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　　　　沖縄県支部　崎原 一美（㈲海邦造園）

　　　　【緑滴】焼き立てのスコーンを食べながら
　　　　兵庫県支部　大谷芽衣子（関西造園土木㈱）

日 造 協 の 活 動 を 通 し て

　　　　    （一社）日本造園建設業協会　理事
藤造園建設㈱代表取締役　藤巻 慎司

一体感が生まれるのではないでしょう
か。

◆
　次に会議の進行の仕方です。議題や
活動内容等を議論することも当然大事
なことでありますが委員長、部会長、
事務局が主となる円滑な会議の進め方
も非常に勉強になります。
　人に対しての話し方、資料の説明方
法等、これは社内で仕事をしているだ
けではなかなか経験できないことと
思っております。
　私も会社に戻った際に社内での会議
や社員とのコミュニケーションの場な
どで応用させていただいております。
同時に大勢の人前での挨拶の仕方、言
葉の使い方などもとても参考になりま
す。

◆
　最後は会議資料等をどれだけ地域で
活用できるかだと思います。日造協は
国の施策や都市公園等に関する様々な
制度、技術・労働安全、要望提言等す
べての情報発信源ですので、これを元
に各地域での活動を展開することがで
きます。私も神奈川・横浜に戻れば業
界での活動に生かしております。
　また、委員、部会員の方が各地域に
戻られた際に資料内容を皆様で共有す
ることも重要なことと思います。

◆
　最近よく「日造協に入ったメリッ
ト・・・」という言葉を耳にいたしま
す。この度書かせていただいたことは
ほんの一部ではありますが、まさにこ
ういったことを各地域や社内で利活用
することもメリットの一部ではないか
と思っております。
　最後になりますが、私も微力ながら
日造協のさらなる発展のため少しでも
お役に立てるよう努力をしていきたい
と考えております。

　日造協の委員会活動に携わり今年で
12 年が経ちます。今でも初めての委
員会の事は鮮明に覚えております。当
時は本部所在地が千代田区麹町に有
り、冷や汗を掻きながらエレベーター
に乗ったものでした。
　当然、右も左もわからない状況でし
たのでとにかく先輩方のお話を黙って
聞くことに専念しようと心掛けまし
た。しかし実際に参加してみると自分
の考えの甘さを痛感致しました。とに
かく意見を求められるのです。正直、
場違いな所に来てしまったと当時は
思っておりました。

◆
　その後数年を経て平成 29 年度まで
各委員会で同時に４つの部会活動に携
わることになりました。総務委員会で
は広報活動部会、財政・運営部会、事
業委員会では要望・提言活動部会、造
園領域発展戦略委員会では会員拡大
プロジェクト推進部会を兼任致しまし
た。
　私自身このように多くの活動に携わ
りながら会社の本業との両立ができる
ものなのかと思っておりました。確か
に大変です。しかし、その中にも得ら
れるものが多くあるのです。

◆
　まずは活動を通しての多くの方との
出会いです。委員会、部会のメンバー
は全国総支部・支部から選ばれており
ますので本当に多く方々と接する機会
が増えます。そこで色々な意見や地域
によってのさまざまな考え方などをお
聞きすることでお互いのことを知り、
情報の共有を図ることができます。
　また、会議後は場所を変えて会社や
仕事の悩みについての事など、それに
対しての解決方法やアドバイスをいた
だくこともあります。そうしたことで
造園業界の同じ仲間としての安心感や

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！

人事異動
国土交通省都市局関係　（7 月 27 日付）
●出向（農林水産省大臣官房付）＝大内
秀彦（大臣官房審議官（都市生活環境担当）
●大臣官房審議官（都市生活環境担当）＝
長井俊彦（農林水産省経営局総務課長）

平成 30 年度 国土交通大臣表彰
建設事業関係功労　日造協から３氏が受賞

　国土交通省は７月 9 日、平成 30 年度
の国土交通大臣表彰受賞者を発表した。
　日造協からは 3 氏が、建設事業関係
功労の都市計画事業関係で、「多年造園
工事業に精励するとともに関係団体の役
員として業界の発展に寄与した」ことか
ら、国土交通大臣表彰を受賞した。
　表彰式は 7 月 10 日、東京都千代田区
霞が関の国土交通省共用大会議室で行わ

れ、今年度は 222 人、3 団体が表彰さ
れた。
　日造協関係の受賞者は以下の通り。
　佐藤善一氏（57）千葉県千葉市
　　千葉造園土木㈱　代表取締役社長
　天本良光氏（63）佐賀県鳥栖市
　　㈱飛鳥緑化建設　代表取締役
　森根清昭氏（56）沖縄県宜野湾市
　　㈲海邦造園　代表取締役

役員、委員会、事務局等の新体制を紹介
全国事務局連絡会議を開催平成

30
年度

　全国事務局連絡会議は冒頭、和田新也
会長があいさつ。「冒頭に、7 月上旬に
は、梅雨前線等による局地的な大雨によ
る被害が全国各地域で発生し、特に西日
本豪雨では甚大な被害が発生いたしまし
た。日造協会員の被害については、現
在、大きな被害の報告は受けておりませ
んが、詳細を調査中のところもございま
す。今回の豪雨で、お亡くなりになられ
た方々のご冥福をお祈り申し上げますと
ともに、被災された方々に対しお見舞い
を申し上げます。また、被災地の一刻も
早い、復旧・復興を祈念する次第です。
さて、私どもを取り巻く状況は、担い手
3 法を契機に大きく変化してきたと感じ
ております。が、依然として将来的な事
業見通しが不透明であり、加えて、若手
入職者の減少等の構造的な課題への対応
が急務となっており、前途は楽観できな
い状況にあります。今後も、日造協とし
て、担い手の育成・確保の取り組みなど
を通じて、造園建設業の持続的な発展と

　日造協は 7 月 27 日㈮、東京都千代田区紀尾井町の都市計画協会会議室で、平成

30 年度全国事務局連絡会議を開催した。会議では本部からの依頼事項や情報提供に

ついての説明、質疑応答のほか、総支部・支部の報告等の意見交換を行った。

安全で快適な緑豊かな美しい国土環境づ
くりに、貢献していきたいと思っており
ます。このような中、昨年度は、新たに
26 社の正会員を迎えることができまし
た。今年も日造協活動の強化に向けて「会
員拡大プロジェクト」の推進など、皆様
のご協力をいただきながら、積極的に取
り組んでまいります」と述べた。
　議事では、平成 30 年度事業の実施に
ついて、●役員、総支部長・支部長、各
委員会の新体制、●第 3 次財政・運営
中期計画、●担い手３法 ･ 人材の育成確
保・働き方改革説明会の開催、●日造協
支部事務局サイトによる情報の共有、●
安全帯と墜落制止用器具、●要望 ･ 提言
活動の実施等、●全国造園フェスティバ
ルの開催、●全国造園デザインコンクー
ルの開催、●造園 CPD プログラムの申
請手続き等、●女性活躍推進部会の活動
報告、●会員拡大プロジェクトの推進、
●海外日本庭園保全再生、●台中国際園
芸博覧会の視察（仮）、●資格制度・研

全国事務局連絡会議の冒頭あいさつする和田新也会長

修会関係の年間スケジュールと概要、●
日造協協会活動の活性化、●東日本大震
災復興支援本部・現地本部活動報告（東
北総支部より）、●熊本地震対策本部の
設置・活動報告（熊本県支部より）、●
会員入会手続きの流れ、●各種表彰の推
薦基準、●総支部・支部交流会の開催、
●日造協の年間スケジュール、●今後の

主要な行事予定、●花博自然環境助成に
ついて、説明及び質疑応答を行った。
　会議は休憩を挟み、その後、総支部・
支部からの報告等を行い閉会した。
　また、会議終了後に、都市センターホ
テルで懇談会を開催。全国各地からの参
加者が交流、意見を交わした。

（7 月 31 日付）
●退職＝町田誠（公園緑地・景観課長）
●公園緑地・景観課長＝古澤達也（公園
緑地・景観課緑地環境室長）
●公園緑地・景観課緑地環境室長＝五十
嵐康之（横浜市政策局理事）
●退職＝藤吉信之（大臣官房付（（独）都
市再生機構統括役））
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　学会の目・眼・芽　第 93 回

「 杜 の 都 」 の 街 路 樹
（公社）日本造園学会東北支部長　仙台市建設局百年の杜推進部長　岡本 一郎

　「杜の都仙台」は、仙台藩祖伊達政宗
公が、屋敷内に実のなる木や用材を植
えることを奨励したことから始まった
と言われている。しかし、太平洋戦争
末期の仙台空襲で一面焼け野原になり、
現在の「杜の都」は、戦災復興土地区
画整理事業によって再生された青葉通
や定禅寺通に代表されるケヤキ並木な
どの街路樹や、青葉山と広瀬川の自然
が一体となって形成されている。
　　　　　　　　　◆
　ケヤキやイチョウの幹は、私が仙台
に住むこととなった 30 年前よりも一
回りも二回りも大きくなり、背丈も 15
ｍを優に超える立派な枝ぶりである。

市民理解のもと大きく育った街路樹は、
行政や造園事業者等の先人が培ってき
た剪定技術などにより、たくましく美し
く管理され、仙台のまちの顔になってい
る。
　一方、大径木となった街路樹は、近年
の財政状況等から十分な維持管理費が
確保されず、民地への枝の張り出し、歩
道の根上がり、歩行者通行の障害や落ち
葉の増大などから、市民の苦情が増えて
いるのも事実である。来訪者から感心さ
れるほど大きく育った街路樹も、経済情
勢、高齢化や生活スタイルの変化等によ
り、やっかいものになりつつある。
　　　　　　　　　◆

　街路樹は、道路交通の安全、都市防災、
美しい景観、緑陰の提供、ヒートアイ
ランド現象の緩和や緑のネットワーク
等も期待される重要な都市のエレメン
トである。しかし、過度な剪定、踏圧、
工事、交通事故、樹勢衰退や腐朽等の
厳しい環境の中で生きている。
　こうした樹木においても、効果・効
率的で安全・安心な維持管理の方法が
検討されるべきであり、市民共有の財
産として中長期的な視点から、道路空
間や沿道土地利用に合わせた適切な維
持管理を図らなければならないだろう。
　　　　　　　　　◆
　仙台市では街路樹のリスクマネジメ
ントとして、昭和 49 年度から概ね 5
年に 1 度、ケヤキ街路樹の保護調査を
行ってきたが、平成 21 年 8 月に定禅
寺通のケヤキが突然倒れる事故が発生

したことを受け、平成 22 年度からは幹
回りが 90㎝以上ある全ての街路樹につ
いて、毎年、約 5,000 本ずつ調査を続
けている。
　生き物である街路樹の管理には、樹木
診断や剪定技術が欠かせない。加えて、
長期的な視点に立ったまちづくりの発
信と市民との合意形成が大切である。
　　　　　　　　　◆
　「杜の都」の街路樹は、多様なステー
クホルダーを結びつけるまちづくりの
鍵のひとつである。今後は、緑の基本計
画において街路樹のあり方を明らかに
し、利活用の視点も加味しながら、予防
保全的な維持管理や更新を図っていく
ことが望ましいと考える。その上で、未
来に引き継ぐと決めた街路樹は樹冠の
成長を図り、しっかりと維持管理してい
くことが重要である。

日造協 各委員会・部会紹介平成 30、31 年度
【 特 集 】

平成 30、31 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

　５つの「調査・検討事項」を主軸として、
今後の造園界の将来構想の企画を重点

事項に「第３次財政・運営中期計画」に
沿った、新たな中長期構想の策定を進め
ます。2021 年、日造協創立 50 周年へ
の取組みも展開しますので皆さまご協力
お願いいたします。

戦略立案部会

部会長　田丸　敬三

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

氏　名 所　属 支部
　村上　大介 ㈱松原造園 石川

東    真 関西造園土木㈱ 兵庫
　木上　善貴 木上梅香園㈱ 熊本
　下地　浩之 ㈲西原農園 沖縄

造園領域発展戦略委員会
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 顧問
　水庭　博 ㈱水庭農園 茨城

造園領域発展戦略委員会
氏　名 所　属 支部

◎田丸　敬三 東光園緑化㈱ 東京
◯久郷　愼治 ㈱久郷一樹園 富山
◯持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
◯水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
◯酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問
◯四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
※中嶋　和敏 ㈱中嶋造園土木 愛知
　渡部　敦 庄内園芸緑化㈱ 山形
　田口　正典 ㈱田口園芸 神奈川

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

委員長　田丸 敬三
今 期 の 重 点 課 題 は

「日造協の中長期施
策の検討」と「重点
活動２０１８決議」
に掲げられた
3 項目です。

１．働き方改革の推進
２，担い手の育成・確保の推進
３，造園力の発揮機会の拡大
前期から各部会は、他委員会・部会との

連携を取りそれぞれ成果を得ることがで
きました。今期は新たに６月成立した、

「働き方改革」関連法への対応や、「担い
手３法」をはじめ日々多様化している課
題に各委員会・部会、総支部・支部の方 とも連携して取り組んでいきたいと思い ます。　

・担い手育成・確保行
　動計画の推進

・働き方改革の企画・立案・推進
・資格試験・研修会・講演会開催情報の
　共有化推進
　上記について調整をはかります。また、
就労環境整備策の策定や担い手育成・確
保に関わる日造協の年間スケジュールを

担い手育成・確保
推進部会

部会長　水庭　博

担い手育成・確保推進部会
氏　名 所　属 支部

◎水庭　博 ㈱水庭農園 茨城
　卯之原　昇 ㈱昭和造園 東京
　大嶋　聡 西武造園㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　山田　通明 ㈱山梅 群馬
　森川　昌紀 東洋ランテック㈱ 埼玉
　大場　淳一 ㈱大場造園 東京

　当部会は 19 名の最大
所帯です。新年から会
員にお願いした男前募

集は、5 部門全てのエントリーがあり取材
も終盤です。魅力一杯の男前たちのお目見

女性活躍推進部会
部会長　酒井　一江

女性活躍推進部会
氏　名 所　属 支部

◎酒井　一江 ㈱淡窓庵 顧問
　中峰　勝美 ㈱岩本石庭 北海道

氏　名 所　属 支部
　田村　尚子 むつみ造園土木㈱岩手営業所 秋田
　山口　聖子 群馬庚申園㈱ 群馬
　阪上恵保巳 ㈱清香園 埼玉
　松戸　幸子 ㈱新松戸造園 千葉
　桑園亜希子 東光園緑化㈱ 東京
　中川　京子 ㈱富士植木 東京
　藤本加奈子 箱根植木㈱ 東京
　難波真奈美 難波造園㈱ 神奈川

皆様方のご協力のお
かげで、平成 27 年～

29 年までに 70 社入会して頂きました。
今後は、新しい体制の中、協会の魅力を
発信し、入会促進につながるアイディア
を募りながら、活動してまいります。引
き続き、会員拡大へのご協力、宜しくお
願いいたします。

会員拡大プロジェクト
推進部会

部会長　四宮　繁

会員拡大プロジェクト推進部会
氏　名 所　属 支部

◎四宮　繁 ㈱四宮造園 北海道
　山口　英勝 ㈱ヤマカツ 青森
　遠藤　征矢 東光ローンコンサルタント㈱ 埼玉
　松戸　克浩 ㈱新松戸造園 千葉
　藤巻　慎司 藤造園建設㈱ 神奈川

氏　名 所　属 支部
　岩間紀久裕 岩間造園㈱ 愛知
　持田　正樹 ㈱もちだ園芸 島根
　古家　敏弘 ㈱山地宝松園 香川
　久保　和則 ㈱葉隠緑化建設 佐賀

愛宕上杉通のイチョウ 青葉通のケヤキ 定禅寺通のケヤキ

氏　名 所　属 支部
　本間　優子 グリーン産業㈱ 新潟
　薄井　美弥 ㈲ウス井樹園 三重
　小林　亜純 ㈱小林造園 京都
　畑中雅厘子 ㈱井内屋種苗園 和歌山
　吹上　笑美 ㈱多々良造園 山口
　佐々木智子 ㈱佐々木造園 高知
　吉川香奈子 木下緑化建設㈱ 福岡
　永島　千廣 ㈲桂植木 沖縄

えをお待ちください。また、小冊子『二人
三脚ワーキング』『造園建設業の仕事入門』
活用の出前講座を実施中です。ご希望の総
支部、支部は、ぜひ本部へお申し込みを。

取りまとめ周知します。
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建設業における女性活躍の現状
女性が輝く TOKYO 懇話会

造園業界を代表し、女性活躍推進部会から桑園氏がプレゼン

　全国で開催される
「全国造園フェスティ

バル」のテーマ・ターゲットを発信して
まいります。今年の新春座談会では、こ
れまで開催された実態と現状を確認し、
未来への造園フェスティバルを議論しま
した。「実施マニュアル」を参考に開催
していただければと願っております。

事業委員会
事業企画部会

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

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
◯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

氏　名 所　属 支部
　佐々木一敏 ㈱サンコー緑化 北海道
　佐久間　洋 ㈱磐梯園 福島
　岸　　省悟 ㈱岸グリーンサービス 石川
　南　　雅義 ㈲南造園 福井
　藤本　篤靖 ㈱下関植木 山口
　鶴田　忠嗣 ㈱鶴松造園建設 佐賀
　赤嶺　大佑 ㈲みね造園 沖縄

委員長　正本　大
 事 業 委 員 会 で は、
造園業界の情報発信
に よ る 認 知 度 向 上
や、若手も含めた技
量スキルアップ、企
業経営に必要な能力

向上の元となる機会の創出、造園分野の
経営基盤の拡充、課題の改善に向けた要
望等発信などを重点的に取り組む 4 部
会と、その活動を計画立案する企画部会

の 5 部会で構成されます。
　また、全国の若手ネットーワーク強化
を図る地域リーダーズ活動支援を行って
います。
　より活動内容が充実していけるような

取り組みを行っていきますので、皆様か
らの声掛けと、積極的なご参加をお待ち

しております。

造園フェスティバル
推進部会

部会長　関根　武

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

氏　名 所　属 支部
　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

　当部会は①全国デザ
インコンクール実施計

画の立案、②全国高等学校造園教育研究
協議会との連携強化、③インターンシッ
プの企画立案を行う部会です。
　高校の先生、生徒との情報交換を積極
的に行い、担い手が造園に触れ合う機会
拡大を目指してまいります。

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

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
　石井　直樹 石井造園㈱ 神奈川

氏　名 所　属 支部
　堤　　明伸 ㈱津々美造園 山梨
　坂戸　広三 ㈱園建 長野
　窪田　　洋 ㈱ガーデンヤマト  奈良

　研修・教育を行い人
材の育成を目的とする

当部会では、①地域リーダーズ活動支援、
②造園ＣＰＤ単位取得促進、③経営者研
修会の調査企画立案、④造園施工管理講
習会の企画立案と講師の養成、⑤職長・
安全衛生責任者講習の企画立案の 5 項目
を検討し、積極的に推進してまいります。

人材育成部会

部会長　森川　昌紀

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
　荒井　一行 日産緑化㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　桜井　裕一 ㈱石勝エクステリア 東京
　南　　雅義 ㈲南造園 福井
　松戸　克浩 ㈱新松戸造園 千葉

　今年度に取り組む主
な要望活動の重点三項

目は、①担い手３法（建設業法、品質確
保法、入札契約法）の実効ある運用、②
持続的な事業予算の確保、③造園力の発
揮とし、要望書や結果を情報共有し、効
果的な要望活動ができるよう取り組んで
まいります。

要望・提言活動部会

部会長　鈴木　一彦

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
　関根　　武 内山緑地建設㈱ 東京

氏　名 所　属 支部
　武井　大佐 西武造園㈱ 東京
　東野　恭樹 イビデングリーンテック㈱ 東京
　後藤　修久 横浜緑地㈱ 神奈川
　堤　　明伸 ㈱津々美造園 山梨

　発足から８年、年２
回の勉強会・交流会等
を 重 ね、 毎 回 100 名

を超える若手が集まる会となりました。
今後もさらに交流を深め、情報を共有し、
経営能力の向上や知識の習得をする場と
して、参加された方が得になる活動を目
指し、枠に囚われない若い力で業界の活
性化に繋げていきます。

地 域 リ ー ダ ー ズ
総リーダー　松戸 克浩

地域リーダーズ
氏　名 所　属 総支部

◎松戸 克浩 ㈱新松戸造園 関東甲信
◯古積　昇 古積造園土木㈱ 東北
・岩間紀久裕 岩間造園㈱ 中部
　阿部　哲也 ㈱阿部新香園 北海道
　野上 一志 ㈱野上緑化 北陸

氏　名 所　属 総支部
　筒井　秀樹 魚住造園土木㈱ 近畿
　小立　亮 ㈱小立造園 中国
　田川　弘 南海造園土木㈱ 四国
　松田　学 ㈱松田久花園 九州
　神谷　朝太 ㈱平成造園 沖縄

◎総リーダー　◯サブリーダー　・幹事

　東京都主催の平成 30 年度第 1 回女性

が輝く TOKYO 懇話会～建設業編～が 6

月 28 日、東京都庁第一本庁舎で開催さ

れ、造園建設業界を代表し、日造協女性

活躍推進部会の桑園亜希子氏（東光園緑

化㈱）が参加した。

　懇話会は冒頭、小池百合子東京都知事

が、これからのエネルギーのあり方が大

きな課題となっているが一番もったいな

いと思っているのが女性のエネルギーだ

と思っている。今日は建設業界で活躍さ

れている皆さんのお話をお聞きし、今後

に役立てたいとあいさつ。

　次いで、モデレーターのジャーナリス

トで昭和女子大学研究員の治部れんげ氏

が、建設業における女性活躍の現状とし

て、建設業の就業者は年々減少する中、

女性の就業者数は増加している。しかし、

教育機関において農学以外は女性が少な

く、建設業界への入口の部分が少なく、

建設業全体の構造など、働き始めてから

の課題もあると現状を紹介した。

　ゲストプレゼンテーションは、建設業

で働くゲスト６名から、（一社）日本建

設業連合会けんせつ小町部会の木村梨絵

氏と日造協女性活躍推進部会の桑園亜希

子氏が行った。

　桑園氏は、造園建設業について、生命

のある植物を主に取り扱いながら、自然

の要素や人工材料も取り入れて、人々の

憩いの場をつくり、育てるとともにその

大切さや素晴らしさを伝える仕事である

など、造園の仕事や資格を説明。女性の

先輩がいたおかげで、エリアや担当物件

の調整、急な休みなど、会社や職員の方々

の理解があり、家庭も夫と育児や家事を

分担と日々のようすを述べ、社外活動と

して女性活躍推進部会の取り組みも紹介

した。

　その後、ゲストを中心に建設業の魅

力、建設業で女性が活躍することによる

効果、生活と仕事を両立する上での秘訣

などについて、ディスカッションを行い、

小池知事は、皆さんしなやかにお仕事と

家庭生活を工夫して両立されており、素

晴らしいロールモデルであり、次に続く

後輩のためにも今後も頑張っていただき

たいと感想を述べた。

懇話会の冒頭、あいさつする小池百合子東京都知事 ゲストプレゼンテーションを行う桑園亜希子氏
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　沖縄県宜野湾市と言え
ば、普天間基地があり全国
的に周知されております。
　宜野湾市は沖縄語（方言 :
ウチナーグチ）でジノーン
と言い、キャッチフレーズ

は「ねたての都市（まち）ぎのわん」です。
　「ねたて」とは、「物事の根元」「共同
体の中心」という意味です。

◆
　宜野湾市内には、普天満宮、
嘉数高台公園、宜野湾市海浜
公園、宜野湾市トロピカルビー
チ、すずらん通り、大山ファ
ニチャーストリートなどがあ

ります。
　普天満宮（ふてんまぐう）は、沖縄県
中部最大の聖地として参拝者が多い神社
で、琉球王国において「琉球八社（官社）
の制」により、王府から特別の扱いを受
けた８つの神社の 1 つです。
　境内にある洞窟には神が祀られ、すご
く神秘的で身が清められる感じがしま
す。

編集後記　今 月 の 広 報 活 動 部 会 は 連 日 の よ う な 猛 暑 だ っ た ら と 心 配 し ま し た が 、 幸 運 に も 涼
し い 日 で し た 。 皆 様 も ご 自 愛 下 さ い 。
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事務局の動き
【7 月】
  3 ㈫・要望・提言活動部会
  4 ㈬・広報活動部会
  7 ㈮・登録造園基幹技能者講習委員会
  9 ㈪・運営会議
11 ㈬・事業委員会
12 ㈭・植栽基盤診断士認定委員会 ( 試験部会 )
13 ㈮・担い手 3 法と人材育成確保、社会保険未加入
　　     対策説明会（佐賀県支部）
19 ㈭・造園領域発展戦略委員会、企画部会
25 ㈬・資格制度委員会
27 ㈮・事務局連絡会議、懇談会
30 ㈪・植栽基盤診断士認定委員会

【8 月】
  1 ㈬・若年者ものづくり競技大会　～ 3 日
  2 ㈭・技能五輪等推進部会
  3 ㈮・造園の仕事を知ろう ( 出前講座 )
  7 ㈫・広報活動部会
17 ㈮・国際企画部会／国際委員会
20 ㈪・建専連企画委員会
21 ㈫・新規制度等部会
23 ㈭・建専連と国土交通省との意見交換
29 ㈬・地域リーダーズ勉強会（熊本）～ 30 日

委員会等の活動
●要望・提言活動部会
　◎ 7/3 国交省、環境省本省との意見交換会の開
催企画、都市公園緑地等整備促進議員連盟への対応

帰ってスコーンを買ってみましたが
しっくりこない。
　なので作っちゃえ！とレシピを探し
て作り始めました。今では外側がサ
クッ、中がしっとりなスコーンを作る
ことが出来るようになりました。
　スコーンに欠かせないクロテッドク
リームはバターを作る要領で生クリー
ムを撹拌して作っちゃいます。

◆
　本場のアフタヌーンティーみたいに
サンドイッチやケーキは用意できない
けど、クリームティーで至福な時間を
過ごすことが出来ます。
　焼き立てのスコーンに、たっぷりの
クロテッドクリームと苺ジャムをのっ
けて食べながら次は何処へ行こう？と
考えながら。

　ハッキリ言って料理やお菓
子作りはしません（笑）。苦
手ではなく、やらない。
　必要に迫られた時にする分
には困らない知識と技術はあ
りますが…。
　しかしそんな私がたまに作
るのがスコーンです。

◆
　遺跡や建築、庭園巡り、食、
アート、歴史など、目的はさ
まざまに国内を一人でふらっ
と出かけることがあります。
また数年に 1 度は海外にも赴
きます。
　「贅沢だね」なんて言われる
こともありますが、旅行の前
後は仕事にしっかりと取り組
むことが出来るし（先立つも
のが要りますからね！）、旅行
先で出会うアイデア等はその
後のアウトプットに役立つの
で提案・設計をしている自分
にとってネタの仕入れをしに
いくようなものです。

◆
　 2 0 1 6 
年 に ア イ
ル ラ ン ド
と イ ギ リ
ス に 一 人
で 行 っ て
きました。

　イングリッシュガーデンを設計する
機会はあるのに本場を見たことがない
のは密かなコンプレックスだったこと
と、アイルランドに住む友人を訪ねる
ことが目的でした。
　イギリスで食べたスコーン、本当に
美味しかったのですよね！でも日本に
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北アイルランドの幻想的な並木道
ダークヘッジ

外側がサクッ、中がしっとりなスコーン

　嘉数高台公園の展望台からは普天間基
地が一望でき、また、沖縄戦時の激戦地
でありました。
　宜野湾市トロピカルビーチでは、「日
本で一番早い夏の花火で 10000 発の
大花火と音楽のコラボレーション」を
キャッチフレーズに琉球海炎祭が例年開
演されます。

◆
　すずらん通りでは、独特な風情を持つ
レトロな飲食店が立ち並び、本土復帰前
に発行された米軍公認の営業許可書（A
サイン）を持つ店舗があります。
　イカ汁・ヤギ料理などが食べられ、沖
縄文化と米国文化の時代を歩んできた

チャンプルー（混ぜこぜした）文化が垣
間見られます。
　国道 58 号線沿いの大山ファニチャー
ストリートにはアンティーク家具やヴィ
ンテージ雑貨を取り扱う店舗があり、掘
り出し物がみつかります。
　ジノーンかいへ　めんそーれ！

崎原　一美（㈲海邦造園）

について検討した。
●事業委員会
　◎ 7/11 今期からの委員会体制を確認し、事業委
員会の事業計画について検討した。
●造園領域発展戦略委員会
　◎ 7/19 今期からの委員会体制を確認し、戦略委
員会の事業計画について検討した。
●登録造園基幹技能者講習委員会

　◎ 7/6 今年度の開催計画、試験問題と更新手続
きについて検討した。
●植栽基盤診断士認定委員会
　◎ 7/30 植栽基盤診断士補研修会修了試験の合否
判定と、植栽基盤診断士認定試験（学科試験）問題
について検討した。

普天満宮

宜野湾市トロピカルビーチ・琉球海炎祭の案内

すずらん通り

平成 30 年度 応募要項を公表 　新部門を追加
　平成 30 年度「全国造園デザインコン
クール」の応募要項を発表し、全国の教
育機関に送付、HP にも掲載しました。
　コンクールは第 45 回を数え、昭和
49 年に日造協が創設し、文部科学省、
国土交通省、NHK、全国農業高等学校
校長協会、（公社）日本造園学会のご後
援で、（一社）ランドスケープコンサル
タンツ協会、全国高等学校造園教育研究
協議会の共催で実施。今年から新たに（公
財）都市緑化機構が後援に加わり、毎年
開催されている「全国都市緑化フェア」
会場で「全国造園デザインコンクール」

の受賞者を紹介する「緑の広場」を設置
するとともに、この広場のプランを考え
る ” 緑化フェア「緑の広場」” プラン部
門を新設。高校１、２年生を対象に実施
し、造園デザインや緑化への関心を高め
てもらうことを目的としています。
　コンクールは、一般、大学生、高校生
の３部門で、A 住宅庭園、B 街区公園、
C 商業施設、D 実習作品、そして新部門
の E 緑化フェア「緑の広場」プランの 5
つの課題で募集。平成 31 年 1 月 5 日㈯
から 1 月 16 日㈬まで作品を受け付けま
す。多数の応募をお待ちしています。

　本年度の「登録造園基幹技能者講習」
の申込受付を開始しました。
　受講希望の方は、日造協 HP にて応募
要項を確認の上、所定の書類を本部事務
局にお送り下さい。
　募集期間は 8 月 1 日～各会場開催日
の 2 週間前です。
　※本講習は厚生労働省「建設労働者確
保育成助成金」の対象となっております。

　詳しくは各受給申請窓口までお問い合
わせ下さい。

開催都市と日程、会場

福岡 11 月 21 日㈬～ 22 日㈭
日建学院天神校（福岡市）

山形 平成 31 年 1 月 10 日㈭～ 11 日㈮
山形ビッグウィング（山形市）

東京 平成 31 年 1 月 22 日㈫～ 23 日㈬
中央大学駿河台記念館（千代田区）

「登録造園基幹技能者講習」のお知らせ

　今年度も秋から全国各地で「街路樹剪
定士認定試験」を開催します。受験資格
は、街路樹剪定士研修会を受講し、① 1
級造園技能士、②２級造園技能士で当該
資格取得後２年以上の剪定業務経験があ
る者、③樹木の植栽工事又は剪定業務に

「街路樹剪定士認定試験」のお知らせ
直接従事した実務経験の合計が７年以上
ある者の①～③のいずれかの条件を満た
す者となっています。詳細や申込方法に
ついては、ホームページの開催一覧をご
確認のうえ開催支部までお問い合わせ下
さい。

　　今年度の「植栽基盤診断士認定試
験」は、学科試験を 9 月 16 日（日）
に全国 7 会場（北海道・東京・愛知・
大阪・香川・福岡・沖縄）で、実技試
験を 11 月に東京と京都で実施します。

「植栽基盤診断士認定試験」のお知らせ
植栽基盤診断士補研修会を修了し、所
定の実務経験を満たした者が受験でき
ます。詳細や申込方法については、ホー
ムページをご確認下さい。

「全国造園デザインコンクール」


