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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・３面  【学会の目・眼・芽】　「妖怪から災害まで」伝承地から考える地域再生
　　　　　（公社）日本造園学会造園技術報告集委員会幹事・兵庫県立人と自然の博物館

　大平 和弘
　　　  【特集】2016 全国造園フェスティバル開催　全国 74 箇所で多彩なイベント実施
　4 面  【ふるさと自慢】三重県 素晴らしいコンビナートの夜景Ｂ級グルメの常連「とんてき」 

冨永 雅行（㈱カワサキグリーン）
　 　　 【緑滴】 地域イベント運営の楽しさ　　茨城県　完賀 裕子（㈱坂田園芸）
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、印刷
物の発送は行っていません。会員の方々へのメールニュースへの添付、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。

造園業の魅力アピールの必要性

　　　　 （一社）日本造園建設業協会理事　
㈱中嶋造園土木 代表取締役　中嶋 和敏

　私たちの造園業を含む建設業は、国
内の就業者の約一割が従事する主要産
業のひとつです。
　この建設業では、ここ数年、バブル
崩壊・アメリカのリーマンショック・
株価低迷による円安によるデフレー
ションによって、多くの業者が廃業し、
それに伴い就業者が減少したため、業
界全体の就業者数が大幅に減少してし
まっています。
　しかし、ここ数年、アベノミクスに
よる公共事業の増加、東日本大震災の
復興需要の増加、東京オリンピック、
リニア新幹線建設などの大型プロジェ
クトが次々に開始され、我々建設業界
も景気回復の兆しが見えてきました。
また、デフレ等で減少していた有効求
人倍率も大きく上昇しました。

◆
　しかしながら、有効求人倍率が上昇
したものの、建設業に就職希望する人
が少なく、さらに就職してもすぐに離
職してしまう人が多く、人手不足が大
きな問題になってきています。また、
人手不足により業界全体の平均年齢が
高くなっています。
　そのため、定年を向かえた高年齢者
（60 ～ 70 代）が第一線で働いていた
だくケースが増えています。
　建設業からの転職・離職率が高い原
因について（特に 20 ～ 30 代）いく
つか考えられますが、基本的に屋外で
の仕事が多く、夏の暑さ、冬の寒さ、
雨天での作業など、季節や天候に左右
されます。
　また、作業環境だけでなく、給料の
問題、零細企業であるが故の職場の人
間関係、休日・有給休暇所得の問題な
どの課題もあります。このような原因
を払拭しなければ、今後も建設業への
就職率 UPは期待できできないのでは
ないでしょう。

◆

　そこで、我々が今後造園業の魅力を
いろんな場面でアピールしていかなけ
ればならないことを考えてみました。
　公園など自然がたくさんある場所で
作業する機会があります。外の空気を
吸いながら自然の中で働けるという魅
力があります。植木があるおかげで真
夏でも木の下は涼しく、少し疲れた時
は植木の下に入れば体力が回復しま
す。そして、1日中部屋の中でデスク
ワークをしているよりも、外に出て体
を動かしていた方が健康的という考え
方も出来ます。

◆
　庭造りを手掛けた場合、石を据えた
り、垣根を造ったり、植木を植えたり
する作業をすべてし終わると、今まで
何も無かったところに庭園が出来ま
す。やってきた作業がすべて形として
残ります。またその庭（形）は数十年
間維持されることも多く、形として残
る年数も他の職種に比べて長いです。
　そして、一番の魅力とやりがいは、
お客様の家に行って伸びていた木を剪
定し、落ち葉や剪定した木をきれいに
掃除して作業が終わると、お客様の庭
はとてもきれいになります。帰る時に
お客様から「すっきりしたね。きれい
になった、ありがとう」などの感謝の
言葉をもらうと、大変だったけれども
やって良かったと思えます。そしてま
た頑張ろうという気持ちが自然に生ま
れてきます。
　個人邸の剪定や庭を造る場合はサー
ビス業的なところもあり、いかにお客
様に満足していただけるかも重要で
す。自分がやった仕事が感謝されるの
はとても嬉しいことです。
　このように、たくさんの魅力の中で
我々は日々業務を遂行しております。
このことに自信を持って、造園界で活
躍し貢献できるよう、努めていきたい
と思っております。

植栽基盤診断士認定試験 78 名が合格

2017 新年造園人の集い
2017 年 1 月 5 日㈭ 17:50 より
 品川プリンスホテル 
 アネックスタワー５階 「プリンスホール」

東京都港区高輪４-10-30 
☎ 03・3440・1111 

皆 様 お 誘 い あ わ せ の 上 、
ぜ ひ ご 参 加 く だ さ い

第54 回  技能五輪全国大会 
日造協から 2 組、4 氏が入賞

　第 54回技能五輪全国大会が 10月 21
日から 24 日まで、山形県で開催され、
41職種の競技が行われた。
　造園職種は山形市の山形ビッグウィン
グで 22、23日に競技が行われ、北海道
~ 沖縄まで、27 都道府県から、34 組、
68名が競技を行った。
　この結果、日造協会員では、岩手県の
阿部太一氏（阿部造園）、佐藤優斗氏（大
和造園土木㈱）が銅賞、宮城県の伊藤巧
氏（㈱芝玄）、鎌田充志氏（㈲宮城造景）
が敢闘賞を受賞した。
　技能五輪全国大会は、23 歳以下を対
象としており、造園職種の競技時間は
11時間で 11時間 30分を打切り時間と
し、５× 3.5 ｍの区画に施工図に示す庭
園を見栄え良く作庭するもの。
　仕様は、石積み（小端積み）による壁

　「植栽基盤診断士」は、植物が良好に
育つ土壌環境を整える専門家を養成する
ため日造協が平成 15 年度に創設した資
格制度である。
　今年度の認定試験は、「学科試験」を
9 月 18 日（日）に全国 7 会場で実施し、
学科試験に合格した方が次に挑む「実技
試験」を 11 月 11 日～ 12 日に国営昭
和記念公園、11 月 17 日～ 18 日に京都
府立植物園で実施した。
　認定試験の合否は、「植栽基盤診断士
認定委員会（委員長：近藤三雄 東京農
業大学名誉教授）」で厳正に審査し、結
果は次のとおりとなった。
　実技試験の合格者は、登録認定手続き
をすることにより「植栽基盤診断士」と
称することができ、植栽予定地の現況調
査と診断に基づき発注者等へ明確なデー
タを示しながら、改良の計画立案と具体

的な処方を施工性 ･ 経済性を考慮して技
術提案する。
　合格者の累計は 1,406 名となり、さま
ざまな地域での発注要件に取り入れられ
など、活躍する場が拡がっている。
平成 28 年度 植栽基盤診断士認定試験の結果

試験 学科試験 実技試験
人数 受験者 合格者 受験者 合格者

113 名 79 名 89 名 78 名
合格率 69.9% 87.6%

泉や土ぎめの小舗石、敷石、レンガ敷き、
石張り（乱張り）、ベンチ、池、木柵、
高木・中木・草花の植栽、芝の植付け、
地均し・整地で（平面図参照）、支給材
料は、石積用石材約１t、レンガ 60 個、
高木・中木5本、低木10本、草花40ポッ
ト、切芝 3.5㎡などで、参加者は懸命に
課題に取り組んだ。

　11 月 11 日、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
促進議員連盟合同会議において、日造協
の藤巻司郎会長、（一社）日本造園組合連合
会宇田川辰彦理事長、（一社）日本公園施設
業協会内田裕郎会長がともども出席し、
3団体を代表して、藤巻会長から平成
29年度予算・税制に関する要望を行い、
正本事業委員長が以下の要望内容を具体
的に説明した。
一、都市公園等関係予算の拡大・確保

二、東日本大震災、熊本地震の復旧・復
　　興のための公園事業予算の確保
三、民間活力の導入による公園緑地の制
　　度、予算、税制の整備
四、観光地等の景観づくりのための、道
　　路の維持管理予算や緑化予算の拡大
　また、11月2日には、自由民主党予算・
税制等に関する政策懇談会において、平
成 29年度予算・税制に関する同様の要
望を行った。

課題に取り組む選手

平成 29 年度
予算・税制関係

要望を伝える藤巻会長

3 団体の要望書を提出
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第11回 全国造園フェスティバル開催
日造協会員が全国 74 箇所で多彩なイベントを実施

　

　学会の目・眼・芽　第 80 回

「妖怪から災害まで」伝承地から考える地域再生
（公社）日本造園学会造園技術報告集委員会幹事・兵庫県立人と自然の博物館　大平 和弘

　今年大ヒットしたアニメーション映
画『君の名は。』をご鑑賞されただろうか。
　ご鑑賞された方は、未曽有の自然災害
に対する記憶の伝承が、主人公らを結び
つける大きなテーマとして描かれている
と感じられたかもしれない。
　人口減少時代、都市の縮小や地方創生
が叫ばれ、大規模な自然災害を目の当た
りにする機会の多い昨今、地域の伝承を
見つめ直し、自然に寄り添った住まい方
を如何に継承するかが、社会的により一
層求められているのではないかと感じる。

◆
　私が所属する博物館では、地域再生の
ためのまちづくりやエリアマネジメン
トの計画づくりにかかわる機会が多く、
小規模集落化する地域において、自然や
生活文化の伝承を掘り起こし、それらを

継承する仕組みに関する研究にも取り
組んでいる。
　たとえば、兵庫県佐用町において伝承
の調査を行ったところ、かつてカッパの
妖怪が出没したとされる伝承地は、周囲
よりも川の流れが複雑で、地形的に狭
まった深い淵であった。
　子どもの水難事故防止を妖怪になぞ
らえて語り継いだものと推測されたが、
伝承の本質はそれだけではなかった。そ
の昔大水が出た際に、上流から神様が流
れてその淵に引っかかりこの地に居つ
いたとされる、集落の誕生に関わる伝承
地でもあった。
　さらに、2009年に甚大な被害をもた
らした大水害の際には、この淵が越流地
点になったことが確認されており、災害
伝承地としての機能も合わせ持つこと

が判明した。
　一方、鹿児島県内には、「モイドン」
や「ガロー山」などと呼ばれ、むやみに
立入ると祟りに合うとされる伝承が残る
森が、今もいくつか存在する。調査を進
める中で、これらの森が集落にとってラ
ンドマーク機能や拠点機能、防風や水源
地の機能、背後の山を守る防災機能など
を有していることが解明されてきた。

◆
　このように地域の伝承地は、集落がそ
の土地に永続する上で重要な場所や災
害危険箇所を示すことも多い。しかしな
がら、現在では多くの伝承地が忘れ去ら

れ、開発等により消失しつつあり、成立
の詳細が不明であることや民有地が多
いことなどから、法制度による保全も困
難な現状にある。
　造園業界はいま、パークマネジメント
やエリアマネジメントなど、地域への拡
がりをみせている。
　地域の文脈を読み解き自然との調和
を重んじる造園分野だからこそ、地域の
伝承地をコミュニティや防災上の拠り
所として再構築できるような地域再生
の姿を模索したいと考える。

カッパ伝承のある淵（兵庫県佐用町） ガロー山（御田の森、鹿児島県南種子町）

　「花と緑で美しい日本を！」をテーマに日造協が主催している「全国造園フェスティバル」は、
都市公園法施行 50 周年の記念事業として、造園の認知度向上や地域との連携強化などを主な目
的として始まりました。今年は都市公園法施行 60 周年で 11 回目の開催。10 月をコア月として
全国の日造協会員が中心となりそれぞれの地域の公園や広場で造園の素晴らしさ、技術やセンス
を広く知っていただこうと様々なイベントが実施されました。本号ではその一部を紹介します。

【埼玉】　今年で 10 回目。造園の魅力、緑の大切さを PR
　埼玉県支部は去る 11月 14日㈪に「造
園フェスティバル」を開催しました。
　埼玉県では 11月 14日が 1971 年（昭
和 46年）に制定した「県民の日」です。
県内では、毎年この日を中心に様々なイ
ベントが開催されます。
　県庁では、県民の皆様に県庁を開放す
る「県庁オープンデー」を開催し、いろ
いろな出展や催しにより、多くの方で賑
わうイベントとなっており、今年度の来
場者は、過去最高の 9500 名となり、盛
況であったことがうかがえます。
　建設関係団体もこのイベントに多数参
加しており、重機の体験乗車や、発電体
験など、業種の特色を活かした出展で毎
年来庁者を楽しませています。
　造園業界からは、埼玉県支部が「造園
フェスティバル」を実施し、園芸相談コー
ナーを設けるとともに、草花の種や球根
（チューリップ）の配布を行いました。
　当支部の「造園フェスティバル」開催
は、今年で 10回目です。当日は森川昌
紀副支部長（東洋ランテック㈱）と渡辺

豪氏（㈱八廣園）が訪れた多くの方に、
造園の魅力を PRするとともに、緑の大
切さを分かり易く解説しました。
　当日は、雲の多い天候にも関わらず、
小さなお子様からお年寄りまで、造園
ブースに立ち寄っていただき、大変好評
でした。
　埼玉県支部では、今後もこのようなイ
ベントを通して、県民の緑化意識の高揚
と業界 PRに努めてまいります。

（埼玉県支部事務局　小池智恵子）

【島根】　子どもたちと一緒に、ものづくり体験
　島根県支部では、「ものづくり」の楽
しさや素晴らしさを通じて、将来の人
材育成を図ることを目的に行っている
“しまね技能フェスティバル ”に合わせ、
11 月 6日㈰に全国造園フェスティバル
を開催しました。会場となった、島根県
内最大規模のコンベンションホール “ く
にびきメッセ ” では、イベント開始を待
ち並ぶ親子連れの姿が印象的でした。
　10 時より、オープニングセレモニー
のテープカットがあり、私たち支部メン
バーは会場の入口で、来場者を笑顔でお
迎えするとともに、花の種を配布させて
いただきました。また、会場に設けられ
たイベントブースでは、島根県造園協会
の若手メンバーと連携し、苔玉づくり体
験、ミニ竹垣づくり体験を実施しました。
　イベントの準備段階では、事前に支部
メンバーと、島根県造園協会の若手メン
バーが集まり、イベント開催に向けての
段取り、役割分担、確実に参加できる人
員の確保について打ち合わせを重ねまし
た。特に苔玉用の植物は、各所属会社か
ら持ち寄るなど、誰かひとりの負担にな
らないよう気を配りました。
　イベントの当日は、体験希望者が殺到
するなどの混乱を避けるため、受付時に
整理券を配布するなど、スムーズな運営
を心がけました。ブース内で子どもたち

が、自らの手で苔玉を作り上げて行く姿
を見ていると、はじめはどこか不安で険
しい表情をしていますが、完成が近づく
につれ、充実感のある素敵な笑顔が作品
とともに生まれてきます。仕事の楽しさ、
学ぶ楽しさ、そして何よりも自分の思い
を作品という形で表現できる喜びこそ
が、ものづくりの原点ではないかと、私
たちメンバーも改めて考えさせられまし
た。
　全国造園フェスティバルも回数を重ね
るごとに、メンバーの取り組みに対する
熟練度も上がっています。今後は、後継
者育成を視野に入れた取り組みとして、
日造協主催の全国造園デザインコンクー
ルに積極参加している地元高校生の作品
を会場に展示してもらうなど、地域で連
携しながら展開していきたいと考えてお
ります。（島根県支部　小立亮）
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全国造園フェスティバル 2016　開催地一覧

都道府県 開催日 開催場所 所在地 参加企業

北海道 8/6 国営滝野すずらん公園 札幌市
㈱横山造園、㈱園建、雪印種苗㈱、㈱北海道造
園コンサルタント、横浜植木㈱北海道支店、㈱
四宮造園、㈱コクサク、㈱南香園、㈱岩本石庭

青森県
4/30 弘前市追手門広場 弘前市 支部会員

5/3 八戸市根城の広場 八戸市 ㈱ヤマカツ、㈱大昭造園、㈲東北造園、㈲三浦造
園（五戸）、㈲三浦造園（弘前）、㈱環境緑花工業

岩手県
5/28-29 岩手県立緑化センター 奥州市 支部会員
10/22-23 岩手県立緑化センター 奥州市 支部会員

宮城県
10/2 国営みちのく杜の湖畔公園 川崎町 古積造園土木㈱ 他 23 社
10/23 伊保石公園 塩釜市 古積造園土木㈱ 他

山形県 10/5 睦児童遊園 山形市
㈲石川ガーデン、㈱小川緑化土木、㈱今野造
園、㈱寺崎造園、㈱出羽園、㈱富田造園デザ
イン、内外緑化㈱、㈱丸森造園、㈲山村造苑、
山形緑十字㈱、東北造園工業㈱、㈱翠紅園

福島県 9/25 はたけんぼ 須賀川市 赤井田造園土木㈱ 他
茨城県 9/24 偕楽園公園 水戸市 ㈱タナカ築庭、㈱植正園、㈱鴨志田造園建設 他
群馬県 10/15 群馬県立都市公園 ぐんまこどもの国 太田市 ㈱山梅　他　支部会員（合計 13 社）
埼玉県 11/14 埼玉県庁 さいたま市 ㈱八廣園 他

千葉県

10/15-16 天沼弁天池公園 船橋市 ㈱森田植物園 他
9/24 東松戸中央公園 松戸市 小山ガーデン㈱、新都市緑化㈱、㈱新松戸造園、㈱東松園

10/8-
10 21 世紀の森と広場 松戸市 新都市緑化㈱  他

10/9 千葉県立幕張海浜公園 B ブ
ロック 千葉市 林造園土木㈱  他

10/8 千葉県立行田公園 船橋市 藤木園緑化土木㈱

東京都

5/21-22 馬事公苑前けやき広場 世田谷区 区内支部会員
11/5-6 代々木公園 B 地区イベント広場 渋谷区 東光園緑化㈱、加勢造園㈱
10/22-23 日比谷公園 千代田区 支部会員
10/8 都立猿江恩賜公園 江東区 ㈱日比谷アメニス
10/16 都立戸山公園 新宿区 ㈱昭和造園
10/8 東京臨海広域防災公園 江東区 西武造園㈱
11/9 杉並区役所東棟玄関前 杉並区 箱根植木㈱、㈱昭和造園、㈱大場造園、東武緑地㈱

神奈川県 10/16 神奈川県立相模原公園 相模原市
サカタのタネ㈱、横浜緑地㈱、アライグリーン㈱、
㈱濱田園、横浜庭苑㈱、湘南造園㈱、㈱小林園、
㈱三橋緑化興業、田口園芸㈱、難波造園㈱

山梨県
9/30 甲府駅前広場 甲府市 支部会員
10/15-16 小瀬スポーツ公園 甲府市 支部会員

新潟県 10/8 国営越後丘陵公園 長岡市 支部会員
富山県 10/12 富山県民会館 富山市 支部会員

石川県
10/1 犀川緑地 金沢市 ㈱松原造園、㈱庭芸社、㈱松村造園
9/23 西部緑地公園 金沢市 北造園㈱、㈱北陸グリーンサービス
10/10 奥卯辰山健民公園 金沢市 ㈱岸グリーンサービス

岐阜県 10/15-16 国営木曽三川公園 海津市 支部会員
静岡県 10/15 アクト通り 及び 東ふれあい公園 浜松市 天龍造園建設㈱、㈱愛樹園、㈱特種東海フォレスト
愛知県 10/15-16 木曽三川公園センター 北ゾーン芝生広場 岐阜県海津市 岩間造園㈱ 他　中部総支部 数社
三重県 11/5 三重県北勢中央公園 四日市市 支部会員
福井県 10/20-21 福井市役所 市民ホール / 福井駅西口 ハピテラス 福井市 支部会員

滋賀県

10/15-16 大津湖岸なぎさ公園サン
シャインビーチ周辺 大津市

㈱植杢、㈱川下造園、㈱宝山園、㈱辻井造園、㈱
髙木造園、西村造園土木㈱、㈱花文造園土木、㈱
吉田造園、㈱吉仁園

10/23 荒神山公園 彦根市
㈱髙木造園、奥川造園、㈲川窪造園、㈲江州造園、
㈲三京造園、㈲須賀造園、㈲多賀植物園、滝川緑
化、千晃造園、手原造園、那須緑地㈱、野瀬造園㈱、
橋本農園、㈲箕浦造園、清水庭園、高宮産業㈲

京都府 10/1 梅小路公園 京都市 支部会員
大阪府 11/27 大阪市福島区役所本館 大阪市 支部会員
兵庫県 11/3 神戸市立相楽園 神戸市 支部会員
奈良県 10/28 大和郡山市総合公園 大和郡山市 支部会員
和歌山県 10/9 和歌山マリーナシティ いこらいストリート 和歌山市 支部役員
岡山県 10/22 西大寺緑花公園 東区 支部会員

広島県
10/8-10 国営備北丘陵公園 庄原市 廣島緑地建設㈱
10/2 瀬野川公園 広島市 みずえ緑地㈱

鳥取県
10/15-16 米子市弓ヶ浜公園 米子市 山陰緑地建設㈱、㈱大山緑化建設㈱、ナガトウ建設

10/15-16 湖山池公園 鳥取市 ㈱谷尾樹楽園、㈱田中造園土木、㈱渡辺造園
11/6 くにびきメッセ 松江市 支部会員

山口県
10/22-23 海峡ゆめ広場 下関市 ㈱森芳楽園、㈱彦島造園、㈱下関植木
10/1 一の坂川交通交流広場 山口市 ㈱多々良造園 他

徳島県 10/9 あすたむらんど徳島 板野町 支部会員・県造協会員

香川県
10/15-16 高松市立仏生山公園 高松市 支部会員

10/15-16 国営讃岐まんのう公園 まんのう町 ㈱四国グリーン産業㈱、㈱高橋造園、㈱藤田
萬翠園、吉本緑地建設㈱

高知県
10/8 高知市中央公園 高知市 支部会員
10/15 高知県立池公園 高知市 ㈱双葉造園

愛媛県 10/15 愛媛県立とべ動物園 砥部町 支部会員

福岡県

10/9 海の中道海浜公園 福岡市 支部会員
10/11-12 福智山ろく花公園 直方市 田丸造園建設㈱
10/30 遠賀川河川敷 直方市 田丸造園建設㈱
10/9 白野江植物公園 北九州市 内山緑地建設㈱

佐賀県

10/23 金立公園コスモス園 佐賀市 ㈱古梅園　他
10/8 鳥栖東公園おひさまの丘 鳥栖市 ㈱飛鳥緑化建設　他
10/9 玉島川河川敷 唐津市 ㈱鶴松造園建設
10/23 佐賀城公園 佐賀市 ㈱久保造園
3 月 吉野ヶ里公園 佐賀市 ㈱古梅園　他

長崎県 10/29-30 元船広場 ( おくんち広場） 長崎市

㈱琴花園、㈱岩永造園、㈱浮羽園、㈲海老沼造
園、㈱島原緑地建設、㈱タメナガ造園、㈱庭建、
㈱朝長緑化建設、㈱中溝緑化建設、中村造園㈱、
㈱松田久花園、八江グリーンポート㈱、㈱山
本造園土木、㈲金子兄弟造園、㈲広輝緑化、㈱
三恵造園建設、㈱藤勝苑、㈲長崎緑樹センター、
㈱松本豊松園、㈱水樹、㈲緑清園

熊本県 10/2 水前寺江津湖公園 広木地区 熊本市 支部会員
大分県 10/3 ハーモニーランド 日出町 支部会員
宮崎県 10/16 山形屋四季ふれあいモール 宮崎市 宮崎県支部会員 13 社
鹿児島県 10/22-23 かごしま県民交流センター 鹿児島市 支部会員

沖縄県 10/14-16 沖縄県営中城公園 中頭郡 支部会員

【大分】　子ども向け催事中心に緑や支部活動をPR
　10 月は大分県の都市緑化月間で、県
民の緑化に対する意識の高揚や県民参加
のみどりのまちづくりの推進をはかるこ
とを目的に県主催の緑化イベントが 10
月3日㈪に県営都市公園内のハーモニー
ランドで開催しました。
　このイベントは、平成 8年より毎年 1
回実施。今回が 21回目の開催で、県支
部も県造協と共に毎年参画しています。
　内容は、緑にかかわる子ども向けの
ものが主で、「自然と遊ぼうポイントラ
リー」は、竹輪投げゲーム、竹クラフト（ぶ
んぶんコマ作り）、カボス重さ当てゲー
ムの３つを体験し、ゴールした際に景品
が当たるくじを引いて貰います。また、
「松ぼっくりでストライク」では、松ぼっ
くりを点数付きのカゴに投げ入れ得点に
応じ景品を差し上げました。
　また、「緑の相談窓口」を設けお庭の
手入れや花木の植え方など緑に関するさ
まざまな質問への対応や、森林や街路樹
など緑の大切さをやさしいなぞなぞにし
た「緑のクイズ大会」の開催、「花の種

（500袋）や苗（200鉢）、樹木の苗木（280
本）の無料配布」などを行いました。
　当日は天候にも恵まれ平日にもかかわ
らず 5,266 人の来場者があり、多くの
子どもと父母や祖父母の方々が手を取り
合いとても楽しそうでした。
　県支部としても、イベントを通じ、来
場者や行政の方などと交流を深めること
ができました。また来場者の中には、大
人子どもを問わず緑に関心を持つ方がと
ても多く感じました。今後も様々なイベ
ントの企画・参画を行い、行政や県民と
のふれあいの場をより多く持ち、みどり
の大切さや支部活動の PRを行い、緑あ
ふれるまちづくりに貢献していきたいと
思います。（大分県支部事務局　辻祐樹）

【高知】　支部独自で「みどりのマップ」を作成・配布
　10 月８日㈯から 10 月 10 日（月・祝）に
行われた第 41 回都市緑化祭に合わせ、
高知県支部では「全国造園フェスティバ
ル 2016」を高知市の中心市街地に位置
する中央公園にて開催しました。
　都市緑化祭は高知市や当支部も加盟す
るグループ「みどり会」等の団体による
催しで、高知市における「花と緑のまち
づくり」推進をテーマに毎年開催されて
いる恒例の行事です。
　植木・鉢花・木製品等の展示即売会や
樹木医相談コーナー、みどりの体験教室
と題しての寄せ植えづくりや苔玉づくり
を実施したほか、高知ならではの「よさ
こい鳴子踊り」やみどりのチャリティコ
ンサートなども行われ、開催３日間で約
15,000 人の来場者がありました。
　当支部のブースでは、ポスターやパネ
ル展示、マイクパフォーマンスによる日
造協や造園建設業のＰＲ活動を行い、市
民の造園への関心を高めるとともに認知
度の向上を図りました。
　また、樹木の苗木とパンフレット、花

の種や「高知県みどりのマップ」200セッ
トの無料配布を行いました。
　これは、日造協や造園の役割、高知県
の主要な緑地・名木を掲載したもので、
当支部が独自に作成したものです。来場
者の皆さまにも大好評で、みどりや環境
に対する関心を高め、造園の仕事や役割
についてご理解いただける大変有意義な
イベントになったと感じております。
　今後も、造園フェスティバルを継続し
て実施し、日造協にとって、また造園業
界にとって、より意義のある行事となる
よう、発展させていかなければなりませ
ん。当支部でも魅力あるイベントの構築
に邁進しなければならないと考えており
ます。（高知県支部副支部長　片岡成文）

【沖縄】　行政・自治会の協力で園児と植付も実施
　10 月の沖縄県では都市緑化月間とし
て、県内の各県営公園でさまざまな公園
愛護活動が実施されました。日造協沖縄
県支部の活動は、沖縄県造園建設業協会
と伴に 7つの公園の活動に毎年参加し
ています。
　今年の支部を挙げてのメイン活動は、
10 月 14 日㈮に県営浦添大公園と県営
中城公園で、園内清掃活動と近隣園児に
よる草花の植付け作業を実施しました。
参加していただいた県土木事務所の職員
の皆様や自治会、近隣住民の方には作業
終了後に花木苗の配布を行いました。
　10 月 18 日には県営中城公園におい
てハイビスカスの中木 100 本の植付け
を、公園職員を交えて実施し、公園緑化

に寄与しました。
　また 10 月 16 日㈰には、県内の各種
建設団体が一堂にブースを構える、第 1
回おきなわ建設フェスタが沖縄セルラー
パーク那覇にて開催されました。
　晴天の中、多くの来場者があり、当支
部も県造協と合同でブースを設けて、パ
ンフレットを配布し、パネルを展示し造
園業界のアピールに努めました。
　一角に草花の寄せ植え体験コーナーを
設けて実施したところ家族連れで盛況の
賑わいでした。
　支部では今後も催し物に積極的に参加
し、業界の PRと人材確保に向けた活動
を重ねて行きたいと考えています。

（沖縄県支部事務局　田中幸一）
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　私の住んでいる三重県四
日市市の自慢を紹介しま
す。
　四日市といえば石油化学
コンビナート、コンビナー
トといえば公害とあまり良
いイメージで見られていな
いと思いますが、実はその
コンビナートの夜景が素晴
らしいんです。

◆
　日本四大工場夜景に選ば
れて、平成 22 年の夏から
開催されているコンビナー
トの夜景を海上から眺める
ツアーは、光の絨毯のよう
な夜景観賞が堪能できて、

石油化学に特化しているので非常に光が
強いのが魅力です。
　クルーズでは工場企業OBのガイドの

方がコンビナート以外にも四日市公害の
歴史にも触れながら詳しく案内されて知
的満足度も高いツアーになっています。
　参加者の７割以上が市外・県外からの
訪問者で、四日市の公害イメージを変え
る大きな効果を出しています。

◆
　四日市の食といえば、B級グルメ常連
の「とんてき」が挙げられます。「四日
市とんてき」は分厚く切った豚肉をラー
ドで焼き上げ、ニンニクと黒味と味の濃
いソースを絡めて、たっぷりのキャベツ
の千切りを添えたものです。
　またグローブの形のように一枚肉の片
側がつながった独特の形をしており、短
冊形に切ったものを「こま焼き」等の名
称で呼ぶものもあり、それらを「四日市
とんてき」としています。戦後に中華料
理店や肉料理専門店から広がり、現在で
は市内至る所で味わうことが出来ますの

で、ぜひ食べに来てください。
◆

　四日市の特産品では「萬古焼」の土鍋
生産高が全国の８割に達しています。
　熱に強く耐久性が高いのが特徴で、近
年では「陶板」「タジン鍋」「ごはん鍋」

等の多彩な商品が開発され、特に高度な
技術を使用した電磁調理器用の「IH 土
鍋」の開発も進んでいます。
　皆さんのご家庭で使われている土鍋
も、「萬古焼」かもしれませんね。

冨永雅行（㈱カワサキグリーン）

編集後記　出戻る迄二か年のふるさと自慢、剣山スーパー林道とジビエ料理の徳島、大山の麓東西で言葉文化が違う板わかめ・
岩ガキの鳥取等投稿戴きました。全県揃えて冊子を作成したいものです。今年も広報活動部会へのご協力有難うございました。
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　つくばエクスプレス研究学
園駅近くの大型ＳＣ「イーア
スつくば」にフラワー＆ガー
デニングショップ「ウィズ
ガーデンつくば」を開いて 8
年になります。
　開店当時の研究学園地区
は、市役所も移転しておら
ず、駅から 100 ｍも離れれ
ば林が広がり、遠くに筑波山
が見えるのどかなではありま
すが少し寂しい印象がありま
した。

◆
　これからつくばの新しい顔
になっていく『研究学園』地
域で何か花と緑で楽しいイベ
ントが出来ないかと、「つく
ば研究学園フラワーフェスタ
実行委員会」を立ち上げ事務
局としてフェスタの運営を
行っています。
　中心イベントである「ハ

ンギングバス
ケット、コン
テナガーデン
コンテスト」
には茨城、千
葉、埼玉他、
長野県や新潟
県から作品の
応募もあり、

賞品などを協賛してくださる企業様は
20社をこえました。
　今秋８回目の表彰式には、後援いた
だいているつくば市長、つくば市教育
委員会教育長他ご臨席いただきました。

◆
　イベント運営をしていく中で楽しい
のは、造園業だけでは御縁がなかった
であろう方たちとの出会いです。
　全国の花と緑に関わる専門家、愛好
家の方々と知り合うことで、様々なア
イディア、助言を頂いたり、他のイベ
ントにお声掛けいただいたりと私自身
の活動の場が広がりました。
　12月には70店舗参加のウィズガー
デンマーケットを開催します。お店の
前でコーヒーを飲みながらイベントの
賑わいを眺めるのが楽しみです。

茨
城
県
支
部

素晴らしい“コン
ビナートの夜景”

事務局の動き
【12 月】
  1 ㈭・登録造園基幹技能者講習 ( 大阪）　～ 12/2
  2 ㈮・中部総支部・支部交流会
  5 ㈪・運営会議
  6 ㈫・広報活動部会
　　   ・安全部会
　　   ・近畿総支部・支部交流会
  7 ㈬・近畿総支部と近畿地方整備局との意見交換会
  8 ㈭・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
  9 ㈮・九州総支部・支部交流会
　　   ・植栽基盤診断士認定委員会
12 ㈪・東北総支部・支部交流会
13 ㈫・人材育成部会
14 ㈬・国際委員会
15 ㈭・街路樹剪定士認定委員会
16 ㈮・四国総支部・支部交流会
20 ㈫・調査・開発部会
22 ㈭・街路樹剪定士制度部会

【1 月】
  5 ㈭・新年造園人の集い
11 ㈬・戦略立案部会

12 ㈭・登録造園基幹技能者講習 ( 東京）   ～ 13
16 ㈪・職長講習会　（福井）～ 17
18 ㈬・造園フェスティバル推進部会
　　   ・職長講習会　（大阪） ～ 20
19 ㈭・沖縄総支部・支部交流会（那覇市）
20 ㈮・全国造園デザインコンクール等推進部会
21 ㈯・第 43 回全国造園デザインコンクール審査会～ 22
26 ㈭・要望 ･ 提言活動部会
30 ㈪・中国総支部・支部交流会 ( 岡山市 )
31 ㈫・登録造園基幹技能者講習（試験委員会）

委員会等の活動
●総務企画部会
　新メンバーによる第１回目を開催し、課題につい
て確認を行った。（11/17）
●技術 ･ 技能部会
　造園施工管理に携わる技術者向け人材育成研修会
の実施要綱とテキストについて検討した。（11/28）
●会員拡大プロジェクト推進部会
　委員会体制と部会の所掌事項について確認。「入会
案内」の改訂や入会成功事例のアンケート、入会促
進マニュアルの作成について検討した。（11/14）

「萬古焼」の土鍋

コンテスト応募作品（ハンギングバスケット）

2015 年のクリスマスマルシェ

「四日市とんてき」

【愛知県】水野明・㈱眞栄、水野義樹・
㈱みどり造園、黒宮剛・㈲黒宮造園

【三重県】伊藤純・㈱千草園
【京都府】玉井智子・㈱玉井造園、三輪
純一・㈱髙石造園土木、石岡寛一・㈱大
幸造園、小島裕史・藤岡学・㈱小島庭園
工務所、余座正剛・村岸造園㈱

【大阪府】永野格・㈱タイキ、西永吾・
竹内淳巳・京阪園芸㈱、髙橋祐眞・西武
造園㈱西日本支店、吉村陽安・淀川河川
公園管理センター太間サービスセンター

【兵庫県】加藤敏隆・関西造園土木㈱、
太期均・松村和夫・加藤健太郎・矢野宏
明・名谷園造園土木㈱

【奈良県】髙倉栄長・藤原秀隆・大和日
昇緑化㈱

【和歌山県】的塲盛州・㈱松風園、打越
美由紀	

【島根県】木宮敏・松浦造園㈱
【岡山県】菅原陽二・㈱菱川グリーン
【山口県】吹上笑美・㈱多々良造園、野
﨑聡・㈱羽嶋松翠園、田河和剛・㈱山口
松樹園

【香川県】佐藤聖輝・緑造園興業㈱
【愛媛県】柴口純一・㈱新開発
【高知県】佐々木	智子・㈱佐々木造園
【福岡県】倉光重孝・㈲倉光造園、正﨑
康寛・㈲福岡緑地建設、大森一直・イー・
スケープ㈱、杉美智子・内山緑地建設㈱

【大分県】小野能久・三浦優哉・別府市
建設部公園緑地課

【宮崎県】古賀健・㈲守田造園土木

　平成 28年度植栽基盤診断士の合格者
は次の通り。

【北海道】伊藤一・㈱四宮造園、七條潤・
㈱真鍋造園、吉田巧・㈱横山造園

【宮城県】宮川早人・星造園土木㈱
【茨城県】大塚憲司・鹿島花壇土木㈱
【群馬県】小此木康秀・㈱菊地造園土木
【埼玉県】滝本悟史・三浦毅・㈱アカネ、
堀澤有里子・㈱榎本造園、情野洋平・㈱
八雲造園、千葉亮太郎・塩井景介・助永
大河・西武造園㈱東日本支店

【千葉県】佐藤卓・丸山大祐・㈱マスヤ、
海瀬大五郎・㈲サンライズグリーン、江
澤潤・千葉造園土木㈱

【東京都】椿高幸・（特非）シニア SOHO
普及サロン三鷹、池田雅紀・小川隼人・
山北慶太郎・㈱石勝エクステリア、入澤
和人・㈱昭和造園、飯野桂子・㈱宝来左
松島、日比智史・㈱武蔵野種苗園、水上
浩二・清水誠大・アゴラ造園㈱、淺野竹
史・イビデングリーンテック㈱、戸沼俊
明・山岡孝仁・荒木紗子	 西武緑化管理
㈱

【神奈川県】伊藤重紀・㈱環境造園、下
條敬・㈱東開造園土木、奥津智幸・㈲奥
津造園、鈴野隆大・鈴野緑地土木㈱、浦
部勝斗・西武造園㈱神奈川支店、蛭田圭
一・蛭田造園㈱、井出あゆみ・横浜緑地
㈱

【山梨県】千田仁志・㈱富士グリーンテッ
ク

【静岡県】飯田敏廣・浜松造園事業協同
組合

平成 28 年度 植栽基盤診断士 合格者 78 名


