひろげよう 育てよう

展開と情報の収集・発信

３．新たな造園ビジネスの

ェクト「チャレンジ

するための国民的プロジ

②京都議定書の目標を達成



め、印刷物として会員及び

害時における防災活動に

①国・地方公共団体等と災


組み

４．社会貢献活動への取り


造園建設業の社会的認知

及啓発を推進するため次の
事業を行う。

各種造園関連技術の蓄積
と技術者相互の情報共有を

道路、
河川、
１．公園緑地、
また（公社）日本造園学

ることによって、造園建設


図るため、
「技術情報共有

会との包括協定に基づく協

業の理解を深めるために開

ポジウム等の開催

維持管理を目的とした海外


みどりの都市」
全国大会、 ５．日造協創立 周年シン
春季における都市緑化推進

催する。


力により、造園・環境分野
におけるより高い次元から

日造協創立 周年事業の
月間、道路ふれあい月間、

都市緑化月間、まちづくり

今後の造園を考える内容と

一環として、過去の 年と

造園技術の国際交流及び

際交流事業

な造園ビジネスの展開につ

組織との連携を図り、新た

会。今年は６回目、オラン

世界最大級の国際園芸博覧

ストモダンまで幅広く再

が、アンティークからポ

造園技術に関する国

運動、
全国都市緑化フェア、
める。

河川愛護月間等に協力する。 し、事業領域の拡大を視野
収集と発信

２．要望・提言活動

に置いて市民や行政に向け

協力を推進するため次の事



造園技術、関連資機材、

（３面に続く） ダ南東部のフェンローで開

現されています。

５．造園技術に関する情報

第２


の社会貢献、人材育成に努

発表会」を開催する。



転や産業を再興するための
結し取組み、この厳しい状

講ずる。概要は次の通り
く公益事業の着実な実施

の被災地において復興計画

望・提言活動

毎月発行し、会員に最新

基盤整備が進まず、本格的
況を乗り越え、時代の新た

１．
公益目的支出計画に基づ

当協会は、昨年 月４日

な復興に向けて多くの課題
な要請に的確に応えなけれ

に基づく復興事業が本格化

10

造園工事の特性に適した

が山積しており、建設業の
ばならない。



一部の業種には復興需要が

⑴日造協創立 周年事業

する中で、その時々の要請

ール

40

40

５月18日
（金）

申込〆切

11

とりわけ、東日本大震災

造園建設業を取りまく全

に英知と造園力を発揮し、

有化

⑹技術者・技能者の育成
２．資格取得の促進

旅行企画：近畿日本ツーリスト㈱
☎03-6891-9305

24

見られるものの造園建設業
には及んでいない状況にあ

国的な状況は、生物多様性

緑豊かな環境の再生に取組

⑷国際交流事業の展開



保全や地球温暖化対策等と

み、被災地の復旧・復興に

る。

しての緑の重要性に対する

貢献することが求められて



社会全体の関心や緑豊かな

⑸最新技術情報の発信・共

平成 年度の事業の実施

⑶造園建設業の社会的アピ

安全・安心で活力のある国

いる。
にあたっては、魅力あふれ

10

24

11

土・都市・地域づくりの推
進に対する期待の高まりが

25

10

フロリアード2012
国際園芸博覧会
視察参加者募集

10

Ⅰ
見られるが、公共事業費の

60

40

40

24

40

40

24

20

Ⅲ

24

Ⅱ

40

11

（２）
平成２４年４月１０日

協
造
日
広報

第４５７号

催と紹介

に、会員への安全啓発活動

①造園技術講習会

緑化事業の推進及び業界

園分野に進もうとする学
の一環として、安全週間、

いて検討を行うとともに、
の発展に著しい業績等があ

策講習会
３．図書の刊行・販売





①会員企業に所属する技術



４．フロリアード２０１２


労働安全衛生週間の周知・

②造園施工管理技士受験対
った者に対し、表彰規程に
啓発のためのポスターを作

生・生徒のデザイン・設計
者の資格取得推進、技術
基づき、会長が表彰する。
成し配布する。

海外の事業進出、受入など
情報向上のために必要な
②国が行う褒章・叙勲・大

技術の向上を図るため、（一
講習会を開催する。
臣表彰・大臣顕彰への候

実務に役立つ造園緑化関連
資格認定、講習会等に関
②総支部・支部開催の講習

情報の収集と発信に取組む。 社）ランドスケープコンサ
ルタンツ協会、全国高等学
連する図書を刊行又は販売
会等へ講師を派遣する。
叙勲・褒章、国土交通大

補者の推薦



校造園教育研究協議会との
する。



③会員に造園技術習得、経

造園工事に携わる者の処
遇改善及び雇用する企業の
経営基盤強化につながる、
造園工事の仕様書、歩掛、

臣表彰、都市緑化及び都市
公園整備・保全美化運動に

営改善及び技能講習等の

③企業基盤の強化と活性化

への出展協力
共催で実施する。



生事業及び会員支援事業

また入選作品は、
（公社） 第５ 会員のための福利厚
日本造園学会全国大会等で
各種研修会・講習会情報

学会の目・眼・芽

環境省が取り組む、生物多様性保全のための新た
な展開をご紹介します。

１．愛知目標を受けた生物多様性国家戦略の策定

生物多様性条約第 回締約国会議（ＣＯＰ ）が

一昨年の 月に愛知県名古屋市で開催され、生物多

様性に関する新たな世界目標となる「愛知目標」の

採択などの成果が得られました。我が国は、今年イ

ンドのハイデラバードで開催される第 回締約国会

議で、新たな生物多様性国家戦略を示す等、ＣＯＰ

議長国としての責任を果たしたいと思います。

次期国家戦略では、東日本大震災も踏まえ、人と



・海洋酸性化、環境ホルモン、ネオニコチノイド、

放射性物質など、近年、その影響が指摘されてい

ること。

ＣＯＰ で決定された愛知目標の保護地域の目標

２．国立公園の新規指定と大幅拡張

（陸域 ％及び海域 ％）達成に向けた取り組みと

して、国立・国定公園の総点検（平成 年）の結果

年に公表した重要湿地５００を点検し、対応方策

湿地生態系の保全・再生の強化を図るため、平成

４．湿地生態系の保全 再生の取り組み強化

･

パークが連携した施策を展開します。

のＭＡＢ計画に基づく生物圏保存地域）や世界ジオ

ます。国立公園とユネスコ・エコパーク（ユネスコ

して相応しい地域の検討を関係省庁とともに推進し

自然遺産の登録を目指した取り組みを進める場所と

界自然遺産への早期登録を目指します。また、世界

奄美・琉球諸島について、地域との調整を進め世

３．新たな世界自然遺産の登録に向けた取り組み

現に向けた取り組を強化します。

地の復興に貢献する三陸復興国立公園（仮称）の実

公園の新規指定や大幅拡張を進めます。また、被災

も踏まえ、海域も含め、奄美、西表、白山等で国立

22

日造協創立 周年事業の
一環として、オランダ王国
で開催されるフロリアード
会員のための相互支援を

労務費、市場単価について

展示を行い、若者の技術力
おける都市緑化功労者国土

２０１２の日本国政府出展
をメール又はＦＡＸによ

のアピールとコンクールの
目的とした福利厚生、支援

事業に協力し、日本の造園

の調査研究に基づく改善提

のため次の事業を行う。
交通大臣表彰、優秀施工者

ＰＲを図るとともに、幅広
り提供する。

技術を周知するための講座



２．技術・技能の向上に向

案等を行う。

⑴地域リーダーズ活動

国土交通大臣顕彰等の候補

い応募者の拡大に努める。
けた情報提供

東日本大震災の被災地に



第６ 東日本大震災復興支援

全国の造園建設業の後継
者の推薦を行う。

へ講師派遣を行う。



第４ 造園技術に関する資
①会員の必要とする技術情



第３ 造園技術者の人材育
者、後継者候補の相互コミ

４．雇用改善事業

格認定事業



成事業

若年者の入職促進のため

自然との関係を改めて見直し、
復興にも資するよう、

報を的確に提供するため

安全・安心が確保された「人と自然との共生」を実

ュニケーションを深め、将

おける復興事業の本格化に

より専門性の高い造園技

現するための基本的な考え方を示す方針です。９月

造園技術の継承と施工技

対応し、その時々の要請に

来の造園建設業の全国的な

応え、各方面との連絡・調

活性化を推進する目的の地

得の推進のための事業を実

術者を育成し、造園工事施

のシステムの改善を行う。 の人材育成及び公的資格取

工管理技術、植物育成・管

の閣議決定を目指し、２月から生物多様性国家戦略

術の向上を図り、次代を担

小委員会（委員長は武内和彦東京大学大学院教授）

う技術者、技能者の育成を

整を図りながら、緑豊かな

②造園ＣＰＤ制度の活用



環境の再生や津波防災緑地

域リーダーズ活動を支援す

施する。

る。

５．その他

理技術、植栽基盤整備技術
団体として、制度の普及

の向上を図るため次の事業

・造園ＣＰＤ協議会の構成

図るため次の事業を行う。



で議論頂いています。策定に際し想定される主な課

協力
１．技能五輪大会参加、

の整備、公園緑地の災害復
旧等の諸事業の円滑な推進

題や論点は次のとおりです。

ス）を価値として評価（見える化）し、市場メカ

・自然環境に順応した国土の保全管理を通じ、生態

ニズムを活用した経済的手法に関すること。
献できるよう造園建設業の

発揮し、被災地の復興に貢

また造園のもてる技術を

・生物多様性がもたらす様々な恵み（生態系サービ

①会員名簿の発行
会員名簿は電子媒体によ
る配布を原則とし、必要に
応じて印刷をする。

に取組む。

と会員の募集を行う。
ムを企画し、実施する。

・造園ＣＰＤ認定プログラ


労災上乗せ補償制度、第

術者のＣＰＤ単位取得機

・第一線で活躍する造園技

業

を行う。

運営委員・競技委員を派
１．資格の認定、認定試験

三者賠償責任補償制度、工



事対象物補償制度を会員に

活用に関する各方面への啓

②安全週間ポスター等会員

へ配布

10

の検討を進め、その結果を基にした取り組みを強化

します。また、敦賀市中池見湿地、宮古島与那覇湾

若手造園人やこれから造

ンコンクールの実施

▼近畿地方整備局国営明石

▼出向（内閣府大臣官房） 園事務所長）

〈３月 日付〉

海峡公園事務所長＝田畑正

地方整備局国営明石海峡公

園調整官＝小島孝文（近畿

▼近畿地方整備局建政部公

政部公園調整官）

村幸夫（近畿地方整備局建

２．資格研修会の開催

③登録造園基幹技能者

念公園事務所長）

沖縄総合事務局国営沖縄記

正明（大臣官房付・内閣府

画チームリーダー）＝足達

再生機構都市施設部公園計

▼辞職（独立行政法人都市

ーダー）

生機構都市施設部チームリ

康之（独立行政法人都市再

１．研修会・講習会等の開


⑶会員支援事業

再生機構東日本都市再生本

当部長〉
）
▼辞職（独立行政法人都市

日本都市再生本部企画部担

立行政法人都市再生機構東

＝片山壮二
（大臣官房付
〈独

課景観・歴史文化環境整備

①造園建設功労賞等の表彰

３．表彰

佐）

市防災対策推進室課長補

佐＝佐藤匡（都市安全課都

歴史文化環境整備室課長補

整備室長）

保対策を推進するととも

▼公園緑地・景観課企画専

総括官付）

等総合調整室〈併〉復興庁

〈併〉大臣官房都市再生機

園緑地・景観課企画専門官

▼関東地方整備局建政部公

発、要望を行う。

研究官＝曽根直幸（公園緑

環境研究部緑化生態研究室

▼国土技術政策総合研究所

確保課長）

歴史公園事務所調査・品質

房社会資本整備総合交付金 （近畿地方整備局国営飛鳥

対策官＝池田亨
（公園緑地・ 園調整官＝辻本慎太郎（公

▼東北地方整備局広報広聴

門官〈併〉大臣官房都市再

▼公園緑地・景観課景観・ 構連絡調整室〈併〉大臣官

▼辞職（船橋市建設局長） 景観課景観・歴史文化環境

室課長補佐）

▼総務課調整室長補佐＝石

生機構連絡調整室〈併〉大

庁総括官付＝三井雄一郎

画室専門調査官〈併〉復興

▼都市政策課大都市戦略企

緑地環境技術係長）

園緑地・景観課緑地環境室

総合調整室＝一言太郎（公

社会資本整備総合交付金等

準指導係長〈併〉大臣官房

▼公園緑地・景観課安全基

係長）

緑地・景観課施設保全企画

確保課長＝寺内雅晃（公園

▼総務課＝梅田智寛（公園 （枚方市理事）

観課防災安全管理係長）

＝酒井翔平（公園緑地・景

▼都市計画課公園緑地係長

係長）

地環境室緑地環境政策調整

本文（公園緑地・景観課緑

境室緑地環境技術係長＝塚

▼大臣官房付＝高橋克茂

ジデンス㈱）

長＝只野宏幸（三菱地所レ

▼公園緑地・景観課法規係

緑地・景観課）

全管理係長＝守谷修（公園

▼公園緑地・景観課防災安

等を今年ルーマニアで開催されるラムサール条約第

＝甘利敏一（公園緑地・景

敏（九州地方整備局国営海

部企画部担当部長）＝田村

井俊光（公園緑地・景観課

都市局関係

国土交通省

化等にも対応できる、脅威に強くしなやかな国土

考えています。



（公社日本造園学会理事、

塚本 瑞天

淀川河川事務所副所長〉
）

景観課付〈近畿地方整備局

理事）＝伊藤亘（関東地方

▼辞職（福岡市住宅都市局

ん丘陵公園事務所長）

開発建設部国営滝野すずら

▼近畿地方整備局国営飛鳥

長）

局国営飛鳥歴史公園事務所

歴史文化環境整備室長＝上

＝鹿野央（関東地方整備局

プスあづみの公園事務所長

歴史公園事務所副所長）
の公園事務所長）
▼公園緑地・景観課景観・ ▼関東地方整備局国営アル

ちづくり局都市計画課長） 課 災 害 査 定 官 ＝ 西 嶋 孝 治
＝舟久保敏（近畿地方整備 （近畿地方整備局国営飛鳥

▼辞職（兵庫県土整備部ま

野純一（土地・建設産業局

整備局国営アルプスあづみ

課長補佐）

景観・歴史文化環境整備室

官〈併〉復興庁統括官付）

大都市戦略企画室専門調査

＝佐々木貴弘（都市政策課

▼公園緑地・景観課長補佐

興庁総括官付＝辻野恒一

付金等総合調整室〈併〉復

臣官房社会資本整備総合交

▼近畿地方整備局国営飛鳥

地係長）

峰嵜悠（都市計画課公園緑

市・住宅整備課課長補佐＝

▼中国地方整備局建政部都

門官＝湯澤将憲（関東地方 （公園緑地・景観課長補佐） 室）

▼公園緑地・景観課企画専

▼公園緑地・景観課付＝高

整備総合交付金等総合調整

長〈併〉大臣官房社会資本

地・景観課安全基準指導係

▼公園緑地・景観課緑地環

課主任技師）

葉市都市局公園緑地部建設

全企画係長＝鈴木七瀬（千

▼公園緑地・景観課施設保

園維持係長）

（公園緑地・景観課国営公

歴史文化係長＝富所弘充

康則（総務課）

▼公園緑地・景観課＝入江

所調査・品質確保課）

州地方整備局雲仙復興事務

園維持係長＝荒金恵太（九

▼公園緑地・景観課国営公

局企画課調整係長）

＝岩崎健（土地・建設産業

歴史文化環境整備室古都・ 境室緑地環境政策調整係長

▼公園緑地・景観課景観・ ▼公園緑地・景観課緑地環

昭（北陸地方整備局道路部

丘陵公園事務所長＝八橋義

▼北陸地方整備局国営越後

〈４月６日付〉

＝脇坂隆一（東北地方整備

市調整官〈併〉都市安全課

▼東北地方整備局県政部都

環境省自然環境局自然環境計画課長）

▼辞職（新潟市都市政策部

整備局国営昭和記念公園事

歴史公園事務所長＝大石智

橋涼
（朝霞市都市建設部長） 歴史公園事務所調査・品質

緑地・景観課）

長）＝井村久行（九州地方

務所長）

建政部公園調整官）

道路管理課長）

局県政部都市調整官）

整備局国営吉野ケ里歴史公

▼関東地方整備局国営昭和

建設業課紛争調整官）

長）＝柳原季明（公園緑地・ 宮章浩（北海道開発局札幌

園事務所長）

弘（都市局公園緑地・景観

▼水管理・国土保全局防災

▼九州地方整備局国営吉野

記念公園事務所長＝五十嵐

づくりに関すること。

回締約国会議で新たに登録できるようにしたいと

観課公園企画官）

▼大臣官房付・出向・
（内

隆（大臣官房付〈羽島市副

11

ケ里歴史公園事務所長＝髙

31

環境の荒廃や災害リスクの上昇、鳥獣被害の深刻

▼辞職（枚方市理事）＝戸

の中道海浜公園事務所長）

閣府沖縄総合事務局国営沖

人事異動

田克稔（公園緑地・景観課

▼九州地方整備局国営海の


高木剪定作業等の安全確

10

緑地環境室企画専門官）

会の増大を図る。

生物多様性保全のための新たな展開

中道海浜公園事務所長＝篠

②植栽基盤診断士・植栽基


10

17

第33回

11

▼辞職（朝霞市都市建設部

紹介する。

10

）
縄記念公園事務所長）＝鈴 市長〉
木修二（船橋市建設局長） 〈４月１日付〉

盤診断士補

①街路樹剪定士

の実施

⑵会員のための福利厚生事


遣し、若年層や市民に対し
て造園のものづくりの素晴
らしさや興味の喚起に努め
る。



10

系サービスの維持を図り、無居住地化に伴う自然

13

10

40
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福井県支部

「街路樹剪定士会」
設立
初代会長に朝倉邦真氏
が２月 日㈬に設立され、

関係部署からも多数ご参加

県、福井市、鯖江市の道路

なされた。

農薬使用についての報告が

氏（旭造園土木）から最新

設立総会に合わせて、
国、 士会監事を務める渡邊俊輔

ともに近畿地方から始まっ

剪定士会と連携した活動と

行われており、福井街路樹

全にむけた積極的な活動が

樹に関する取り組みなどを
研究し、街路樹剪定士の技

いただき、日造協野村技術
京都府では平成 年に全

た剪定士会が全国各地で展

術力や社会的認知の向上を

調査部長が「美しい街路樹

図るとともに、市民、発注
者にも向けた情報発信を行

高橋東北総支部事務局長

対応について、資料説明が

政・運営に関わる課題への

復興支援等の対応状況、財

に関連した業種区分の見直

県の報告は通り。

見交換が行われた。被災各

緑地の復興事業について意

活動状況、課題、特に公園

た。次いで、東北総支部の

等について説明等が行われ

以降の取組み状況について

整道路部長への要望書提出 （広島市中区）で本部との

町歩のガレキ後片付けに造

に注力する。ここ１年で百

こで盛土、植栽工事の受注

が終わってからになる。そ

は、造園の仕事は瓦礫処理

森宮城県支部事務局長

総支部・支部側から正本

礫が残っておりいまも浚渫

ようになったが、港内は瓦

八戸港は大型船が入港する

告した。街路樹剪定士指導

と資材も止まるため港の整 （東北総支部事務局長 高橋征勝）

中である。八戸港を止める

員については、指導員が退

あった。

画してはどうかとの提案が

会を市民、発注者と共に企

からはシンポジウムや講習

ームＡＰ名古屋で本部との
交流会を開催した。

受講しやすいように各県持
ち回りにしていることを報

委員会等の活動
■ア ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 推

進等特別委員会

造 園 業 界 の 未 来 に 向 け、
新たな日造協の使命や今後

（３月８日㈭）

年度度事業計画

～７月号の紙面内容等につ



いて審議した。
（３月 日㈭）

れば、写真等を送付致

します。お気軽に連絡

て頂き誠にありがとう

の賛助会員に入会させ

この度は、日造協様

のニーズに合った庭石

二カ所あるので、皆様

田県に三か所山形県に

います。採石場は、秋

を採取し、販売をして

☎ ０１８４・４６・２２２１

六─三五

砂川字タカコヤ

象潟町小

秋田県にかほ市

………………………

下さい。

ございます。

がきっと見つかると思

日造協賛助会員の紹介
川越工業㈱

当社は、秋田県と山

います。ご希望の大き

０１８４・４６・２６７７

形県にまたがる鳥海山

況ではありません。

るのが目的ではなかったと思いま

同業者のなかには「俺のところ す。何らかの対策を打って行くか、

ムとして立ち上げられたのが、
「シ バー人材センターさんは、入札なし す。私もまだ 代です。年金など、

高齢者に、働く場所を与えるシステ 齢）と話される方もみえます。シル 必要な時期にきている様に思われま

（従業員が高 もしくは、システムの抜本的改革が
日本が高齢化社会になり、元気な の方がシルバーやわ」

シルバー人材
センターの恐怖！

・関東地方整備局道路
㈫ ・ＡＩＰＨスプリングミー
部との意見交換会
ティング
（トルコ）
～ ㈬
㈮・ 中国総支部・支部交流会 【４月】
㈬・登録造園基幹技能者
㈪・フロリアード２０１２
講習委員会
名誉賞審査～ ㈭
㈪・ 総 務 委 員 会（企 画・
・ フロリアード出展事業～ ㈪
㈭・フロリアードオープ
財務合同部会）
ニング講習～ ㈬
㈬・フロリアード監修等
・運営会議
～４／９㈪
㈫・臨時理事会
㈭・ 総務委員会（広報部会）
・総務委員会
（全国）
・総支部長等会議
㈮・㈶全国建設研修セン
㈭・ 造園ＣＰＤ協議会総会
ター評議員会
・造園ＣＰＤ推進委員
・ 地域リーダーズ幹部会
会合同会議
㈪・通常理事会
㈭・ 総務委員会（広報部会）
㈮・第６回みどりの式典
・総支部長等会議

海石」と「二ノ滝石」 さや形等を言って頂け

の麓を産地とする「鳥

40

ても新たに若い人材を入れられる状 て、次の時代の後継者を育てなくす

員の入退会等について審議 【３月】
した。
 （３月 日㈪） ㈭・資格制度検討会議
・運営会議
■総務委員会（全国）
㈮・事業委員会（全国）
通 常 理 事 会 提 出 議 案 とし
㈪・登録造園基幹技能者
て平成 年度事業計画
（案）
、
講習（札幌）
～ ㈫
収支予 算
（案 ）及 び 第 １回 臨
㈫・登録造園基幹技能者
時 理 事 会 提 出 議 案 について
特例講習（札幌）
審議した。 （３月 日㈭）

㈬・建設系ＣＰＤ協議会
■総務委員会（広報部会）
運営委員会
Ｈ Ｐ リ ニ ュ ー ア ル、 年
㈭・アクションプログラ
の 歩 み、 広 報 日 造 協 ４ 月 号
ム推進等特別委員会
・ 造 園・ 環 境 緑 化 産 業
振興会 夢物語交歓会

（案 ）
、 収 支 予 算（案 ）
、会

平成

合同部会）



め、配布することとなった。

割について資料を取りまと

がこれまで果たしてきた役

次 期 通 常 総 会 で、 日 造 協

れ、良好な街路樹景観の保 （福井県支部長 宇坪啓造）

開されることが期待される。 の活動内容を審議した。

いさらに美しい街路景観の

備が優先されている。公園

（朝倉造園）が就任し、
「街
路樹のすばらしさをご理解

国初の剪定士会が設立さ

その様子は福井新聞、建設
実現に寄与することとなる。 して基調講演を行い、剪定

園界は協力した。また、労

関係は発注が一通り終わっ

景観をつくるために」と題

工業新聞に掲載された。

務単価は上昇したが実態を

たが、
土砂の撤去をしても、 ■総務委員会（企画・財務

いただくとともに、剪定士

受注は厳しさが続いてい

は、被災地３県について毎

中部総支部・支部は２月

総支部・支部からは、会

しの必要性が高いと指摘し

は、愛知、静岡、三重、岐

大総支部長ほか 名、本部

職や所属会社の退会などで、

FAX

初代会長には朝倉邦真氏

東北総支部・支部交流会開催
反映していない。
「造園工

公園の遊具が使えないので
撤去のまま。遊具等は予算

㌖圏内では仕事ができない

る。仕事もいまだ交通整理

月労務単価調査が行われて

があれば新設している。

状況である。復興事業が出

ができていない。地元のゼネ

おり、東北６県に対する労

街路樹剪定の認知策につ

日㈮、コンベンションル

員拡大のための工夫につい

ている。業種区分の見直し

阜県支部から各事務所に分

から佐々木吉和副会長、横

人材が不足していることか

などで確保する。鳥取フェ

6

事への分離発注を要望」し

被災６県から現状報告
復興事業に分離発注を
ていく。

つつあるが一部に限られて

コンに仕事が流れ技術者な

東北総支部・支部交流会

へいあんで行われた。総支

いる。公園の除染は造園に

し、資材なしといった状況。 務費調査が来月から行われ

米内岩手県支部長は、

部・支部から渡部総支部長

発注されているが、復興事

桜井福島県支部長は、

ほか 名、本部から藤巻会

業でも造園工事の「分離発

は２月 日㈪午後、パレス

長、野村部長が出席。藤巻

では太平洋岸が被災した。

ると話した。

会長のあいさつに続き、野
注が必要である」
。

山谷青森県支部長は「県

村部長から本部の活動状況

総支部・支部側から大島

て「発注者が植栽管理業務

のヒヤリングにおいて、植

離発注と日造協の資格制度

石ひとみ総務係長が出席し

正本総支部長、佐々木副

アの開催が決定したことか

ら個人会員として参加頂く

会長の挨拶の後、本部が活

31

自身もその技術を高め、力

剪定士会では、街路樹剪

行われた。

剪定士会の活動開始宣言が

福井県で「街路樹剪定士会」 を合わせて福井の街路樹を
の設立のようす（２月 日） 良くしていきましょう」と

街路樹剪定士の資格制度
活用が拡がる中、福井県内
の街路樹剪定士 名が結集
し「福井街路樹剪定士会」 定の講習会や他地域の街路

中部総支部・支部交流会開催

嘉七総支部長ほか 名、本

について造園工事として造

栽育成・維持管理工事を造

の活用について要望活動を

１３８０億円の被害と算定。 いての質問に対し、事務局

部から和田新也副会長、髙

園業者に発注するようにで

園工事の内容・例示に追加

た。

地域会員拡大に向け工夫を
“業種区分”
見直しを要望

梨常任顧問が出席した。

きないか」を要望、本部か

行った旨の報告。今後も定



大島総支部長、和田新也

らは「 月 日に中建審・ するよう要望した。今後も

期的に要望活動を行うよう

の活動状況、東日本大震災

行われた。

副会長のあいさつの後、髙

要望をしっかりやって行き

要請した。

支部交流会を開催した。

梨常任顧問から日造協本部

社会資本整備審議会産業分

たい」と述べた。

その後行ったフリートー

木
（ケヤキ）
調査の受託を、

クでは、鳥取県米子市で樹
主なものでは、地域リー

領域の拡大につなげていく

た。

支部が現状や課題を報告し

また、 月 日の中部地 （中部総支部事務局長 中島和敏） 動状況を説明し、総支部・ ら本部に協力を依頼した。

中国総支部・支部交流会開催

ダー活動について活動が具

供が活発に行われた。

こと、などといった話題提
開催を要望した。また植栽

（中国総支部長 正本 大）

体的にわかるよう研修会の

基盤診断士補研修について

だん減少して行ってしまっては、と 来る高齢者が、若い者の仕事を奪っ

代に仕事とお金が回るシステムを構

築して頂き、世の中にお金が回るよ

うにしていただきたいと思います。

若い人が一生懸命働いてお金を稼

儀賀

木の刈り込みまでもが設計からだん 年金をもらっていて元気に仕事が出 と……

悟（東海造園土木㈱）

に、芝刈りや、草刈り、そして、低 しまいそうで恐怖を感じています。 事の点滴をうってもらいにいかない

計単価も下がって苦しんでいる上 定作業までもが受注できなくなって の所は、シルバー人材センターに仕

業務の物件数が減ったのと同時に設 工場などの会社関係から、個人の剪 ないでしょうか？このまま行くと私

度の導入もあり公園などの維持管理 でしまうと役所の仕事も、そして、 とが日本の活性化につながるのでは

態に陥っております。指定管理者制 とは分かりませんが）このまま進ん たい事や好きなことに使っていくこ

（確かなこ ぎ、そして、そのお金を自分のやり
だんだんと仕事を奪われひん死の状 いるように思われます。

町村から請け負っている造園業者が

そして、低木の刈り込みなどを、市

私どもの様な、芝刈りや、草刈り、

ー人材センターに 年ほど前から、

記憶があるのですが？、そのシルバ か？。どんどん仕事が流れて行って いかもしれません！是非とも若い世

ルバー人材センター」であった様な で直接請け負われているのでしょう まだまだもらえませんし、もらえな

40
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９日㈮、ユーストピア中央

地域リーダーズ活動など
報告会開催を要望
中国総支部・支部は３月
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科会建設部会基本問題小委
員会が取りまとめた『中間
とりまとめ』の業種区分の
見直しの方針の中で、現在
は『つくる』を念頭に業種
区分が定められているが、
本格的な維持管理時代に対
応し、
『なおす』
『とりこわ
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してつかう』といった行為
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総支部、支部、事務局からの
記事を紹介します
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