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世の中の常識が一変した
コロナウイルスの感染拡大

  （ 一 社 ） 日 本 造 園 建 設 業 協 会 理 事 　
北造園㈱　専務取締役   北　総一朗

地を必要とし、強いストレスや孤立感
に苛まれるこの時期に、公園や自然が
人々にとって休息や繋がり、会話し耳
を傾けるために欠かせないという事実
だと思います。

◆
　アメリカでは 2050 年までに、すべ
ての住民が徒歩 10 分以内に安全で質
の高い公園や緑を利用できるようにす
る「10 Minute Walk」という計画が
各都市の首長と連携して進んでいるそ
うです。（https://10minutewalk.org/）
　アメリカ国内ではおよそ 300 の都
市がこの取り組みに参加し、いくつか
の都市では、90％の住民が徒歩 10 分
以内に公園がある環境に住んでいるら
しく、この計画は新たな公園の造成だ
けでなく、既存の公園の質の向上や公
園までの安全なアクセスの確保も含ま
れているそうです。
　また、アメリカ以外の国でもこのよ
うな運動は活発化しているようで、身
近に利用できる公園や広場を求める声
が多くなっているようです。

◆
　いま私達、造園業に携わる企業は大
きな意識変化の時期かもしれません。
　これまでの公園や緑地に求められて
きた機能（都市環境の改善、都市の防
災性の向上等や生活環境の改善・市民
の活動や憩の場など）に加えて、安全
に人がコミュニケーションをとること
が出来て、感染病対策下でも人が笑顔
になることが出来る場所。そんな公園
や緑地を提案し、作り上げることで社
会貢献し時代に必要とされる業界とな
ることが私達、造園業者がこれからも
社会に存在する大きな意味になると思
います。

　日本のみならず、世界中がこのウイ
ルスに翻弄され終息の目途が立たず、
感染対策におわれ、経済活動に大きな
ダメージを受け続けています。
　多くの人が行動制限を受け自粛を余
儀なくされ、多大なストレスを感じな
がらコロナの終息を期待し待っていま
す。
　感染対策で大きく働き方や生活スタ
イルが変化し、顔を合わせコミュニ
ケーションすることが危険であるかの
様な空気が蔓延する中、テレワークが
浸透し、直接対面しなくてもよい環境
でのワーキングスタイルが推奨されて
います。

◆
　そんな社会背景の中でも、人は人と
の繋がりを求め対面し会話しコミュニ
ケーションをとることの大切さを再確
認し求めていると思います。
　いま身近にある公園や緑地は、これ
までの環境保全・防災機能やレクリ
エーション景観形成などの役割はもち
ろんですが、コロナ禍における過大な
ストレスに対する身体的・精神的健康
の改善に役に立つツールとしての存在
がクローズアップされてきてると感じ
ます。
　もちろん公園や緑地だからといって
もマスク・手洗いや密集を避ける対策
は必要であると思いますが、公園・緑
地の持つポテンシャルはとても大きい
と思います。
　多くのアンケートなどを見ると、「近
隣の公園にいくようになった」「公園
や緑地の重要性を感じるようになっ
た」などの結果をみます。
　これは大きな意識の変化であり、今
回のコロナ対策の確かな 1 つとして
多くの人が生活範囲のなかに公園・緑

（一社）日本造園建設業協会は 2021 年 11 月に創立 50 周年を迎えます。50th

　令和 3 年度の国土交通省都市局の国営公園等予算は、国費 290 億 4,500 万円の対前
年度倍率 1.00 倍で、このほか、都市局関係では、社会資本整備総合交付金 6,311 億 2,800
万円、防災・安全交付金 8,539 億 8,400 万円、東日本大震災復興特別会計予算として
国営追悼・祈念施設整備事業 3 億 5,400 万円。基本方針では、激甚化・頻発化する自然
災害への対応や人口減少・高齢化のもとで持続可能で魅力あるまちづくりが喫緊の課題
であり、ポストコロナ時代を見据えた新しいまちづくりに取り組む必要があることから、
関連諸制度を総動員し、安全でゆとりとにぎわいある都市の実現を強力に推進する。

国費 290 億 4,500 万円

　令和 3年度都市局関係予算の公園緑
地関係では、主要事項のうち、「防災・
減災を主流化したコンパクトシティの更
なる推進」における居住エリアの安全性
強化で、雨水の一時的な貯留や水質浄化、
修景機能を持つ「雨庭」など、グリーン
インフラ活用型都市構築支援事業、安全・
安心な避難場所の確保として、風水害に
対応した防災公園の整備を行う。
　「コンパクトでゆとりとにぎわいある
ウォーカブル空間の創出」においては、
既存ストックの改変による「居心地が良
く歩きたくなる」空間（ウォーカブル空
間）を形成、公園緑地の整備等によるオー
プンスペースの充実などに取り組む。
　「都市分野の海外展開の推進」におい
ては、我が国の発信力の強化として、
2022 年 4 月 14 日から 10 月 9 日開催
のアルメーレ国際園芸博覧会への農水省
と連携した出展を行い、日本の造園緑化
技術・文化の対外発信、海外展開の方策
や 2027 年 3 月から 9 月開催の横浜国
際園芸博覧会の博覧会国際事務局（BIE）
認定に必要な検討を行うほか、荒廃した
海外日本庭園の修復支援により、インバ
ウンド拡大や対日理解を促進し、造園緑
化技術や文化の対外発信を図る海外日本

庭園再生プロジェクトを実施する。
　「首里城復元や自然災害からの復旧・
復興」においては、首里城正殿について、
令和４年の本体工事着工、令和８年の復
元に向けた取り組みや大規模災害の被災
地の早期復旧・復興を着実に推進、東日
本大震災の復興まちづくりへの支援とし
て、被災地に整備される復興祈念公園内
の国営追悼・祈念施設（岩手県、宮城県、
福島県）の整備・維持管理を実施する。

◆
　新規・拡充事項のうち、「防災・減災
を主流化したコンパクトシティの更なる
推進」における水災害による被害軽減に
向けた取組の強化で、市街地再開発事業
等で整備する避難地等に対する支援を拡
充。防災公園やグリーンインフラによる
災害対応力の強化で、地震、風水害、津
波等の多様な災害に対応した防災公園や
流域治水等と連携したグリーンインフラ
の整備により、公園緑地の防災・減災効
果をさらに強化。公園の老朽化・バリア
フリー化対策で、老朽化の著しい公園施
設の改修等を緊急的に実施し、予防保全
型管理への移行を推進。バリアフリー法
に基づく基本方針の改正を踏まえ、集中
的かつ重点的に公園施設のバリアフリー
化対策を推進する。
　「コンパクトでゆとりとにぎわいある
ウォーカブル空間の創出」においては、
官民連携によるウォーカブル空間の形成
で、まちなかウォーカブル推進事業、官
民連携まちなか再生推進事業、都市・地

令和 3 年度　国土交通省 国営公園等予算

コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブルなまちのイメージ

 　2021 年春の叙勲
で、 日 造 協 か ら 五
月女氏が受章した。

【瑞宝双光章】
五月女和夫氏（73）、
㈲五月女造園　代表取締役（栃木県）

五 月 女 氏 が 受 章
春 の 叙 勲

施策の概要

２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出
都市・居住機能が集積するまちなかにおいて、既存ストックの改変による「居心地が良く
歩きたくなる」空間（ウォーカブル空間）を形成し、官民によるゆとりとにぎわいの創出に
取り組む。また、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、オープンスペースの充実や、
職住近接のニーズの高まりにも対応したまちづくりを推進する。

都市再生整備計画区域
※まちなかウォーカブル区域を下支えする周辺環境の整備を図る区域

Walkable
歩きたくなる

居心地が良い、人中心の空間を創ると、
まちに出かけたくなる、歩きたくなる。

Eye level
まちに開かれた１階

歩行者目線の１階部分等に店舗やラボがあり、
ガラス張りで中が見えると、人は歩いて楽しくなる。

Diversity
多様な人の多様な用途、使い方

多様な人々の多様な交流は、
空間の多様な用途、使い方の共存から生まれる。

Open
開かれた空間が心地よい

歩道や公園に、芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくなる。

まちなかウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）
※歩ける範囲のエリア（概ね1km程度以内の区域を想定）であって賑わい溢れる

まちなかづくりに必要な施策を重点的・集中的に講じる区域

コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブルなまちのイメージ

開放的な駅空間

テレワーク拠点 オープンテラス 水辺空間

都市農地

緑道

都市公園

広場を活用した社会実験シェアサイクル歩道・自転車道

ウォーカブルな歩行空間

駅前広場
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域交通戦略推進事業、まちなか公共空間
等活用支援事業により、ウォーカブル空
間の形成を推進。公園緑地の整備等によ
るオープンスペースの充実で、都市公園
安全・安心対策緊急総合支援事業を拡充
するなど、都市生活にゆとりや潤いをも
たらす公園等のオープンスペースは、良
好な住環境・ビジネス環境の形成に不可
欠であり、新型コロナウイルス感染症拡
大を契機として、貴重な屋外空間として
価値が再認識されたことから、公園、広
場、緑地等のオープンスペースの充実を
図るとともに、柔軟かつ多様な活用を推
進する。公園緑地の整備・活用

①官民連携によるウォーカブル空間の形成

②公園緑地の整備等によるオープンスペースの充実

③職住近接・一体の生活圏の形成

官民連携による既存ストックを最大限活用した修復・利活用等により、「居心地が良く歩きたくなる」
空間の形成を推進する。

大都市の職住近接拠点や地方都市の中心市街地の生活圏等において、柔軟な働き方と暮らし
やすさを備えた職住近接・一体となった生活圏の形成を推進する。

まちなかウォーカブル推進事業
都市・地域交通戦略推進事業

「居心地が良く歩きたくなる」空間の形成

まちなか公共空間等活用支援事業

広場
公園

街路民間
空地

アイレベルの刷新滞在環境の向上

ウォーカブルな空間整備

周辺環境の整備
（環状街路、交通結節点）

官民の多様な関係者による
まちづくりビジョンの策定・共有

官民連携まちなか再生推進事業

多様な空間の利活用

柔軟な働き方を実現するテレワーク拠点等整備の推進

都市構造再編集中支援事業 防災・省エネまちづくり緊急促進事業

都市機能誘導施設の
小規模分散立地の推進

都市構造再編集中支援事業都市再生整備計画事業官民連携まちなか再生推進事業まちづくりファンド支援事業

介護施設 子育て支援施設空き店舗を活用したテレワーク拠点 コワーキング・交流施設

官民で共有するまちづくりビジョン 駅前広場を活用した店舗の設置

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、貴重な屋外空間として価値が再認識された公園、広場、
緑地等のオープンスペースの充実を図るとともに、柔軟かつ多様な活用を推進する。

感染症対策の例
／デジタル技術による混雑把握

緑道によるネットワーク化
自然環境を活かした運動空間

としての公園の利活用

オープンスペースの充実と安全・安心な利用の確保 公園緑地の整備・活用

身近な公園の充実

民間主体による緑地空間の
整備・活用

ウォーカブルな街路空間
との連携

都市公園・緑地等事業 市街地再開発事業等 国営公園等事業 都市公園・緑地等事業
広場空間の活用
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新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、貴重な屋外空間として価値が再認識された公園、広場、
緑地等のオープンスペースの充実を図るとともに、柔軟かつ多様な活用を推進する。

感染症対策の例
／デジタル技術による混雑把握

緑道によるネットワーク化
自然環境を活かした運動空間

としての公園の利活用

オープンスペースの充実と安全・安心な利用の確保 公園緑地の整備・活用

身近な公園の充実

民間主体による緑地空間の
整備・活用

ウォーカブルな街路空間
との連携

都市公園・緑地等事業 市街地再開発事業等 国営公園等事業 都市公園・緑地等事業
広場空間の活用

-8-

人事異動
国土交通省都市局関係（4 月 19 日付）
景観・歴史文化環境整備室課長補佐 =

下出大介（復興庁統括官付参事官補佐）
国土交通省都市局関係（5月 1日付）
関東地方整備局建政部都市調整官 = 大

関弘之（公園緑地・景観課企画専門官）
公園緑地・景観課企画専門官 = 原田英
之（街路交通施設課企画専門官）

【お知らせ】
令和 3 年度通常総会

日時：６月２２日 ( 火 ) １４: ３０～
場所：( 一社 ) 日本造園建設業協会会議室
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、会員の皆様の健康・安全を確保
するため、書面による表決といたします。
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　学会の目・眼・芽　第 116 回

万国博がやってくる
（公社）日本造園学会　理事　名古屋大学名誉教授　夏原　由博

　2025 年に大阪市の夢洲で万国博覧
会が開催される。1970 年の万博は、「人
類の進歩と調和」がテーマで、月の石
に象徴される科学技術の進歩が強調さ
れた。海外旅行が身近でなかった当時、
世界の文化に触れることができたこと
が人々の心を捉えた。
　一方、環境アセスメント制度がまだ
なく、千里丘陵の自然が調べられるこ
となく消え去った悔いも残る。
　しかし、万博終了後は、「緑に包ま
れた文化公園」とする基本計画が策定
され、60 万本の樹木が植栽された。
　植樹約 40 年後にはオオタカが営巣
するなど自然が着実に回復している。
2000 年からは密生林化を改善し生物
多様性を高めるための人工ギャップの

造成が開始され、モニタリングが継続
されている。

◆
　2005 年の愛・地球博では、環境アセ
スメントが実施され、オオタカの営巣
が確認された。貴重な自然を守るため
に主会場を瀬戸から長久手の愛知青少
年公園に移すなど会場計画が大幅に修
正された。
　里山が守られたのみならず、造成に
よる土地改変をおこなわずに地形の起
伏やため池を残した会場となった。
　また、再生可能エネルギーの利用や
壁面緑化「バイオラング」の利用など、
自然環境保全のための知恵が活用され
たことも特徴である。市民参加の拡大
のため、「地球市民村」が設置された。

　 こ れ ら の 取 り 組 み は、2010 年 の
生物多様性条約 COP10 や 2014 年の
ESD ユネスコ会議の愛知開催につな
がった。

◆
　万博終了後、長久手会場は愛・地球
博記念公園として整備された。スポー
ツ施設や庭園など複合的な施設である
が、県民参加型の運営方法を実施して
いることに特徴がある。
　一方、瀬戸会場跡地にはあいち海上
の森センターが開設され、古民家を利
用した里山サテライトとともに自然保
護や環境教育の拠点とされている。

◆
　2025 年万博はこれまでと異なり、
人工的な埋立地を会場とする。
　しかし、ここが自然の宝庫であるこ
とは知られていない。過渡的にできた
湿地で数百羽のツクシガモを含む数千
羽以上の水鳥や猛禽が飛来し、夏には

コアジサシが繁殖する。
　大阪では絶滅したカワツルモの生育
も確認された。そのため、自然保護団
体が水辺環境の保全を求めて要望書を
提出した。
　また、ランドスケープコンサルタン
ツ協会関西支部が募集した万博デザイ
ンコンペでは、大阪湾の自然を活かし
た「自然との共創」をテーマとしたデ
ザインが最優秀賞を得た。
　COVID-19 後にすべての命が輝く転
換点としたい。

　第 31 回 技能グランプリが、2 月 19
日～ 22 日に愛知県で開催された。この
大会は、厚生労働省、中央職業能力開発
協会等の主催により、一級技能士を対象
として、技能競技を通じ、日頃から研鑽
を積んだ技能を競うことにより、一層の
技能向上を図るとともに、その熟練した
技能を広く国民に披露することにより、
その地位の向上と技能の振興を図ること
を目的として実施する大会で、造園のほ
かにも機械組み立てや園芸装飾など 30 
職種で行われている。
　造園職種は、愛知国際展示場（常滑
市）で競技を行い、全国から 8 名が参加。
競技課題は、競技時間 7 時間で、3.5 ｍ
× 2.5 ｍの区画に支給された材料（石、
竹、木材、樹木、草花等）を使い、「緑

と暮らす新しい生活 2021」を庭園テー
マに自由な発想で作庭する。
　今回は、緊急事態宣言が出されたコロ
ナ禍でもあり、無観客で実施されたが、
出場した 8 名の選手は、熟練した技能
を発揮し、あらかじめ
考えたコンセプトと図
面をもとに樹木や石の
組み合わせ、竹の細工
など工夫を凝らし、バ
ランスとおさまりを考
えながら見栄えよく作
り上げていた。
　金賞は、日造協会員
では群馬県支部の山宮 
衛氏（紅陵造園㈱）と
なった。

　群馬県前橋市にある紅陵造園 ( 株 ) 代表の山
宮です。主に地元前橋市を中心に個人宅、公共
の管理、工事をやっている会社です。
　今回の技能グランプリに参加したのは、初出
場の前回大会で銅賞を受賞しさらに上を目指し
たいということもありますが、造園業界を盛り
上げていきたいという思いから参加させて頂き
ました。
　コロナ渦ということで色々制限がある中での
参加でしたが、県内の多くの方々にご協力いた
だき、良い結果が出せて良かったです。金賞を
受賞させていただきやっとスタートラインに立
てたと思っています。
　今後は、地元の訓練校での指導だけでなく県
内全域の若手育成にも頑張っていきたいのと、
造園業界を今まで以上に盛り上げていき、日本庭園を世界にもっと発信し
ていければと思っています。

2020 年度 技能グランプリ実施報告 金賞を受賞して
紅陵造園㈱   山宮　衛山宮衛氏（群馬県、紅陵造園）が金賞を受賞

大会後は、競技委員の戸田 芳樹氏（㈱
戸田芳樹風景計画）などが、選手から作
庭の想いや工夫したことを聞きながら講
評を行った。
　本大会で磨いた技能を今後もさらに鍛

錬し、さらなる飛躍と自らの仕事や業界
の技能向上に活かしていただきたいと思
います。

技術委員会　技能五輪等部会長
坂元　博明

金賞 山宮氏の作品

競技の様子 講評の様子

夢洲で求愛行動するコアジサシ
（（公社）大阪自然環境保全協会　撮影）
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　年度内開催を諦めていた出
前講座でしたが、2 月 15 日に
富山県立中央農業高校へ初のリ
モート出前講座を実施しまし
た。久郷北陸総支部長兼富山県
支部長、野上地域リーダーは学
校、本部は東京、酒井は山口か
ら、同校の先生方のご協力をい
ただき、1.2 年生の生徒ととも
に全員参加でやりとりする有意
義な出前講座ができました。
　また、国土交通省の支援による「建設
産業女性定着ネットワーク」の全国大会
が 2 月 17 日に実施されました。当部会
を含め、全国の加入団体はリモートで、
シンポジウムのパネラーは事務局の建設
業振興基金の会議室からということでし
たが、緊急事態宣言の延長により、遠方
に居住する私などは急遽リモート参加と
なりました。続けて３月９日は福岡に支
店のある造園 CAD のメーカーよりオン
ラインセミナーの要請をうけて全国の視
聴者へ向け、女性の働き方に関するリ
モート出前講座を行い、好評をいただき
ました。

○●○
　以上のように令和２年度の部会活動は
『リモートワーク元年』となりました。
　新年度は『リモート女子会』を試行し
ます。全国会員企業で一人奮闘される女
性職員の方々、同業での相談相手が欲し
い方はリモートで女子会トークに参加し
ませんか？
　コミュニケーションのみならず、情報
のストック、活用、共有等利便性を高め
るリモートワーキングは地球を狭くし、
今後は業務の大小を問わず活用の方向に
拍車がかかることでしょう。経営者のみ

　コロナの収束が未だ見えませんが、気
候はすでに晩春から初夏の兆しです。
　さて、小冊子「女子力アップで二人三
脚ワーキング」はお手許に届いたかと思
います。
　バージョンアップは一目で判るカラー
ページ。女性活躍推進部会メンバーの
コーヒーブレイクは全員が刷新しまし
た。そして今年度の改訂の力点は『リモー
トワーキング入門』の追記です。
　コロナは「密」を避ける至上命令によ
り、リモートによるコミュニケーション
手法がとられるようになりました。どこ
からでもコミュニケーションがとれる状
況は、朝会や打ち合わせの移動時間分の

働き方改革への取り組み進める

リモートワークへのチャレンジ
女性活躍推進部会長　酒井　一江

時短につながり、子育てのパパ、ママに
はとても価値があります。働き方改革の
一助になったのではと思います。
　そのためには、もっとコンピューター
を味方にしなければ ･･･。ということで
部会はまずパソコンチーム、携帯チーム、
新人部会員チーム等、本部では数回に分
けた少人数のグループによる会議の試行
を重ね、本会議を滞りなく運営いたしま
した。
　そして、以前からリモートに着手して
いる部会員の協力を得て、初心者ではあ
りますが、リモートワーキング入門の検
討にチャレンジしました。

○●○

なさまは実質的に必要ないかもしれませ
ん。が、頭の柔らかいうちに『まずはク
リック！』です。パソコン世代の若いス
タッフと二人三脚で、積極的な取り組み
により、業務のスピード感向上にチャレ
ンジしてください。

○●○
　一方、コロナ禍にあっても、造園建設
業は粛々と業務を継続することができま
した。悠然と息づく自然との対峙が健康
感の高い仕事であることの意義、そして
公園、庭園、緑地が生活に必要であるこ
とを市民の皆様に痛感していただける一
年だったと思います。造園の仕事の魅力
を改めて多角的に考え、リモート活用の
働き方とともに会員企業のみなさまには
新たな仕事の始まりになることを期待い
たします。

　「街路樹剪定士」の資格制度を設立し
23 年が経ち、約 15,000 名の資格者が
全国で活躍しています。
　「街路樹剪定士」は、街路樹の機能と
効果を熟知し、街路景観の創出維持に寄
与するもので、多くの自治体の発注要件
や入札要件に活用されています。
　発注者の「街路樹剪定士」に対する認
知度が向上するとともに、資格者への期
待と責任も増大しています。
　また、街路樹は景観や住環境に対する役
割も大きく市民の関心も高まっています。

◆
　今回、開催した研修会は、全国の「街

路樹剪定士」の指導的役割を担い、各地
域の街路樹景観の相談にも対応できる

「街路樹剪定士指導員」を養成するため
のものです。
　3 月 12 日（金）～ 13 日（土）に福
岡県北九州市において、九州総支部・福
岡県支部の協力のもと研修会を実施し、
全国から支部の推薦を受けた街路樹剪定
士 14 名が受講しました。

◆
　研修は、1 日目に剪定技法や安全、指
導員の役割などの学科と、実技講師によ
る見本剪定と剪定実習、最後に地域にお
ける街路樹の実情や剪定手法についての

意見交換を行いました。2 日目は、実技
試験として、ケーススタディに沿ったモ
ミジバフウとクスノキをそれぞれ受講者
が各 1 本剪定しました。

◆
　実技の講師は、吉村知泰氏 ( ㈱吉村造
園 )、大場二郎氏（㈱大場造園）、菅原
浩人氏（大森造園建設㈱）、根本喜代孝
氏（㈱根本造園）、学科は、卯之原昇氏（資

街路樹剪定士指導員
福岡で研修会を実施

リモート出前講座は、「造園の仕事　理解深め
る」という見出しで、地元紙にも掲載された

見本剪定説明（モミジバフウ）

本社／〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195

農業・建設・林業用運搬車や草刈機等の製造

AWD

全国実演会数 年間1500件!!!

キャニコ
ム草刈

機

実演会受付中キャニコ
ム草刈

機

実演会受付中

休耕地・河川敷・果樹園・工場敷地内・キャンプ場・公園・メガソーラーといった場所で活躍しています

実演依頼はコチラ▶

作業スピードが早いことが
気に入っています。
今までは刈払い機を使っていましたが、

まさおを導入して草刈り作業時間が

格段に短くなりました！

傾斜のきつい場所など
足場の悪い現場で活躍してくれます。
傾斜のきつい場所など
足場の悪い現場で活躍してくれます。
前日まで雨が降っていた砂地(干拓地)でも

スムーズに作業できました!!

前日まで雨が降っていた砂地(干拓地)でも

スムーズに作業できました!!
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表紙と目次の一部

格制度委員長・㈱昭和造園）と本部事務
局の野村徹郎 技術 ･ 調査部長が担当し
ました。

◆
　実技試験の採点結果をもとに街路樹剪
定士認定委員会（濱野周泰委員長）にお
いて合否判定を行い、新たに 10 名の指
導員が誕生しました。

実技講師説明（クスノキ）

実技試験の様子（モミジバフウ）

剪定後の講評（クスノキ）

学科研修（質疑応答）
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者であり、
造園施工管理技士や造園技能士、エクス
テリアプランナー等をはじめとした業界
特有の資格保有者の登録者数はすでに国
内 No.1 となっております。
　また 30 代以下の方で約 6 割、40 代
まで含めると約 8 割と、業界平均より
も若手割合が多いことも特長です。
　世の中で AI 化や IT 化が進んでも、造
園業経営における「人材」の重要性は変
わりません。現在は首都圏、東海、関西
での採用実績が中心ですが、今後ご要望
に応じて全国各地での採用支援へと拡大
予定ですので、有資格者・経験者採用を
検討中の企業様はぜひ一度ご相談下さ
い。
　みどり人材バンク・求人ナビ運営事務
局まで　info@midorijinzaibank.com 
㈱ exflora　 http://www.exflora.jp/

　　

　茨城県ひたちなか市と言
えば国営ひたち海浜公園。
　「死ぬまでに行きたい世界
の絶景」にも選ばれたネモ
フィラ、コキアの雄大な景
観はまさに必見です。夏に
は ROCK IN JAPAN FESTIVAL が
開催、20 回を数えるこのイ

ベントは当地をロックの聖地、音楽の街
へと変貌させました。

◆
　昨年はコロナ自粛の影響をうけ、閉園
を余儀なくされましたが今年 30 周年を
迎える海浜公園では、さまざまな趣向を

凝らしたイベント
準備を進めていま
す。対策をしっか
りし、地元をあげ
てさまざまな場面
で皆様をお迎えい
たします。

◆

　そんなひたちなか市、地元グルメも大
きな魅力です。
　ご存じ、冬の名物干し芋は、日本一の
生産量を誇ります、ぜひご賞味を。
　また、令和元年には「ほしいも神社」
が創建されました、黄金色の鳥居群に気
分も気運も盛り上がることうけあいで
す。
　那珂湊おさかな市場では、新鮮な魚介
類が大人気、全国からの来場者でにぎわ
います。場内での食べ歩きも楽しいです
よ。
　B 級王道、もちもち麺の那珂湊焼きそ
ばは、お店によってスタイルもさまざま。
　締めのスイーツなら地元醤油蔵元オリ
ジナルの醤油プリンや醤油ソフトがおす
すめ、みたらし風味です、蔵見学とあわ
せてどうぞ。
　そしてラーメンも外せません。茨城で
ラーメンといえばスタミナラーメン。レ
バーとゴロゴロ野菜の甘辛餡がのった
ラーメンは地元若者のソウルフード、ぜ

編集後記　ま だ ま だ 自 粛 の 日 々 が 続 き ま す が 、 会 員 の 皆 様 が 元 気 に な る よ う な 記 事 の 企 画 を
準 備 し て お り ま す 。 ご 期 待 下 さ い 。
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 日造協賛助会員の紹介 　　　　　㈱ exflora
造園業界に特化した人材紹介サービス、求人サイトのご紹介

　「求人募集をしても、ほとんど応募が
ない」「即戦力人材を求めているが、専
門性を持った経験者・有資格者を採用で
きない」人材採用においてそのような課
題はございませんか？
　弊社では 2018 年 3 月より造園、エク
ステリア、緑化業界特化の採用支援事業
をスタートし、現在人材紹介サービス「み
どり人材バンク」、及び求人サイト「み
どり求人ナビ」を運営しております。
　直近では毎月約 220 名の求職者の
方々からご登録頂いており、運営開始か
ら約 3 年で累計登録者数は 5,000 名超
に達しました。これらの数字は全業種型
の人材紹介サービス、求人サイトと比較
すると数こそ少ないものの、すべて「造
園 仕事」「エクステリア 求人」といっ
た業界でのご転職に相性の良い検索ワー
ドからのご登録のため、6 割が実務経験

ひご賞味を。
◆

　お土産には、ひたちなかが加工日本一
を誇る「蒸しタコ」、オリジナルお菓子

「ほっしーも」が大人気です。海と花と
グルメの街、ひたちなかへぜひお越しく
ださい。

佐藤 理愛（㈱砂押園芸）

事務局の動き

【5 月】
10 ㈪・広報活動部会【web】
11 ㈫・造園フェスティバル推進部会【web】
12 ㈬・街路樹剪定ハンドブック編集委員会
13 ㈭・財政・運営部会【web】
14 ㈮・運営会議【web】
21 ㈮・令和 2 年度事業監事監査
22 ㈯・地域リーダーズ勉強会～ 5/23
27 ㈭・第 1 回通常理事会【書面決議】
         ・資格制度委員会 ( 新規制度等部会 )

【6 月】
22 ㈫・通常総会【書面による表決】
23 ㈬・街路樹剪定士認定委員会
24 ㈭・登録造園基幹技能者講習 試験委員会

 委員会等の活動

●広報活動部会【Ｗｅｂ】
　4/6　日造協ニュース 4 ～ 8 月号の内容等につ
いて審議
●人材育成部会【web】
　4/22 職長・安全衛生責任者講習等について審議
●植栽基盤診断士認定委員会【web】

　4/27 植栽基盤診断士補研修会の修了試験問題
等について検討
●新規制度等部会
　4/27 公園・緑地樹木管理士の資格制度等につ
いて検討
●地域リーダーズオンライン会議【web】
　4/27 勉強会計画 ( 東北、中国 ) について審議
●技術・技能部会
　4/28 人材育成研修の開発計画について審議

子の「覚悟」を感じたのです。
◆

　それから３年の間、週末の天気の良い日
には「今日もサッカー日和だ！」と思いな
がら、練習に励む息子にエールを込めてお
にぎりを握れるようになりました。
　息子は、今５年生。心も体も大きくなり
ました。練習後のユニフォームを洗濯しな
がら、ここにしみ込んだ汗と泥にどれだけ
鍛えられてきたことか。
　そして、私も息子の姿にどれだけ鍛えら
れてきたことか、感謝しかありません。

　息子が、サッカーのスポ少に
入ったのは、今から３年前のこ
とです。
　その当時、ゴールキーパーに
憧れをもってはいましたが、ま
だまだの初心者です。
　ところが、入団１ケ月後にお
こなわれた「キッズ大会」でな
んとキーパーをまかされたので
す。それもＰＫ戦の場面でです。

◆
　緊張する親を尻目に、息子は、
小柄な体で腕と掌を精一杯に広
げ、次から次と、止めにいった
のです。
　その結果 2 対 0 で勝利をおさ
めました。その時の喜びや、チー
ムの勝利に貢献できた安堵感、
息子の集中した必死さに感激し
たこと、そして満足感に溢れた
息子の表情を今でも忘れること
はできません。

◆
　しかし、小学２年生でスポ少
に入りたいと言ってきた時、私
は、外の暑さ、寒さも苦手だし、
さらに勤めていたこともあって、
週２回の送迎も億劫になること

がしばしばでした。
　その頃、仕事と子育
て、家事で精一杯でし
たので、気持ちの余裕
すらありませんでした。
が、あの試合の「必死さ」

を目の当たりにした時、小さいながら息

今
日
も
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蒸しタコ

現在小学５年生になった息子

荒井サッカースポーツ少年団（福島市）

ほしいも神社と干し芋

ネモフィラの丘

ロッキンオブジェ

那珂湊の海鮮

醤油プリン

ほっしーもスタミナラーメン

日造協　新入会員のご紹介
社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

㈱赤松園　沢田 佳和
群馬県伊勢崎市市場町 2-1220
☎ 0270-62-2986　FAX 0270-62-2432

㈲松盛園   勝山 明彦
兵庫県伊丹市中野東 1-364
☎ 072-783-3693　FAX 072-779-0618

　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、非常に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。

ご案内 日造協 
団体保険制度

社名 / 住所 ☎     代表者 /FAX

石井造園土木㈱　石井 秀樹
兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-15　　　　　　　
☎ 078-221-6123　FAX 078-242-4490

弥生造園㈱   森田　睦
兵庫県神戸市垂水区名谷町 3080
☎ 078-793-1187　FAX 078-794-1128

【造園用フルハーネス型墜落制止用器具の販売】
★日造協では、技術委員会安全部会を中心に労働安全衛生規則の改正に伴い造園
作業に適したフルハーネス型墜落制止用器具を開発などを進めてきました。
　この度、日造協安全部会の群馬庚申園㈱様から「造園用フルハーネス型墜落制
止用器具」を会員の皆様へ特別価格で提供とのご案内がありました。

ご希望の方は URL（http://shop.kousinen.com/）よりお申し込みください。
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