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事業費 335 億 7800 万円

平成 28 年度
公園緑地関係予算

緑とオープンスペースの政策は『新たなステージ』へ
平成 28 年度の国土交通省公園緑地関係予算は、事業費 335 億 7,800 万円の対前年度
倍率 1.04 倍、国費 283 億 5,500 万円の対前年度倍率 1.01 倍で、このほか、国費とし
て社会資本整備総合交付金 8,983 億 3,200 万円、防災・安全交付金 1 兆 1,002 億 3,400
万円が計上され、新規拡充事項として、「ストックの機能向上・有効活用」、「都市と緑・
農が共生するまちづくりの推進」、「歴史的まちなみの保全・活用による地域活性化・観
光振興」を推進することとしている。
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2016 年春の叙勲・褒章
日造協から 3 氏が受章の栄に輝く

2016 年春の叙勲・褒章受章者が発表され、日造協関係で３氏が受章した。
【旭日双光章】
齋藤悦郎氏（72）、宮城県、アサヒグリーン工業㈱代表取締役社長
【黄綬褒章】
山本規仁氏（64）、長
崎県、㈱山本造園土木
代表取締役
吉田茂氏（69）、滋賀
県、㈱吉田造園代表取
齋藤 悦郎 氏
山本 規仁 氏
吉田 茂 氏
締役社長

日造協 団体保険制度のご案内
日造協団体保険制度は、昭和 57 年
に設けられ、団体のスケールメリット
を活かし、一般契約の約 8 割から 9 割
の割安な保険料で加入でき、広く会員

に利用されています。申込締切は、6
月 25 日となっていますので、この機
会にご活用ください。

本号の主な内容
2 面 【学会の目・眼・芽】 熊本地震に思うこと…
（公社）日本造園学会理事、工学院大学建築学部まちづくり学科 篠沢健太
2・３面 『街路樹剪定士』の資格活用事例一覧
4 面 【ふるさと自慢】京都府 小林 亜純（㈱小林造園）
青てっぽう、吉野豆腐にドレッシング…私の好きな３品
【緑滴】
“好き。” 高橋 知子（岩手県支部・㈱共同園芸）
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。

（一社）日本造園建設業協会理事
㈱小林造園 代表取締役 小林 正典

これからの造園を思う
ここ数年来、仕事の減少、雇用問題
が、造園業界だけでなく建設業界の課
題と言われています。
国土交通省では社会保険未加入問
題、担い手３法などの指針を示してお
り、建専連の会合で、国、自治体の工
事では大体行われていますが、ゼネコ
ンでは幹部の方々は法順守で分かって
頂いているものの出先の所長クラスに
まで周知徹底が行われていないのが現
状といわれています。
無理な工期で受注し、下請けには、
無理な予算で発注。造園は一番最後に
入る業種ですから、工期内に収めるた
めに土曜、日曜、祝日も出勤、残業。
休日出勤、残業の割増賃金を支払って
もらえば良いのですがそれも無し。事
故が起これば下請けに全責任を負わせ
ます。
しかし、ゼネコンの受注が多い会社
では、次の受注をするため条件の通り
にしなければならないといった悪循環
が繰り返されているのが現状だと思い
ます。
社会保険にもしっかり加入し、休日
もしっかり取れて残業も出来るだけし
ない、もしもしなければならないとき
は、割増賃金を出す、福利厚生も充実
させ、法令遵守を励行する…民間工事
であっても、もっと国が強く指導して
いただくと、今以上に改善されるので
はないでしょうか。入職者にとって、
もっと魅力ある職場づくりを考えてい
く必要があります。
私もですが我々造園に携わっている
者は、アピールやプレゼンテーション
などが苦手であり下手です。
平成 25 年に和食がユネスコ無形文
化遺産登録されましたが、和食が文化

平成 27 年度 全国安全週間
準備期間 6/1 ～ 6/ 30
実
施 7/1 ～ 7/ 7
平成 28 年度全国安全週間が、厚生労
働省、中央労働災害防止協会の主唱で実
施されます。
平成 28 年度の全国安全週間のスロー
ガンは、経験が浅い労働者が職場に潜む
危険を察知できないことなどから、「見
えますか？ あなたのまわりの 見えない
危険 みんなで見つける
安全管理」となっています。
日造協では協会名入りポ
スターを配布していますの
で、ご活用ください。

遺産に登録されたのは、次の４点から
です。
(1) 多様で新鮮な食材とその持ち味
の尊重：日本の国土は南北に長く、海、
山、里と表情豊かな自然が広がってい
るため、各地で地域に根差した多様な
食材が用いられています。また、素材
の味わいを活かす調理技術・調理道具
が発達しています。
(2) 健康的な食生活を支える栄養バ
ランス：一汁三菜を基本とする日本の
食事スタイルは理想的な栄養バランス
と言われています。また、「うま味」
を上手に使うことによって動物性油脂
の少ない食生活を実現しており、日本
人の長寿や肥満防止に役立っていま
す。
(3) 自然の美しさや季節の移ろいの
表現：食事の場で、自然の美しさや四
季の移ろいを表現することも特徴のひ
とつです。季節の花や葉などで料理を
飾りつけたり、季節に合った調度品や
器を利用したりして、季節感を楽しみ
ます。
(4) 正月などの年中行事との密接な
関わり：日本の食文化は、年中行事と
密接に関わって育まれてきました。自
然の恵みである「食」を分け合い、食
の時間を共にすることで、家族や地域
の絆を深めてきました。
これらの特徴を武器にユネスコへ申
請された結果、和食は無形文化遺産に
登録されたのです。
もし、和食のように造園も文化遺産
として登録されれば、一般の方々への
アピールになると思いますし、話題に
なることにより業界内の環境も良く
なっていくのではないかと思います。
（参考資料：農林水産省 HP http://www.
maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/）

平成 28 年度

通常総会
講演会・意見交換会
6 月 22 日㈬ 14:00 ～
ホテルグランドアーク半蔵門
東京都千代田区隼町 1-1
☎ 03-3288-0111

会員の皆様のご参加を
お願いいたします。
クールビズの服装でご参加下さい。

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！
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日造協は、「街路樹剪定士」と「植栽
基盤診断士」の資格制度を創設し、専門
的な知識と技能・技術を併せ持ったプロ
フェッショナルの育成に努めてきた。近
年はこれらの資格制度の認知度も上が
り、公共工事を中心に活用が広がってい
る。今号では「街路樹剪定士」の概要と、
各自治体の活用事例などを紹介します。

街路樹剪定士の役割
新緑、緑陰、紅葉、冬木立と季節の移
ろいとともに装いを変える街路樹は、道
路を利用する人々が最も身近に接する緑
であり、都市の景観向上、環境保全、緑
陰形成、交通安全、防災などの直接的機
能とともに、安らぎある美しい街として
資産価値の向上にもつながる緑のインフ
ラです。
美しい並木のある道路景観を実現する
ためには、都市や道路のデザインと地域
性や歩車道の幅員などにより導きだされ
る適切な樹種選定と、道路施設に求めら
れる様々な条件と樹木の成長を考慮して
設定される管理目標樹形を目指した適切
な育成管理が必要となります。
街路樹は、道路関連施設や周囲の建築、
学会の目・眼・芽

『街路樹剪定士』の

特集

施設と共存しており、舗装に囲まれた地
下空間では根の十分な発達が困難である
ことも多く、不適切な管理下では落枝や
倒木などによる事故が発生する恐れもあ
ります。
街路樹としての機能と効用を最大限に
発揮するには、樹木の良好な生育と、樹
種の特徴を活かした樹形の維持が必要で
あり、そのためには、個々の樹木だけで
なく並木として道路景観を俯瞰し、適切
な時期と頻度で専門的な知識と技術によ
る剪定を実施することが望まれます。
このような剪定を実現する「街路樹剪
定士」は、街路樹の機能 ･ 効用及び生き
ものである街路樹に関する知識並びに美
的剪定を伴った「設定した街路樹目標像
の実現」能力を有し、街路樹の剪定工事
等の実施にあたり、生命を愛しむ心及び
樹形づくりの基本手法に立脚した卓越し
た技能・技術力をもって、街路樹の樹形
づくり及び良好な生育に係る諸作業を直

第 75 回

熊本地震に思うこと…

（公社）日本造園学会理事、工学院大学建築学部まちづくり学科

2016 年 4 月 14 日に発生した熊本
地震で被災された方々に心からお見舞
い申し上げます。
◆
2015 年 8 月、研究室のメンバーと
熊本、阿蘇を訪れました。阿蘇山外輪
山や周辺地域を調査し、歴史と自然と
人と牛が育む景観を体感しつつ、この
外輪山を裾野として屹立していた阿蘇
火山の規模に圧倒されました。
とりわけ印象的だったのは阿蘇神社
でした。阿蘇神社は参道が社殿前を横
切る「横参道」形式で、その軸線が阿
蘇山高岳・中岳と国造神社をつなぐこ
とを知り、壮大で豊かで、時として暴
力的な自然への信仰・畏怖と、それと
ともに生きてきた人の営み、文化も感
じました。楼門倒壊の映像に衝撃を受
けましたが、再建可能の知らせに安堵
しました。
その横参道に続く一の宮町のまちな
みも魅力的でした。参道沿いの植栽や、
商店街の各店舗が地域の資源である豊
かな湧水を店先に導き、苔や植栽など
で個性的に工夫した「水基」と呼ばれ
るスポットには細やかな心づかいを感
じました。旧洋裁学校を改装した湧水
あふれるカフェでいただいた「かんざ
らし」も忘れられません。
このまちがどのような影響をうけた
のか、今なお心配です。
◆

篠沢

健太

日本造園学会は、九州支部やカウン
ターパートと連携して調査を行い、業
界等とも協力体制を築きつつ、産官学
民協同の復旧・復興を支援していきま
す。5 月に松本で開催される全国大会
では、熊本地震の復旧・復興支援のた
めの報告会を実施します。
2012 年、東日本大震災の調査に基
づき日本造園学会が編集・発行した「復
興の風景像」では、日常の回復を生存・
生業・生活の各フェーズに分けました。
先駆けて調査するだけでなく、その
後に続く生業・生活復興の過程で造園
分野がすべきことは多々あると実感し
ています。そこには感謝され、直接的
な達成感を得るに留まらない、日常に
向き合ったさまざまな主張や意思との
真摯なやりとり、葛藤が続くことも東
北で経験しています。
熊本地震でも今後、文化財の修復や
自然環境の復元再生、また生業を支え
る観光や文化面で私たちの支援の真価
が問われるでしょう。私個人は、まず
東北の仕事に尽力しながら熊本も見据
え、さらに来たるべき次に「しなやか
に」身構えたいと考えています。
「調べてわかること」と「思い知る
こと」は違うことを自戒の言葉として、
熊本への再訪を願いつつ、一日も早く
皆さまが日常をとり戻すことができる
よう微力ながら支援・協力させていた
だきます。

美しい街路樹景観を維持するため、約 12,000 名の「街路樹剪定士」が全
国で活躍しています。本号に掲載した『街路樹剪定士』の資格活用事例一覧
は、2016 年 4 月 6 日までに自治体等から発注された工事や業務において「街
接行う者です。
今年も秋から街路樹剪定士研修会が始
まります。ぜひ研修会を受講していただ
き街路樹剪定に必要な知識を深めていた
だきたい。そして、受験資格を満たして
いる方は認定試験（学科と実技）に挑ん
で、街路樹剪定士となり、安全にかつ正
しく剪定し身近な地域の街路景観の育成

管理にたずさわっていただきたく思いま
す。
資格制度の詳細や研修会・試験の日程
や場所等については、ホームページでお
知らせいたします。（８月予定）
なお、当協会調べでは、平成 20 年度
の 12 件から平成 28 年４月時点での 85
件と、約７倍も増えています。

①街路樹剪定士の常駐が特記仕様書等に明記
発注機関名
旭川市

内 容
共通仕様書：第Ⅱ編 維持管理編 Ⅱ -1-1-11 技能士等 ２「剪定業務については㈳日本造園建設業
協会が認定する街路樹剪定士を 1 名以上配置しなければならない」
特記仕様書：「2 級造園技能士 ･2 級造園施工管理技士以上の有資格者及び街路樹剪定士が、現
海上自衛隊
八戸航空基地隊 場に常駐するものとする」
秋田市 建設部 特記仕様書：「現場代理人は・・・街路樹剪定士認定研修会修了者、もしくはそれと同等以上の
道路維持課
技能を持つものとする」
藤岡市（群馬） 入札仕様書：指導の街路樹管理業務で、街路樹剪定士を現場配置する。
㈶千葉市みどりの協会 委託発注表の資格要件：「街路樹剪定士の資格を有する技術者を配置できること」
松戸市（千葉） 公募型指名競争入札の応募資格要件：
「街路樹剪定士（作業中は常駐とする）を配置できること。
申し込み時は恒常的な雇用関係を証明すること」
東京都 北多摩 街路樹剪定委託の特記仕様書：本委託には㈳日本造園建設業協会が定める「街路樹剪定士」を
南部建設事務所 1 名配置すること。なお街路樹剪定士は受託者の固有職員である必要はない。街路樹剪定士の
役割は以下のとおりとする。①標樹形サンプルづくり ②作業中の指導 ③出来栄えの確認
東京都 第三建 街路樹剪定委託の特記仕様書：6. 剪定他作業の項「本委託には剪定技能に関する有資格者（㈳日
設事務所
本造園建設業協会が定める街路樹剪定士）を 1 名以上配置し、目標樹形、第 7 項注意事項、出
来栄え等について作業員への事前説明及び作業指導を行う。剪定作業中は現場に常駐すること」
横浜市 道路局「いきいき街路樹事業」における街路樹剪定に関する特記仕様書：3（街路樹剪定士の業務委託
における指導）受託者は、街路樹維持業務委託共通仕様書第 12 条の定めにかかわらず、
（一社）
日本造園建設業協会が認定した街路樹剪定士を高木剪定作業中現場に常駐させ、その指導のも
とに業務を履行すること。また受託者は、委託契約約款第９条第３項に基づき、従事する街路
樹剪定士について通知すると共に、担当職員に認定証を提示すること。
長野県
道路橋梁維持 ( 沿道美化 ) 工事の特記仕様書：「高木又は中木の剪定を行う場合は、以下の事項
を適正に履行できる作業員（街路樹剪定士、または同等以上の技能を有するもの）が自ら作業
を行うか、他の作業員の作業指導を行うこと」
名張市（三重） 市道青蓮寺名張線街路樹剪定伐採作業委託の特記仕様書：7. その他「本業務については、（一社）
日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士の資格を有する自社の社員を１名以上配置しなけ
ればならない。」
福井県 土木事 街路樹維持管理 特記仕様書：第 1 条⑤「高木又は中木が含まれる樹木の管理は、1 級または 2
務所
級造園技能士または街路樹剪定士が常駐し、自ら作業を行うものとともに他の技能者の作業指
導を行うこと」
福井市
市内公園樹木管理業務委託特記仕様書：「植栽管理の際は、造園技能士（1 級又は 2 級）又は街
路樹剪定士の資格者を現場に配置し、作業員に適切な指示や指導を行うこと」
京都府
入札公告・特記仕様書：
（剪定作業責任者）の項で、剪定作業中は、作業責任者として以下の資格
を有する技術者を常駐させること。なお、剪定作業責任者は、主任技術者及び現場代理人を兼務
することができるものとする。（1）街路樹剪定士又は公園樹管理士 （2）造園技能士１級以上
京都府
特記仕様書（除草）：（剪定）の項で、剪定作業中は作業責任者として以下の資格及び経験を有
する者を常駐させること。なお、剪定作業責任者は、主任技術者及び現場代理人を兼務するこ
とができるものとする。（１）街路樹剪定士又は公園樹管理士 （２）造園技能士１級以上
京都市 建設局 街路樹等育成管理業務委託特記仕様書：4. 配置技術者と作業現場管理 「…剪定作業中には剪定
みどり政策推進 作業責任者として、下記の資格及び経験（（ア）街路樹剪定士、
（イ）造園技能士 2 級以上、
（ウ）
室
街路樹等の剪定業務又は、植栽工事に直接従事した実務経験が 7 年以上）を有するものを常駐
させることとするが、（ア）の資格を有する者が望ましい。
芦屋市（兵庫） 阪急以南旧防潮堤線以北 街路樹剪定等業務委託 仕様書：12「本業務にあたっては、㈳日本造園
建設業協会が定める「街路樹剪定士」の資格を有する者が常駐し、自ら作業を行うものとともに
他の技能者の作業指導を行うこと。なお街路樹剪定士は自社と直接的かつ恒常的な雇用関係（入
札時において 3 か月以上）あり、本業務の遂行に支障をきたすことのないように配置できること」
和歌山県
特記仕様書：第 9 条 街路樹剪定士の配置 「契約書第 2 条規程の主任技術者については、街路
樹剪定士の資格を有するものとすること」
和歌山県
剪定業務委託仕様書：「剪定者は、街路樹剪定の資格を保持していること」
広島市
公園樹・街路樹のせん定等業務について（お知らせ）：留意点として、「８. せん定作業中におい
ては、造園技能士又は街路樹剪定士であることが確認できるよう名札等を着用すること」
下関市（山口） 街路樹維持管理業務：入札条件 「（7）以下の有資格者を配置できること。1 名以上の街路樹剪
定士…「直接かつ恒常的な雇用関係」が必要である」
高松市（香川） 道路植栽維持管理業務委託仕様書：７. 受注者は次のいずれにも該当する者のうちから業務責任
都市整備局公園 者を選任しなければならない。① 受注者と直接的な雇用関係を有すること。② 造園施工管理技
緑地課
士（１級）、造園技能士（１級）および街路樹剪定士の資格を有すること。
８. 業務責任者は，作業中現場に常駐し，その運営および管理を行う者とし，作業等に関し、受
注者の一切の権限を行使することができる

②街路樹剪定士による指導が特記仕様書等に明記
札幌市

札幌市公園及び街路樹総合維持管理業務の仕様書：14 技能講習の項「受託者は街路樹の剪定作
業の実施前に、剪定に従事する作業員全員の参加により、㈳日本造園建設業協会が認定する街
路樹剪定士の資格を有する者を講師とした技術研修を実施しなければならない」
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資格活用事例一覧
路樹剪定士」の関与があったものについてまとめた資料です。今後も特記仕
様書等へ記載 ･ 発注条件となった場合は、日造協 本部事務局までお知らせ
下さい。

活用事例数の推移
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①常駐が特記仕様書等に明記

②指導が特記仕様書等に明記

③見本剪定が特記仕様書等に明記

④その他の関与が特記仕様書等に明記

⑤資格が入札等の参加要件

⑥資格が入札時の評価に明記

世 田 谷 区（ 東 造園委託入札：履行にあたり有資格者の配置を要する資格 1 の項「(1) 造園施工管理技士２級以
京）
上かつ (2) 造園技能士２級以上又は街路樹剪定士の有資格者を雇用しており、当該有資格者の
指導のもと、業務を履行する体制であること。（有資格者は同一人でなくても可）」
横浜市 道路局 街路樹維持業務委託共通仕様書：第 12 条（現場責任者の配置と街路樹剪定士の指導）「4 受託
者は、剪定作業において一般社団法人日本造園建設業協会が認定した街路樹剪定士の指導のも
とに業務を履行すること。また受託者は、委託契約約款第９条第３項に基づき、従事する街路
樹剪定士について通知すると共に、担当職員に認定証を提示すること。」その他第 21 条、第
22 条についても、作業工程において街路樹剪定士の指導を仰ぐ旨が明記されている。
横須賀市（神 海辺ニュータウン街路樹管理業務の業務委託仕様書：8 資格要件の項「入札参加申請時点で造園
奈川）土木みど 施工管理技士又は街路樹剪定士の資格を有するものを雇用しており、履行期間を通じて当該資
り部道路維持 格を有する者の指導のもとに業務を履行することができること。（ただし、横須賀市に造園工事
課
の登録がある事業者を除く。）」ほか、北下浦地区公園植物管理業務、排水施設樹木植栽管理業
務 (2)、大津地区公園植物管理業務、逸見地区公園植物管理業務の一般委託についても同様の資
格要件が設けられている。"
横須賀市（神 ヴェルニー公園指定管理者用の管理運営業務の内容及び基準：4 維持管理業務「(4) ②樹木等の
奈川）木みどり 種類や目的に応じた質の高い植物管理を行うため、樹木医・街路樹剪定士等の専門的な知識を
部道路維持課 有する者の指導のもと、植物の保護育成を心掛けた適切な管理業務を行うこと。」
長野市
都市公園指定管理者募集要項：公園の維持管理に関すること「ア . 樹木等植栽管理は、樹木医 ･
街路樹剪定士等専門的な知識を有する者の指導のもとで行うこと」
「高梨館跡公園・一本木公園」指定管理者募集要項：「公園維持管理に関する業務は樹木医・街
中野市（長野）
建 設 水 道 部 都 路樹剪定士の指導のもと樹木等植栽管理を行うこと」
市計画課
佐久市（長野）市民交流ひろば指定管理業務仕様書：3 管理の基本事項（3）職員 ア…イ 次に掲げる有資格者ま
建 設 部 公 園 緑 たはそれに準ずる者等の指導の下、業務を行うこととします。（ア）芝生・植栽等の管理を適切
地課
に行うための芝草管理士・街路樹剪定士等の資格及び同等の専門知識・技術を有する者（イ）…
岐 阜 県・ 県 内 岐阜県が道路緑化事業を行う時の設計施工の指針となる「岐阜県街路樹等整備 ･ 管理の手引き」
：
の市町村
岐阜県道路緑化マニュアルの改訂版の第 4 章 管理指針 4.3 街路樹（樹木）の剪定「街路樹剪定
士の指導・助言を受けることという内容が記載されている」
大阪府
街路樹管理検討業務委託の特記仕様書：「街路樹管理シート作成時に街路樹剪定士の有資格者に
アドバイスを受け（現地立会）ること」
（公財）福岡市 中央区街路樹等管理業務の委託説明書：8. 施工条件「⑮ . 剪定作業は、街路樹剪定士により指導・
緑のまちづくり 研修を受けた作業員により行うこと」
協会 みどり課
鹿児島県 良・伊 ふれあいとゆとりの道づくり業務委託（姶良工区外）の特記仕様書：「見本切は、（社）日本造
佐地域振興局建 園建設業協会の認定する街路樹剪定士自ら又は、街路樹剪定士の指導のもとで行うものとし…」
設部 土木建築課

③街路樹剪定士による見本剪定が特記仕様書等に明記
東 京 都 第 三 建「街路樹剪定士の見本剪定実施について」の特記仕様書：「受託者は委託契約後直ちに街路
設事務所
樹剪定士を決定し、街路樹係及び監督員に認定証の提示を行い、承諾申請書により承諾を
受けなければならない」
東 京 都 第 六 建「街路樹剪定士の見本剪定実施について」の特記仕様書：「街路樹剪定士は…作業にあたり、
設事務所
樹種別の見本剪定 ( 目標樹形サンプルづくり ) を行い監督員の承諾を受けること」
横浜市
「いきいき街路樹事業」：平成 21 年度から「横浜みどりアップ計画」に基づき、「横浜みど
り税」の財源の一部を活用した街路樹（高木）のせん定頻度を上げる「いきいき街路樹事業」
が始まり、せん定を行う業者や担当する市の職員などを対象に、街路樹剪定士が講師とな
り講習会や模範せん定の見学会を行うこととしている。
北九州市
街路樹剪定特記仕様書：「見本切においては、㈳日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定
士自ら又は、街路樹剪定士の指導の下行うこと」

④街路樹剪定士によるその他の関与が特記仕様書等に明記
東京都 建設局
公園緑地部
東京都 南多摩
西部建設事務所

街路樹診断マニュアル：「街路樹点検の際に、委託発注する際は、街路樹剪定士以上の能力
のある者が実施する」
街路樹診断委託 特記仕様書：「街路樹点検は街路樹剪定士以上の能力がある者が実施するこ
と」

長野市

新潟市

3

街路樹管理業務委託特記仕様書：3. 剪定共通事項で、「剪定作業着手前に所定機関で講習会
を受けた街路樹剪定士と街路樹の高さ、葉張り、下枝高さ等の打合せを行い監督員の承諾
を得ること」
旧齋藤家別邸庭園維持管理業務仕様書：「（6）…現場責任者については、登録造園基幹技能
者又は街路樹剪定士の資格を有するものであることが望ましい」

⑤街路樹剪定士の資格が入札等の参加要件
北海道 環境局 野幌森林公園芝生・樹木管理業務の一般競争入札参加資格：「北海道知事が認定する農薬指導士
及び㈳日本造園建設業協会が認定する街路樹剪定士をそれぞれ１名以上有すること」
札幌市
札幌市公園及び街路樹総合維持管理業務の公募型指名競争入札参加資格：3 参加（応募）制限
の項で「（3）街路樹管理経験者とし、次のいずれかの条件を満たすものが街路樹管理経験者と
している。（ア）…（イ）…（ウ）㈳日本造園建設業協会が認定する街路樹剪定士の資格を有す
る技術者を当該業務期間中 1 名以上保有しているもの者」
札幌市 環境局 札幌市公園及び街路樹総合維持管理業務の一般競争入札施行要綱：入札参加資格第 6 条の（4）
みどりの推進部 経験及び資格による制限の項で、「ア…かつ㈳日本造園建設業協会の認定する「街路樹剪定士」
資格者を一人以上有すること」「イ…かつ㈳日本造園建設業協会の認定する「街路樹剪定士」資
格者を特定共同企業体の構成員の中で、一人以上有すること」
盛岡市（岩手） 盛岡市市営建設工事の受注希望型見積公告：3 見積に参加する者に必要な資格に関する事項で、
「㈳日本造園建設業協会の認定資格である街路樹剪定士の資格を有する者を作業責任者として配
置できること」
盛岡市（岩手） 道路樹木伐採等業務委託の受注希望型指名競争入札公告：3 見積に参加する者に必要な資格に
関する事項で、「㈳日本造園建設業協会の認定資格である街路樹剪定士の資格を有するものを作
業責任者として配置できる者であること」
秋田石油備蓄株 秋田国家石油備蓄基地における緑地維持管理工事の入札説明書：「入札参加資格の一つとして、
式会社
街路樹剪定士を１名以上保有していること」
千 葉 県 葛 南 土 県単道路維持修繕委託（街路樹剪定その 1）：2 入札に参加する者に必要な資格の項目で、「（7）
木事務所
街路樹剪定士の資格を有する者を本業務に配置できること」
千葉市
千葉市立海浜病院緑地管理業務委託発注表：「資格要件で千葉県農薬管理指導士、街路樹剪定士
の在職している会社であること」
習志野市（千葉）公募型競争見積合せ参加資格：造園施工管理技士（業務番号 10 及び 11 のみ㈳日本造園建設業協
会から認定された街路樹剪定士）の資格を有する者を、主任技術者として配置できる者であること。
佐倉市（千葉） 水道用地樹木剪定・除草管理委託の制限付き一般競争入札公告：配置技術者等に関する条件で、
造園施工管理技士又は街路樹剪定士の資格を有する者を業務主任担当者として配置できること。
市川市（千葉） 妙典地区公園緑地総合維持管理業務委託の一般競争入札：資格要件で「1 級又は 2 級造園技能士、
街路樹剪定士のうちいずれかの資格を有する者を本業務に配置できる者」
東京都 交通局 入札参加：「街路樹剪定士」または「造園基幹技能者」の資格者証の写しを添付。
学 校 法 人 日 本 一般競争入札公示：参加資格で技術的要件として、…次に掲げる基準を満たすものが直接的か
社会事業大学
つ恒常的な雇用関係にあること。①…②…③街路樹剪定士の資格を有する者
神奈川県 平塚・ 落札候補者及び落札者の決定事項：入札参加条件の項で、「街路樹剪定士を常駐させることがで
松田土木事務所 きること。」
㈶藤沢市まちづく 条件明示書：主任技術者の他造園施工管理技術検定合格者と同等以上の造園経験技術者及び街
り協会（神奈川） 路樹剪定士と同等以上の造園実務経験を有する技能職員をもって管理遂行に必要な人員編成と
する。
横須賀市（神奈 浦賀地区公園植物管理業務委託の条件付き一般競争入札：入札条件「(11) 入札参加申請時点で
川）
「造園施工管理技士」又は「街路樹剪定士」の資格を有するものを雇用しており、履行期間を通
じて当該資格を有する者の指導のもとに業務を履行することができること。（資格証の写しを
ファックスで送信すること。( 中略 ) 送信されない場合は入札に参加できない。ただし、本市に
造園工事の登録がある事業者は送付を要しない。)」
長野市
長野大通り線外 1 線街路樹年間管理業務委託の条件付き一般競争入札：2. 入札者の条件で、「ウ
主任技術者または監理技術者は 1 級又は 2 級造園施工管理技士かつ街路樹剪定士の資格を有
すること。」
長野県
県単道路橋梁維持 ( 沿道美化 ) 工事の入札参加条件：主任 ( 監理 ) 技術者が、1 級又は 2 級造園
施工管理技士、及び街路樹剪定士の資格を有していること。
伊勢市（三重） 入札及び見積り合わせの参加要件：2 街路樹剪定士について「道路等の街路樹剪定業務について、
現状では「1 級または 2 級造園施工管理技士」及び街路樹剪定士の配置を求めておりますが、街
路樹の機能を充分に理解したうえで、その効用を最大限に発揮するよう適切な剪定の技術者とし
て、公園の樹木剪定についても街路樹剪定士の資格を入札等参加資格要件で求めていきます。」
四日市市（三重）四日市市調達公告：参加資格に関する事項で、現場代理人・主任技術者又は監理技術者の項で、
２級以上の造園技能士又は街路樹剪定士を適正配置できる者となっている。
四日市市（三重）四日市市上下水道局公告：参加資格に関する事項で、現場代理人・主任技術者又は監理技術者
上下水道局
の項で、２級以上の造園技能士又は街路樹剪定士を適正配置できる者となっている。
福 井 市 建 設 部 公園樹木・街路樹の管理業務委託：入札参加条件「（1）造園施工管理技士、（2）造園技能士、（3）
公園課
街路樹剪定士 …街路樹管理業務については（1）または（2）または（3）の参加資格者を雇
用していること」
宇 治 市（ 京 都 ）街路樹管理業務委託：入札の選定基準「参加資格者名簿登録（市内本店）、建設業許可（造園）、
建設部維持課
街路樹剪定士の配置」
宇 治 市（ 京 都 ）隼上り瓦窯跡公園美化事業業務委託：入札の選定基準「参加資格者名簿登録（市内本店）、建設
都市整備部歴史ま 業許可（造園）、街路樹剪定士の配置」
ちづくり推進課
宇 治 市（ 京 都 ）都市公園美化事業業務委託：入札の選定基準「参加資格者名簿登録（市内本店）、建設業許可（造
都市整備部公園 園）、街路樹剪定士の配置」
緑地課
明 石 市（ 兵 庫 ）公募型業務委託見積合せ：参加要件「「造園施工管理技士」又は「街路樹剪定士」の資格を有す
土木部道路管理課 る者を業務責任技術者として配置できる者」
岡山市 公園緑 樹木管理業務委託の指名選定条件：1 指名選定条件「造園施工管理技士、造園技能士、街路樹剪
地部公園緑地課 定士の 3 つの資格を有する者を雇用していること」
広島市
樹木のせん定作業のある業務の入札参加資格：入札参加資格「一般社団法人日本造園建設業協
会の認定する街路樹剪定士」かつ「職業能力開発促進法による 1 級又は 2 級造園技能士」の資
格を有する被雇用者（直接的な雇用関係にあるものに限るが、同一人物である必要はない。）を
せん定作業中常時、作業又は現場において指導にあたらせることができること。
（公財）広島市 植物公園樹木剪定業務の入札説明書：11 資格確認申請書等の提出「一般社団法人日本造園建設
みどり生きもの 業協会の認定する街路樹剪定士又は職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格
協会 植物公園 を有する者を確認できる書類及び雇用（直接的な雇用関係にあるものに限る。）していることが
管理課
確認できる書類の写し」
広島県土木局
15 地域維持事業（業務）に係る入札契約制度の整備：２ 方針及びスケジュール「平成 28 年 6
月 1 日以降に指名又は公告を行う業務 植栽管理業務のうち，街路樹のせん定を行うものに関し
て配置技術者の要件を次の通りとする。「一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪
定士」かつ「職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士」の資格を有する者（直接的
な雇用関係にあるものに限るが，同一人物である必要はない。）をせん定作業中常時，作業又は
現場において指導に当たらせることができること。」
福山市（広島） 公園の剪定除草等業務入札参加資格審査申請の手引き：7 技術職員名簿「剪定等業務を希望する
者は、街路樹剪定士又は造園技能士の有資格者を必ず記入すること」としている。
福山市（広島） 鉄道沿緑地高木剪定業務委託の入札公告：⑦技術者 対象業務に必要な技術者として，造園技能
士又は街路樹剪定士の資格を有する者を配置できる者。入札参加者と直接的な雇用関係にある
者であること。

⑥街路樹剪定士の資格が入札時の評価に明記
関東地方整備局
国営昭和記念公
園事務所
長野県

昭和自然資源管理その他工事の入札説明書：企業の技術力（配置予定技術者の能力）の項目で、
継続教育 (CPD) の証明（推奨単位以上取得）又は植栽基盤診断士の資格又は街路樹剪定士の資
格を保有する技術者が評価
総合評価落札方式 ( 工事成績等簡易型 ) 審査表：技術者要件の評価点で街路樹剪定士は 0.5 ～ 1
点 ( 施工管理技士級位との組み合わせで可変 )
佐 賀 県 建 設・ 建設業入札参加資格評定（等級格付け）：４. 技能士等 「（１人につき）１級５点、２級２点
技術課
上限 30 点。ただし、植栽基盤診断士及び街路樹剪定士は２点（造園のみ）」
内閣府沖縄 総合事「南部国道植栽維持工事」における総合評価：配置予定技術者の能力の項目において、造園基幹
務局 開発建設部 技能者、植栽基盤診断士、街路樹剪定士が加点対象になった。
南部国道事務所
ＵＲ東日本
あけぼの他 2 団地植物管理工事の入札説明書：評価項目、評価基準及び得点配分等 「予定配置
技術者 街路樹剪定士 1 点」
ＵＲ西日本
詳細条件審査型一般競争入札（総合評価落札方式）の実施に係る掲示：評価項目、評価基準及
び得点配分等 「予定配置技術者 街路樹剪定士 1 点」
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京都府

青てっぽう、吉野豆腐に

ドレッシング…私の好きな３品

京都といえば皆さんは
何を思い出されますか？
テレビ等で特集が組まれ、
色々な京都を皆さんご存
知だと思います。その中
でも私自身が大好きでよ
く食べる物をご紹介した
いと思います。
まず１つ目は出町柳に
ある野呂本店さんの「青
てっぽう」というお漬物
です。この青てっぽうは
少し変わっていて、胡瓜
の中に青じそで巻いた山

吉野豆腐㊧と、ごまとゆ
ずのドレッシング㊦

ごぼうが入っているんです。さっぱりと
した味でおつまみにも白ごはんにもぴっ
たりです。青てっぽうの他にもその時期
の旬な野菜のお漬物が種類豊富にありま
す。
２つ目は大徳寺の裏側にある大徳寺京
豆腐小川さんの「吉野豆腐」です。普通

青てっぽう㊤と、
旬な野菜のお漬物㊧

“ 好 き 。”
岩手県支部

高橋 知子

㈱共同園芸

3 月末、北東北。足下には
福寿草。色とりどりのクロッ
カス。紅白の梅が青空に綻ん
で、「さぁ、春が来ましたよ」
とざわめき立つこの季節。
そうだ、彼の地の桜に会い
に行こう。
この時期私は、凡そ一月～
一月半先の予定を立てます。
さすがに京都までは足を運べ
ずとも。ここ十年余り、毎年
弘前の桜に会いに行きます。
日本最古、幹径最大と、そ
れぞれ長い年月を感じられる
貴重な染井吉野たち。紅の蕾
から、今ぞ盛りと薄紅が空に
映えるその様も、潔い散り際

事務局人事
（４月１日付け）
・事業部事業課長＝清水 謙治
・事業部事業課＝小島 慎一郎 ( 新規採用職員 )
（５月１日付け）
・総務部長＝木村孝（新規採用職員）

事務局の動き
【４月】
1 ㈮・春の都市緑化推進運動 ～ 6/30
6 ㈬・総務委員会（広報活動部会）
9 ㈯・「桜を見る会」（内閣総理大臣主催）
11 ㈪・資格制度委員会（新資格制度検討チーム）
13 ㈬・技術委員会（技術・技能部会）
・事業委員会（造園フェスティバル推進部会）
15 ㈮・【みどりの月間】 ～ 5/14
19 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
20 ㈬・登録造園基幹技能者講習 試験委員会
22 ㈮・第 10 回みどりの式典
【５月】
9 ㈪・総務委員会（広報活動部会）

も、紅に芽吹く新葉も。一説には美と
短命の女神「コノハナサクヤヒメ」が
語源ともされるほど。そんな桜が好き
だ。大好きだ。
と、いうことで。昨年は、日本三大
桜に会いに行きたいと思い立ちまし
て。一番ご近所さんの福島にいらっ
しゃる「三春の滝桜」に会いに。
夜明け間もない朝 5 時半。車のエ
ンジンを掛けクラッチ踏んでギアを入
れ。アクセルを踏み込んでいざ出発。
4 時間弱のドライブの後。生まれて初
めてお目にかかれた齢一千年を越すと
いうベニシダレ。移動中は雨嵐に見舞
われたのにも関わらず。その時ばかり
は遠く抜ける春の晴天。その美しさと
圧倒的存在感に思わず手を合わせる時
間を、思う存分堪能することが出来ま
した。
その後一日目一杯福島県内の名所を
巡り、「杉沢の大杉」にもしっかり挨
拶して。半月後には恒例の弘前公園に
も出向き。当然地元の桜も堪能し。幸
せな時間を過ごせた昨年の春。
さて今年はいつどの桜に会いに行こ
うか、と。今はそのことが思考の半分
を占め、日々の業務に勤しんでいます。
10 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）
12 ㈭・運営会議
13 ㈮・大阪府支部通常総会・懇談会
16 ㈪・技術委員会（調査・開発部会）
17 ㈫・技能五輪全国大会合同委員会
・褒章伝達式
・第１回造園競技委員会
・国交省東北国営公園事務所と日造協東日本
大震災復興支援本部との意見交換会
18 ㈬・資格制度委員会（新資格制度検討チーム）
・建設産業協同教育訓練協議会・全国建設産
業教育訓練協会通常総会
19 ㈭・自民党 ＩＴＳ推進・道路調査会
・総務委員会、財政・運営部会合同会議
20 ㈮・街路樹剪定士認定委員会（試験部会）
23 ㈪・技術委員会（技術・技能部会）
・監事監査
24 ㈫・「かながわのみどりを創り、育てる」集い
26 ㈭・四国総支部 女性就業促進講習会
・四国総支部総会
・植栽基盤診断士認定委員会
28 ㈯・第２回造園競技委員会（課題作成トライアル）
・国営明石海峡公園神戸地区開園記念式典

のお豆腐も美味しいのですが、この吉野
豆腐は吉野葛が使われているため、お豆
腐なのにもちもちしています。お餅のよ
うな食感ですが、お豆腐ですのでしっか
りと大豆の風味もあります。普通にお豆
腐として食べる時はだしだれで、もう一
つはスイーツ感覚で食べる用に黒蜜も用
意されています。
３つ目ですが、大原三千院に向かう途
中にある京都大原・味工房志野さんの「ご
まいっぱいのドレッシング」です。名前

の通りにごまがたくさん入っていて、こ
この特徴としてマスタードがたっぷり
入っているんです。ドレッシング以外の
使い方もできる優れ物です。その他にも
京都らしい「ゆずと白味噌ドレッシン
グ」もおすすめです。白味噌ベースにゆ
ず果汁たっぷりの爽やかなドレッシング
です。
京都にお越しの際は是非ご賞味くださ
いませ。
小林 亜純（㈱小林造園）

日造協新入会員のご紹介

2015.12.15 ～ 2016.3.24

社名 / 住所 ☎

代表者 /FAX

社名 / 住所 ☎

代表者 /FAX

㈱丸光イトウ

伊藤

飛鳥緑地建設㈱

河崎

光邦

宏武

岐阜県可児市瀬田 889-2

石川県金沢市高畠 1-511-5

☎ 057-461-0171 FAX 057-461-0652

☎ 076-291-2494 FAX 076-291-2673

㈱森造園

㈱福島造園

森

正志

福島

俊洋

北海道札幌市豊平区月寒東 2 条 20-8-5

島根県出雲市斐川町荘原 2210-5

☎ 011-851-8534 FAX 011-851-3164

☎ 0853-72-5300 FAX 0853-72-6100

㈱真栄造園

後藤石水園㈱

池田

智仁

梨本

正則

北海道札幌市清田区真栄 487

新潟県新潟市中央区附船町 2-4106

☎ 011-881-3475 FAX 011-881-3561

☎ 025-378-4448 FAX 025-378-4535

㈲清廣園緑化

石川緑樹園㈱

廣野

拓雄

樋浦

明夫

石川県輪島市門前町広岡 10-8

新潟県新潟市西区小新 1305

☎ 0768-42-0641 FAX 0768-42-0135

☎ 025-267-5588 FAX 025-233-3750

㈱さくら緑化

㈱中讃農園

谷水

康行

北谷

英樹

兵庫県丹波市柏原町南多田 502

香川県高松市鬼無町藤井 109-6

☎ 0795-72-0048 FAX 0795-72-0048

☎ 087-882-3013 FAX 087-882-3014

㈱有山造園

森川ガーデン㈱

有山

寿

森川慎太郎

埼玉県和光市下新倉 4-14-12

香川県観音寺市室本町 937

☎ 048-461-7421 FAX 048-461-0651

☎ 0875-25-2962 FAX 0875-25-4324

平成 28 年度「造園ＣＰＤ」会員募集・継続確認のご案内
今年度の「造園ＣＰＤ」の会員申込受付が始まりました。造園技術者はどなたで
も入会できますが、日造協会員企業の社員または日造協が実施する資格制度の有資
格者は、日造協を通して入会することにより年会費が割引されます。
会費：（通常価格 4,000 円→ 2,500 円）
手続期間：5 月 9 日～ 5 月 31 日
※募集期間外は申込みを受け付けておりませんので、予めご了承ください。
詳しくは、日造協ホームページの造園 CPD 制度をご覧下さい。

平成 28 年度「植栽基盤診断士補研修会」「植栽基盤診断士認定試験」のお知らせ
今年度の「造園ＣＰＤ」の会員申込受付が始まりました。造園技術者はどなたで
も入会できますが、日造協会員企業の社員または日造協が実施する資格制度の有資
格者は、日造協を通して入会することにより年会費が割引されます。
会費：（「植栽基盤診断士」になるためには、まず植栽基盤に関わる基礎知識と調
査器具の取り扱い方をマスターする「植栽基盤診断士補研修会」を修了することが
受験要件になっております。
●「植栽基盤診断士補研修会」 開催場所と日程は、ホームページをご覧下さい。
●「植栽基盤診断士認定試験（学科試験）」 9 月 18 日（日）
1．申込受付期間 8 月 16 日～ 8 月 31 日
2．試験地 7 月中旬にホームページで公開いたします。
3．受験資格はホームページで確認下さい。
「植栽基盤診断士認定試験（実技試験）」
試験地 東京 11 月 10 日㈭～ 13 日㈰・京都 11 月 17 日㈭～ 18 日㈮
詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.jalc.or.jp/

委員会等の活動
●技術委員会（技術・技能部会）
「造園の施工管理に携わる技術者を対象とした人材
育成研修会」の研修資料と実施計画（案）を作成した。
（4/13）
●事業委員会（造園フェスティバル部会）
編集後記

都市公園法施行 60 周年等の記念事業に合わせ、
全都道府県と全国営公園での造園フェスティバル開
催するため、総支部・支部へ依頼する。
（4/13）
●資格制度委員会（新資格制度検討チーム）
「
（仮称）公園・緑地樹木管理士」の制度規程骨子（案）
をもとに制度規程（案）を作成した。
（4/11）

実は毎月行われる広報部会の開催時間は夕方以降に設定されています。おかげ様でその

日の会社の業務の大半をこなすこと が 出 来 る の で す 。 部 会 長 の 粋 な 計 ら い に は 感 謝 、 感 謝 で す 。

