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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！

造園技術フォーラム

本号の主な内容
２・３面  【学会の目・眼・芽】　都市縮退に対するランドスケープからのアプローチ
　　　　　 （公社）日本造園学会 国際委員会委員　東京大学大学院工学系研究科助教　飯田 晶子
　　　　　 日造協　平成 28、29 年度　委員会・部会紹介
           事業委員会 : 技術企画部会、造園フェスティバル推進部会、全国造園デザインコンクール等推進部会、人材育成部会、要望・提言活動部会
           造園領域発展戦略委員会 : 戦略企画部会、戦略立案部会、担い手育成・確保推進部会、女性活躍推進部会、会員拡大プロジェクト推進部会
　4 面  【ふるさと自慢】新潟県　独自の歴史と文化が根付く島鬼が舞う「鬼太鼓」は必見 

本井　忍（㈱本間造園）
　 　　 【緑滴】 目標・夢を持つことで前進！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田県支部　松本 咲子（㈱松本造園土木）

坐って庭を眺める

　　　　 （一社）日本造園建設業協会理事　
㈱諸井緑樹園　代表取締役　諸井道雄

　私は、福島県南相馬市原町区に暮ら
している。この地域の人達にとって平
成 23 年 3 月 11 日に発生した大震災
と 12日におきた原子力発電所の事故
に、生活の全てが狂わされてしまった。
　事故当時、原発から 30キロ圏内の
原町区は避難準備区域とされたが、目
に見えぬ放射能の恐怖で、住民の 9
割以上が避難を余儀なくされた。
　私も一時埼玉に避難をしたが、毎日、
故郷での遺体捜索やガレキ撤去の報道
を見聞きするたび、いてもたってもい
られず、すぐに戻って来た。
　地元では、行政機関は避難をせず、
昼夜を問わず復旧に奔走しており、早
速会員にも声をかけ復旧の手助けをし
たいと申し出た。業界の組織化がこん
なにも大きな力に成り得たことを、こ
の時ほど心強く感じたことはなかっ
た。
　しかし、現地に立ち、防風林がすべ
て流された海岸線の光景、基礎だけを
残し流された家々の跡地を見て、すっ
かり変わってしまった景色に何の言葉
もなく、ただただ愕然とした。

◆
　今、５年以上が経過し、放射線量が
高い１市４町２村の内、いまだ一部は
帰還困難区域だが、除染が進んでいる
地域では、復興公営住宅や個人住宅が
建ち始めてきた。
　それによりこれまで除染で無残な姿
に枝打ちや伐採された庭木や街路樹そ
して重機で押しつぶすように取り壊さ
れていた「庭」がようやく本来の造園
や作庭とよべるものに戻りつつある。
　この時「緑の再生なくして、我々の
出番なくして福島の復興に終わりはな
い」と強く感じるのである。

◆
　ところで「庭」は、生活スタイルの

変化に伴い時代とともに変遷してき
た。当地でもガレージ庭園、アプロー
チの庭等のニーズが増え、以前の作庭
とは大きな様変わりであるが、それだ
け私達には、多様な技術・感性が求め
られてきているのだろう。
　「庭」というと坐って眺めるイメー
ジがあるが、この「坐る」という字は、
土の上に人がふたりいる。これは自分
と自分が向き合っているということら
しい。
　たまには、土に坐って、いま自分が
手がけている庭と向き合い、庭の呼吸
を静かに感じとることが大切かも知れ
ない。秋が、少しずつ落ち着きをみせ
るなか、私もようやく坐って庭を眺め
てみたいと思うようになってきた。

◆
　さて、平成 30 年には、南相馬市を
会場に「第 69回全国植樹祭」～育て
よう希望の森を　いのちの森を～の開
催が決まり、さまざまな関連行事が始
まっている。
　このフクシマから世界に向け「みど
り」を発信する意義の深さ、大きさは
また格別なものである。また「復興祈
念公園」のコンセプトもまとまったよ
うだ。

◆
　最後に、我が南相馬市には、一千有
余年の歴史を経て、今なお息づく伝統
の祭り「相馬野馬追」がある。震災直
後は規模を縮小したが、今では祭り本
来の姿となった。暑い真夏に繰り広げ
られる人と馬の勇姿は、何があっても
歴史を途絶えさせてはならない、とい
う執念そのものである。
　そして、それぞれが５年という歳月
にどれほど鍛えられてきたかを思う
時、人間の凄まじい底力を感じるので
ある。

　日造協の平成 28 年度「造園技術フォー
ラム」は 10 月 26 日㈬ 13 時半から東京
都江東区の豊洲シビックセンターホール
て開催する。発表は 5 件で業務に役立つ
内容です。詳細は、日造協ホームページ
をご覧いただき、ぜひ、ご参加ください。

優秀施工者国土交通大臣顕彰
日造協から建設マスターに10氏が受賞

　「都市緑化キャンペーン 2016」が 10
月 7日、東京都千代田区の有楽町駅前広
場で行われた。
　キャンペーンは、「ひろげよう　育て
よう　みどりの都市」をテーマに、日造
協をはじめ、緑化関連団体等で構成され
る都市緑化推進運動協力会などの主催、
国土交通省、東京都、千代田区、全国知
事・市長・町村会の後援で開催された。
　当日は、来春開かれる第 33 回全国都
市緑化よこはまフェアの紹介の後、正
午から、石井啓一国土交通大臣、冨田祐
次都市緑化推進運動協力会長、増田愛子
第 26 代日本さくらの女王、下野侑紀さ
くらプリンセス、シーベレール磨紀平成
28 年度横浜観光親善大使が登壇し、花
鉢を一人ひとりに手渡した。
　その後、ヒノキやゆずなどの緑の香を
楽しむ「ロールコロンづくり」のワー
クショップや海上保安庁音楽隊コンサー
ト、第 34 回全国都市緑化八王子フェア
の紹介、愛犬家の都市公園の散歩利用な
どからより快適な都市公園の利用などに

取り組む、三浦健太ワンワンパーティク
ラブ代表によるトークショーなどが行わ
れた。
　会場の有楽町駅前には「緑の壁」壁面
緑化も設けられ、集まった多くの人で、
花鉢と都市緑化に関する案内など 700
セットはあっという間になくなった。
　なお、キャンペーンは、人工構造物が
増加する一方で、緑地などの自然空間が
減少するなど、ヒートアイランド現象の
進行等の環境悪化問題が大きな社会問題
となっている。
　失われた自然空間の回復が求められて
いる中、快適な生活環境を取り戻すとと
もに、次の世代に問題を先送りすること
なく、緑豊かな環境を引き継いでいくこ
とが大切である。
　このため、都市に生活する市民一人ひ
とりが都市の緑に対する理解と関心を高
め、今後、国民総参加の都市緑化を推進
していくきっかけの場となることを目的
に毎年、都市緑化月間に合わせ、開催さ
れている。

都市緑化キャンペーン2016
石井国土交通大臣が有楽町駅前広場で都市緑化を PR

石井啓一国土交通大臣（中央）、冨田祐次都市緑化推進運動協力会長（最左）が花鉢配布を行った

　平成 28 年度優秀施工者国土交通大臣
顕彰式典が 10 月 7 日、東京都港区のメ
ルパルクホールで行われた。
　日造協からは、優秀施工者国土交通大
臣顕彰（建設マスター）に、會田清氏（44）
㈱今野庭園（山形県）、西谷慈紹氏（47）
㈱岸グリーンサービス（石川県）、中川
慶治氏（57）㈱高木造園（滋賀県）、今
木智一氏（48）㈱小林造園（京都府）、
槇野浩二朗氏（56）出雲土建㈱（島根県）、
西森保氏（48）㈱佐々木造園（高知県）、
杉本泰彦氏（57）㈱中村緑地建設（福
岡県）、坪井真二氏（47）㈱九州緑化産
業（福岡県）の 8 氏が受賞した。
　また、青年優秀施工者土地・建設産業
局長顕彰（建設ジュニアマスター）には、
内藤寿昭氏（38）木上梅香園㈱（熊本県）、
間世田明里氏（39）㈱桂造園（鹿児島県）
の 2 氏が受賞した。

　式典では、優秀施工者国土交通大臣顕
彰および青年優秀施工者への表彰状の授
与が行われたほか、受賞者のお子さん等
からの作文「ぼく・わたしから見たお父
さん・お母さんの仕事」や、「私たちの
主張」「高校生の作文コンクール」の作
文紹介も行われた。

日造協

追加募集中 10/26 開催

平成 28 年度優秀施工者国土交通大臣及び局長顕彰受賞者と藤巻会長で記念撮影
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事業委員会

日造協 各委員会・部会紹介平成 28、29 年度
平成 28、29 年度の日造協　各委員会・部会を本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・副部会長、※理事

　当委員会では、こ
れ ま で 継 続 し て き
た、4 つの部会に加
えて、全国造園デザ
インコンクール等推
進部会が誕生しまし
た。

　協会内外に発信力を持てる委員会活動

を目指していきたいと思います。
　皆様の御支援をよろしくお願いいたし
ます。

造園フェスティバル推進部会
氏　名 所　属 支部

◎関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　坂井　丈浩 イビデングリーンテック㈱ 東京
　丸　　健一 住友林業緑化㈱ 東京
　丸山　賢史 ㈱日比谷アメニス 東京
　室橋　智 物林㈱ 東京
　桑原　宣基 湘南造園㈱ 神奈川

　私は今でもあの言
葉を思い出します。
　 そ れ は 3 年 前 の
造園フェスティバル

でのことでした。球根つかみ取り大会を

行うため、一般の人々に整列して待って
いただいていました。先頭の年配のご婦
人が私に語りかけてきたのです。
　「造園はこれからの仕事ね。だってこ
れからは心の時代よ。みどりは心を癒し

造園フェスティバル推進部会
部会長　関根　武

てくれるでしょう。いい仕事に就いてる
わね。ありがとう。」
　今年も造園ファンを一人でも多く増や
し、また快適環境の創造、環境保全に貢
献している団体であることをアピールし
ていきましょう。ぜひご協力いただきま
すようお願い申し上げます。　

全国造園デザインコンクール等推進部会
氏　名 所　属 支部

◎山田　通明 ㈱山梅 群馬
　室橋　智 物林㈱ 東京
　田口　英明 田口園芸㈱ 神奈川
　堤　　明伸 ㈱津々美造園 山梨
　坂戸　広三 ㈱園建 長野
　上田　誠 ㈱植杢 滋賀

人材育成部会
氏　名 所　属 支部

◎森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　菊地　章博 ㈱菊地造園土木 群馬
　桜井　裕一 ㈱石勝エクステリア 東京
　荒井　一行 日産緑化㈱ 東京
　南　　雅義 ㈲南造園 福井
　當内　匡 ㈱庭樹園 大阪

要望・提言活動部会
氏　名 所　属 支部

◎鈴木　一彦 ㈱東松園 千葉
　佐々木創太 むつみ造園土木㈱ 秋田
　荻野　淳司 アゴラ造園㈱ 東京
　坂井　丈浩 イビデングリーンテック㈱ 東京
　関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　武井　大佐 西武造園㈱ 東京
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川

全国造園デザインコンクール等推進部会
部会長　山田　通明

　当部会は、第 43
回開催する歴史ある
デザインコンクール
の実施計画立案と協

会内外への認知度アップ、共催いただい
ている全国高等学校造園教育研究協議会
と連携強化を図ると共に、受賞者が就職
活動等に有利に働くシステムの構築や担

い手確保のためインターンシップへの企
画立案等が重要課題となっております。
　前回、前々回と２年連続で応募総数が
増加（第 42 回 439 点）し、今回は過
去最多の第 34 回 464 作品を超えるこ
とを目標とし、平成 29 年 2 月 4 日に表
彰式を行います。

人材育成部会
部会長　森川　昌紀

　人材育成部会で
は、①地域リーダー
ズ 活 動 支 援： 年 ２
回の勉強会を企画

し今年は 11 月に岩手、宮城での勉強会

を開催。総支部・支部における活動支援
の温度差解消と活動展開方法を考え地域
の活性化と若手の交流を図る。②造園Ｃ
ＰＤ単位取得促進の企画：現場技術者が
年間推奨 50 単位を取得できる方策の周

知。③経営者研修会の企画：経営者が必
要とする研修内容の調査 　④造園施工
管理技術検定受験対策講習会の企画立案
をし講師の養成方法について立案　⑤職
長・安全衛生責任者講習の企画立案⑥本
部・総支部・支部実施の資格試験・研修
会・講演会開催情報の共有化推進企画―
の以上６項目を検討し進めてまいります。

要望・提言活動部会
部会長　鈴木　一彦

　 日 造 協 は、 事 業
の重点実施方針と
し て「 担 い 手 ３ 法
の本格的な施工を

受け、造園建設業界の経営上の諸課題の
改善を図るため、要望・提言活動を本部・

総支部・支部が一体となって組織的・定
期的に展開する」を掲げ、要望・提言活
動を行って参りました。
　平成 28 年度も引き続き「日造協の要
望・提言活動の方針」に基づく定期的な
活動を行うようご協力をお願いします。

　今年度に取り組む要望・提言活動の重
点項目には、①担い手３法（建設業法、
品質確保法、入札契約法）に関わる要望・
提言活動、②持続的な事業予算の確保に
関わる要望・提言活動、③造園力の発揮
に関わる要望・提言活動―の３項目を掲
げ、本部・総支部・支部の要望活動を事
務局でまとめています。ご活用ください。
　要望・提言活動を行った際には、本部

氏　名 所　属 支部
○森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
○鈴木 一彦 ㈱東松園 千葉
※米内　吉榮 ㈱米内造園 岩手
　佐々木一敏 ㈱サンコー緑化 北海道
　佐久間　洋 ㈱磐梯園 福島
　丸山　晶己 北越農事㈱ 新潟
　上田　誠 ㈱植杢 滋賀
　藤本　篤靖 ㈱下関植木 山口

事業委員会
氏　名 所　属 支部

◎正本　大 みずえ緑地㈱ 広島
○内山　晴芳 天龍造園建設㈱ 静岡
○稲富　俊広 ㈲稲富造園 徳島
○関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
○山田　通明 ㈱山梅 群馬

まで情報提供をお願いいたします。

　

　学会の目・眼・芽　第 80 回

都市縮退に対するランドスケープからのアプローチ
（公社）日本造園学会 国際委員会委員　東京大学大学院工学系研究科助教　飯田 晶子

　東京大学の工学部と農学部は、通称 ”
ドーバー海峡 ” と呼ばれる言問通りによ
り隔てられている。そこには一本の橋が
架かっているが、学部を超えた行き来は
少ない。しかし、人口減少に伴う “ 都市
縮退 ” という今日的課題の解決に向けて
は、建築、土木、都市計画などの工学的
アプローチと、造園（ランドスケープ）
の農学的アプローチの双方が重要であ
ると感じている。

◆
　日本はこれまで、人口増加の一途を
辿ってきたが、2000 年代終盤から人口
減少期に入った。すでに、人口減少の影
響は各方面に出ており、地方都市や大都
市圏郊外部では、税収減による公共サー

ビスの維持の困難さや、高齢化によるコ
ミュニティの存続の危機といった問題
に直面している。

◆
　都市縮退の典型的な現象として、スポ
ンジのようにポコポコと発生する空き
地や耕作放棄地などの空地（オープンス
ペース）の低未利用の問題がある。工学
的発想では、そのような同時多発的に発
生する空地は非効率なものとみなされ、
社会インフラ整備や公共サービスの効
率化を図るべく、適正な人口密度となる
よう“規制”と“緩和”という手段を使い、
都市再編を図るアプローチが取られる。

　それでは、農学的発想はどうだろうか。

ひとつのアプローチとして、都市内に発
生する空地をむしろ “ 可能性 ” として捉
え、積極的に活かすことが考えられる。
例えば、管理が行き届かず荒廃した空地
をコミュニティ菜園や農地として再生
し、地域再生の契機とすることができる
だろう。実際に、筆者もまちづくりに携
わっている八王子市では、担い手が高齢
化した耕作放棄地と空き家をセットで
再生し、農に興味のある若者を呼び込
み、高齢化した地区の再生を図る試みを
行っている。

◆
　また、都市内で増加する空地を “ 新た
な生き物の生息空間 ” として捉え、都市
の生物多様性保全や生態系回復へと繋
げていくことも考えられるだろう。北米
では復元生態学（Restoration Ecology）
が台頭し、生態系回復を通じて社会的に
も荒廃した地区の再生が試みられてい
る。日本においても、そのような考え方

は今後重要性を増していくだろう。
◆

　このように、都市縮退を新しい都市
環境創造の契機として捉えることによ
り、ランドスケープ分野の多様な発展の
可能性がみえてくる。今日も私は ” ドー
バー海峡 ” をわたり、工学と農学の間を
行き来しながら、 ランドスケープという
橋に導かれる将来に、たしかな希望を見
ている。

技術企画部会
氏　名 所　属 支部

◎鈴木　一彦 ㈱東松園 千葉
　関根　武 内山緑地建設㈱ 東京
　山田　通明 ㈱山梅 群馬
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉

空き家と耕作放棄地

氏　名 所　属 支部
　鶴田　忠嗣 ㈱鶴松造園建設 佐賀
　田中　幸一 日造協沖縄総支部事務局 沖縄

委員長　正本　大
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造園領域発展戦略委員会

　昨年度は会員拡大
及 び 女 性 部 会 プ ロ
ジェクトの推進に際
し、各総支部を中心
に会員の皆様には多
大なご協力を頂き誠
にありがとうござい

ました。お陰様で、一定の成果を得るこ
とが出来ました。
　本年度当委員会は、更にパワーアップ
すべくアクションプログラム推進特別委

員会から名称変更すると共に、常設委員
会となりました。実働の中心となる部会

戦略立案部会
氏　名 所　属 支部

◎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

　寺﨑　俊司 西武造園㈱ 東京

　髙石　正弘 ㈱高石造園土木 京都

　木上　善貴 木上梅香園㈱ 熊本

　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄

　当部会は、前回ま
での「アクションプ
ログラム等推進特別
委員会」の基本方針

を継承していくことが根幹となります。
　 日 造 協 の 理 念 で あ る “ 日 造 協
VISION21” の「人と自然が共生する安心・
安全な国土と都市づくり、健康で豊かな
心を育む、緑の景観・環境の実現に努め

ます。」のもと、会員皆様からのご意見
を幅広く収集し、アクションプログラム
を推進していかなければなりません。そ
のためには、現実の日造協の活動実績・
成果の評価を行い、今後の中長期の戦略
を引き続き策定していきます。
　また、新たな委員会そして部会の調査・
検討事項として「日本庭園文化の世界遺
産等　登録の検討」、「会員からの提案に

は、下記の 5 部会に増え、各部会長に
は各地より「比較的」若手の人材に就任

して頂き、造園業界の将来にとって、実
りある活動となるよう努力して参ります
ので、本年もご協力の程宜しくお願い申
し上げます。

戦略立案部会
部会長　田丸 敬三

よるプロジェクトの企画・立案・推進」
などが決定致しました。
　日造協、そして造園界の将来像を毎年
総会時に発表される「重点活動決議」に
則り、会員皆様からの多くの提案を汲み
取って未来永劫なる「日造協」をつくる
事が大きな課題であります。
　非常に多岐にわたる部会となります
が、他の部会と連携強化は勿論のこと、
会員皆様のご協力なくしては前に進みま
せん。是非お力を貸して頂きますようお
願い申し上げます。

担い手育成・確保推進部会
氏　名 所　属 支部

◎四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　伊藤　幸男 ㈱日比谷アメニス 東京
　山田　通明 ㈱山梅 群馬
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　鈴木　義人 ㈱柳島寿々喜園 東京

会員拡大プロジェクト推進部会
氏　名 所　属 支部

◎持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
　松戸　克浩 ㈱新松戸造園 千葉
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川
　岩間紀久裕 岩間造園㈱ 愛知
　久保　和則 ㈱葉隠緑化建設 佐賀

担い手育成・確保推進部会
部会長　四宮　繁

　担い手３法の制定
により、造園建設業
界として、現場の技
術者をはじめ将来の

発展を支える人材の育成・確保に積極的

に取り組むことが重要となっておりま
す。
　当協会では、将来の造園建設産業の担
い手確保・育成のための取組みを計画的・
効果的に推進するための「日造協・担い

手の育成・確保のための行動計画」を定
めました。
　部会としては、行動計画のもと、関係
する各委員会・部会の活動を取りまと
め、スケジュールの把握と結果検証を行
い、担い手の育成・確保に係る有用な情
報を適宜会員に提供していきたいと思い
ます。ご協力宜しくお願い致します。

女性活躍推進部会
部会長　酒井　一江

　昨年は若葉マーク
の部会でしたが、暮
らしも考えながらの
働き方を協議し「女

子力アップで二人三脚ワーキング」を会
員へお配りできました。今年は、名称を
一新してスタート !
　以前は男性の職場であった当業界です

が、今日では多様な職能が求められ、多
くの女性達が個人の能力を活かして活躍
しています。
　そこで、これから働く人達へ女性が活
きる職場であることを知って頂きたいと
願う女性たちの声や仕事の姿を解り易く
情報発信し、造園職を魅力ある選択肢と
して考えて頂ければと考えています。

会員拡大プロジェクト推進部会
部会長　持田　正樹

　 当 部 会 は、 平 成
26 年度秋にスター
トした「会員拡大プ
ロジェクト」を更に

力強く推進するために設置されました。

昨年度末には全国の会員の皆様の御協力
により、ＰＴ活動前の 812 社から 838
社となり、平成 9 年以来の会員増、年
度目標である前年比 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間、会員外との交流
を促進させ、更なる会員増、平成 29 年
度末 900 社を目指して活動します。
　協会活動の活性化と財政基盤の安定の
ため、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。

造園領域発展戦略委員会
氏　名 所　属 支部

◎和田 新也 箱根植木㈱ 東京
○久郷 愼治 ㈱久郷一樹園 富山
○四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
○酒井　一江 ㈱淡窓庵 東京
○持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
○田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
※中嶋　和敏 ㈱中嶋造園土木 愛知
　明石　廣美 古河林業緑化㈱ 秋田
　斉藤　陽一 ㈱富士グリーンテック 山梨

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
古家　敏弘 ㈱山地宝松園 香川
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 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

戦略企画部会
氏　名 所　属 支部

◎田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京

　四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道

　酒井　一江 ㈱淡窓庵 東京

　持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根

委員長　和田　新也

女性活躍推進部会
氏　名 所　属 支部

◎酒井　一江 ㈱淡窓庵 東京
　井上　優美 ㈱山梅 群馬
　松戸　幸子 ㈱新松戸造園 千葉
　桑園亜希子 東光園緑化㈱ 東京
　小山　京子 ㈱富士植木 東京
　蛭田佐智子 ㈱蛭田植物園 東京
　藤本加奈子 箱根植木㈱ 東京
　畑中雅厘子 ㈱井内屋種苗園 和歌山

氏　名 所　属 支部
　阪上恵保巳 ㈱清香園 埼玉
　佐々木　香 ㈱日産クリエイティブサービス 神奈川
　薄井　美弥 ㈲ウス井樹園 三重
　小林　亜純 ㈱小林造園 京都
　吹上　笑美 ㈱多々良造園 山口
　佐々木智子 ㈱佐々木造園 高知
　西山　藍 木下緑化建設㈱ 福岡

　ご活躍のみなさま、ご協力をお願いい
たします。

　建設業退職金共済制度（建退共制度）
は法律に定められた国の退職金制度です。
　簡単な手続きで加入でき、事業主が現
場労働者に労働日数に応じ、掛金（事
業主全額負担）の共済証紙（1日分310
円）を貼り、労働者は、雇用される企業
が変わっても建退共加入事業所であれば、
継続して共済証紙を貼って貰うことがで
きる建設業界全体の退職金制度。退職金
は12月（21日：1月換算）以上の掛金
納付で、建設業界で働くことをやめた際、
建退共から直接労働者へ支払われます。
　掛金は、損金・必要経費として、全額

非課税となり、新たに加入した労働者に
ついては、掛金の一部（初回交付手帳の
50日分）が国から補助されます。
　また、建退共制度の適正な履行で、経
営事項審査の加点評価対象となり企業に
とっても利点のある制度となっています。
退職金制度は、労働者に安心と希望を与
え、事業主にとって優秀な人材の確保等、
企業の価値を高めることに繋がり、事業
主・労働者双方に有意義です。

問合せ先:（独）勤労者退職金共済機構
　　　　　建設業退職金共済事業本部

　　　　☎ 03-6731-2866　

《ご案内》

建設の現場で働く人のための退職金
10月は加入促進強化月間です

建退共への加入のおすすめ

年数 掛金 退職金額

４０年 312万円 603万円

３５年 273万円 489万円

３０年 234万円 390万円

２５年 195万円 302万円

２０年 156万円 225万円

１５年 117万円 157万円

１０年 78万円 94万円

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

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

こんなに有利

※退職金額は、１年につき、 円（ 日）× 日（ ヶ月）×

月（ 年）の掛金を納めたときの金額です。

※1万円未満は、切捨てしています。
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編集後記　今月の広報活動部会の終了後はある方の結婚式の二次会？となりました。先週のあれやらこれや
ら．．．皆さん、記憶があいまいということだけが分かりました。

新
潟
県

独
自
の
歴
史
と
文
化
が
根
付
く
島

鬼
が
舞
う
「
鬼
太
鼓
」
は
必
見

　新潟県は、荒海の向こ
うにある島「佐渡」につ
いてご紹介します。

◆
　独自の歴史と文化が
根付く島では、海が穏や
かになる４月が春祭りの
シーズンです。五穀豊穣
などを願い伝統芸能が奉
納されます。
　なかでも、太鼓の音に
合わせ鬼が舞う「鬼太鼓」

は必見です。
　集落ごとに継承され、１つとして同じ
ものはないそうです。
　毎年５月に開催されるイベント「佐渡
國鬼太鼓どっとこむ」では鬼太鼓をはじ
め郷土芸能が一堂に会し、見比べること
が出来るのでお勧めです。

◆
　ソウルフードとしては ｢いごねり｣ が
お勧めです｡ 地場産の海藻「いご草」を
煮詰め、薄く延ばした板状のものをク
ルっと巻いたものが主流で、見た目はコ

ンニャク、食感
はトコロテンに
似ています。
　薬味にネギや
ショウガをの
せ、醤油をかけ
ていただきま
す。癖がなく、
水溶性食物繊維
が豊富でヘル
シー。ご飯のお
供、おつまみと

目
標
・
夢
を
持
つ
こ
と
で
前
進
！

松
本
咲
子

㈱
松
本
造
園
土
木

　私が造園の仕事を目指した
きっかけは、幼い頃から祖
父、父親の仕事姿を見て育っ
た為、自然と憧れを抱くよう
になったからです。

◆
　実際に仕事を始めてみる
と、樹木・土砂の運搬・植穴
掘り等、多くの仕事が体力と
戦う世界‼当然の事ではあり
ますが、男性より体力が劣る
事も含め、男性が活躍出来る
職場と実感する日々でした。

◆
　しかし、体力とは裏腹に仕
事を行う度に、仕事の楽しさ
と充実さに心を打たれる毎
日‼女性の立場である私も、
もっと頑張れる事はないだろ
うかと考え、まずは小型車輌
系や小型移動式クレーン等の
資格を取得し機械操作を学び
ました。

◆
　すると、仕事の幅が広がり

今まで思っ
ていた「男性
活躍の職場」
も行動次第
では「女性で
も活躍出来
る」と思う
ようになり、
今では毎年

目標を一つ決めて資格取得に向け取り
組むようになりました。

◆
　今年の目標は一級造園施工管理技士
をめざし日々勉強に励んでいます。
　造園業の魅力は何と言っても形の無
い物を一から造り上げることです。
　常に新しい発見があり、学ぶ事も沢
山あります。そして完成したお庭をお
客様に見て頂いて喜んでくれる姿を見
た時に、心から「この仕事を続けてき
て良かった」と思います。

◆
　今後もお客様に喜んで頂けるお庭を
造り続けていきたいです。

秋
田
県
支
部

して地酒との相性が抜群です。
　お子様には､ 一口大で食べやすい ｢沢
根だんご｣ がお勧めです｡
　その歴史は古く、金山で栄えた江戸時
代に金を運ぶ峠の茶屋で振る舞われてい
たものが始まりで、今では島で２軒しか
製造されていません。
　佐渡産米粉を使用した白く薄い生地の

中にこしあんが入ったもので、一つずつ
氷水に潜らせて食べるという、全国でも
めずらしい食べ方をします。
　この他にも、佐渡独特の歴史・食文化
がたくさんありますので、是非一度、来
てみてくれっちゃ～（佐渡の方言です）。

本井　忍（㈱本間造園）

仕事の幅を広げるクレーン等の資格

鬼太鼓

いごねり 沢根だんご

事務局の動き
【9 月】
  1 ㈭・全国労働衛生週間準備期間～ 9/30
  6 ㈫・広報活動部会
  8 ㈭・第 37 回公園緑地折下功労賞選考委員会
  9 ㈮・新規制度等部会、調査・開発部会合同会議
　　   ・資格制度企画部会
12 ㈪・造園・環境緑化産業振興会事務局会議
13 ㈫・担い手育成・確保推進部会
14 ㈬・要望・提言活動部会
15 ㈭・造園領域発展戦略委員会
16 ㈮・技術委員会
18 ㈰・植栽基盤診断士認定試験（学科）
24 ㈯・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区開園
           式典
24 ㈯・登録造園基幹技能者講習 ( 群馬）～ /25
27 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）学
           科採点～ 9/28
27 ㈫・国際園芸家協会 (AIPH) 総会出席～ 10/1 
30 ㈮・女性活動推進部会

【10 月】
  1 ㈭・全国労働衛生週間　　～ 10/7
　　   ・都市緑化月間　　～ 10/31
  4 ㈫・第４回　緑・公園関係団体協議会
  5 ㈬・人材育成部会
　　   ・広報活動部会
  6 ㈭・運営会議
  7 ㈮・都市緑化キャンペーン 2016
　　   ・優秀施行者国土交通大臣顕彰式典
　　   ・植栽基盤診断士認定委員会

11 ㈫・公園財団評議員会懇談会～ 10/12
12 ㈬・全国造園デザインコンクール等推進部会
14 ㈮・担い手３法と人材の育成確保、社会保険未加
　　　   入対策説明会
17 ㈪・全国建設研修センター第 11 回評議員会
　　   ・技術・技能部会
19 ㈬・環境緑化樹木識別検定　資格認定委員会
20 ㈭・安全部会
21 ㈮・第 15 回屋上・壁面・特殊緑化技術コンクー
　　　  ル表彰式
　　   ・第 54 回技能五輪全国大会   ～ 10/24
25 ㈫・資格制度委員会
26 ㈬・造園技術フォーラム、交流会
27 ㈭・総支部長・支部長合同会議、「花と緑のつどい」
28 ㈮・「ひろげよう　育てよう　みどりの都市」全国   
            大会

委員会等の活動
●技術委員会
　今年度からの委員会体制の説明、各部会の検討課
題と方針について情報共有した。（9/16）
●事業委員会
　今年度からの委員会・部会の役割と活動方針につ
いて確認を行った。（9/14）
●資格制度委員会
　今年度からの委員会・部会の役割と活動方針につ
いて確認を行った。（9/9）
●造園領域発展戦略委員会
　委員会・部会の役割と活動方針について確認、各
部会の課題について意見交換を行った。（9/15）

　10 月 1 日 か ら 10 月 31 日 は、 ひ ろ
げよう　育てよう　みどりの都市をテー
マ、緑あればこそ　この国は　美しいを
キャッチフレーズに「都市緑化月間」が
展開され、国営公園の無料開放や地方公
共団体、関係諸団体の主催により、各地
で都市緑化の普及・啓発のための行事が
実施されます。
　今年は、都市公園法施行 60 周年、古
都保存法施行 50 周年、国営公園制度制
定 40 周年の節目の年になっています。

　主要行事では、10 月 28 日に東京都港
区虎ノ門のニッショーホールで「ひろげ
よう　育てよう　みどりの都市」全国大
会を開催。第 1 部は記念シンポジウムや
ポスターセッションを実施。午後からの
第 2 部は、各種表彰のほか、都市公園法
施行 60 周年等記念事業の一環として、   

「公園の可能性と未来」と題して、3 市長
を迎えた座談、受賞者による報告が行わ
れます。詳細は、事務局にお問い合わせ
ください。

10 月は都市緑化月間です
今年は都市公園法施行 60周年


