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㈳日本造園建設業協会

会長

年頭にあたって

ユーラシア大陸の東端に位置する

輝く造園の未来を目指して

新年明けましておめでとうござい

るように朝日が最初にあたる光輝く

日本は、
「日出ずる国」と美称され

皆様におかれましては新しい年を

国であり、南北に長い地形による四

ます。

各々の地域の慣習に習いお迎えにな

候条件などによって降雨量が多いこ

季の変化と、四方を海に囲まれた気

昨年伺った近畿総支部での本部・

とから、世界でも有数の多様な植物

されました。この会議において遺伝

くの自然素材を巧みに組み合わせた

様々な機会を捉え、植物をはじめ多

目標」が採択され、参加国からホス

２０１１年以降の新戦略計画「愛知

じています。

領域と規模を大きく広げてゆくと信

環境にまで関わる造園建設業の事業

より、かつての勢いを失ったかに見

アジア諸国では急速な経済成長に

ことに全力を注いでまいりますの

る造園の未来を皆様と一緒に目指す

線を前方に向け、その先に輝いてい

俯いて足元を見るだけではなく視

える現在の日本ですが、環境分野で

す。

で、本年もよろしくお願いいたしま

されています。

は世界を牽引するような活躍が期待

評価が示されました。

ト国のとりまとめ努力に対して高い

Ｓ）に関する「名古屋議定書」と、 景観を創造することが、広くは地球

資源へのアクセスと利益配分（ＡＢ

10

辛卯

謹賀新年

られた事と思います。

支部意見交換では、その土地ならで

緑豊かで美しい自然とともに暮ら

が見られる国でもあります。

て厳しいご意見も頂きながらも会員

してきた私たちには、四季の移ろい

はの様子を直に肌で感じ、本部とし

の皆様の温かい心に触れる事が出来

や自然の美に対する繊細な感受性が

育まれ、自然に対する畏怖の念を持

たと思っております。

素晴らしい未来の到来を想起させ

ちながら共存することで暮らしの場

庭園を創りあげてきた造園のものづ

それが、世界に誇る伝統的な日本

国となり名古屋で生物多様性条約第

くりの原点になっています。我々は

るこの時、昨年 月に日本がホスト

を作り上げてきました。

た 世紀を迎え早いもので 年が経

10

回締約国会議（ＣＯＰ ）が開催

10

過しました。環境の世紀とも言われ

21
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2011 年

う若手経営者の方々に、日

新春にあたり、次代を担

大いに語っていただきたい。 い。

現に向けた取組みについて

いている夢や抱負、その実

もに、次代の造園業界に抱

向についてお聞きするとと

会を進めさせていただきた

いただきながら、この座談

長には、適宜、コメントを

藤巻会長、鈴木広報部会

座談会にあたって

頃考えている造園業界の課

確になり、新たな発見もあ

吸収量についてのガイド

研修会の話をしたが、
「街

いろいろ

ブックをまとめているが、 路樹剪定士」というベスト

た市民は、そういった資格

る。さらに、業界の枠を出

を持った人たちが剪定をし

なものに触

広く市民の方々にも説明で

を着て研修が行われ、実際

き、ＣＯ２以外にも、緑や

ているのかと、気に留めて

どのような樹木を植える

トを基に新たなものが動き

くれるし、非常にいい取り

れば、思いもよらないこと

出したりすることがあると

公園が防災に対して多くの

組みだ。さらに沿道の市民

れ、 人 と 交

刺激を受け

機能を有するなど、日造協

の方々からの質問にもきち

の作業においても着用して

ると自然に
思う。

でまとめられた資料があ

と、どのくらいのＣＯ２を

何かを考え

四宮 私たち造園業は、建

る。こうした資料を会員や

を考えていたり、そこから

るし、それを意識的に行う

扱う業種であり、感性が大

ことで、
可能性が生まれる。 設業の中で唯一生きものを

流を持つこ

と、何もかも縮みがちに考

何もしなければ可能性はゼ

吸収できるということは、 いるという。その様子を見

えてしまう。意識を変えれ

とが大事だ。 得られるヒント、そのヒン

たり、技術の伝承ができな

ば、仕事は作り出せる。

造園界の課題と問題点

う達成感、生きがいを持て

らも、まだ暮らしに余裕が

日本は、不景気と言いなが

とか環境系のことに興味を

る余裕がない国は数多い。 當内 当社にもビオトープ

ことに精一杯で、緑化をす

持っている職員がおり、会

ロであり、この違いは大き

るものでもある。感性を養

のに触れることで、磨かれ

ならないし、いろいろなも

いろいろな知識がなければ

切だと思っている。感性は

り組みの一つだと思う。

いくことが、今後大切な取

理解して貰えるようにして

支部・総支部がもっと上手

管理の悪い路線があれば、

街路樹に関して言えば、

の市民や発注者にＰＲし、 大切なことだ。

に活用し、それぞれの地域

業界としてあるべき姿を行

だった。これはとてもよい

んと対応しているとのこと

また日造協への期待につ

い現場ばかりになってしま

るようにしなければならな

うことが大切で、造園の生

いてもご意見を伺いたい。

四宮 当社のことだけにな

うことを心配している。

石を据える仕事が減り、草

い。そうしないと、造園業

あり、減ったといっても、 社としてサポートできるこ

題や問題点、それらに対す

るが、仕事内容は随分と変

刈などが中心的な作業に

界の経済的な元気だけでな
緑化も環境事業もある。

る取り組み状況や今後の方

髙梨 まずは、造園業界の
化してきている。公園整備

なっている。

く、精神的な元気までも失

ンケートを取ったりして、

前向きな意識を持って、取

魅力ある業界という点で

現状を嘆くのではなく、 結びつくようになった。

とはして、これらが仕事に

い。

このため、若い人に造園

うことになる。そうならな

造園ＣＰＤ（継続教育）

でパネル展示をしたり、ア

市民を味方につけて、アプ

髙梨 造園業界を社会的に

積極的にアピールしていく

行政は予算がないので、

よいとわかっていても、受

ローチしていくのが重要と

け入れてくれない。やはり
積極的にこれに取り組み、 アピールする何か具体的な

が本格運用され、当社でも

政に提案し、市民にも街頭

の魅力、面白さを伝えるの

い手立てを考えるのが急務

業界をアピールする方策

は難しい。指導の場となる

命線だと思う。

現場も少なく、技術、技能

必要があると思う。

が一番の問題で、今後の課

を伝えることができないの

街路樹剪定士やＣＰＤの活用を

また、環境の時代で、造

題と言える。

り組んでいくこと以外に、 は、先日京都での街路樹剪

感じる。街路樹において、

だと思っている。

目標管理樹形の設定と管理

他業種と比べ、こうした時

藤田 日造協には、
「 街路

方針の明確化が重要と考え

本を読んで何単位、講演会、 お話はありますか？
研修会に参加してさらに何

樹剪定士」や「植栽基盤診

るが、それらができていな

定士会の研修が参考になっ

断士」といった素晴らしい

いところが非常に多い。そ

た。

単位。自らが指導者になっ

資格制度がある。技術的な

問題の解決はないと思って

員の方が使命感をもって、 てさらに多くの単位という

資格であることはもちろん

いる。

ように、自らの取り組みが

當内 量だけでなく、価格

記録され、さらに今後は受

もダンピングで、経営者自

とても頑張っておられ、街

代のキーワードをうまく捉

路樹剪定士の方々と技術、

えきれていないように思

にむけて、具体的に取り組

髙梨 課題や問題点の解決

注する際の要件になると、 だが、営業ツールであり、 れらを理論的に確立してい

若手の街路樹剪定士指導

活動にもなかなか参加が難

ら現場に出るような状況を

しい状況となっている。

技能を研鑽し、高めていく

課題解決のための取り組み

展開する中で、造園業界も

んでいることはあります

こうした取り組みもやりが

こうした状況では、新た

という姿に、改めて感銘し

れに乗っていくことも大切

か？

る街路樹剪定士及び指導員
な雇用も難しく、優秀な人

いの一つになってくる。

仲間をつくるツールであ

なことではないか。

そ、若手が中心となり、美

藤田 頭ごなしに、
「やれ」 た。今こんな時代だからこ

の役割は非常に大きいと考
と言われると、誰しも面白

えている。

が出て行ってしまう。現状

り、この資格制度だけでも
でどのような生きがいを持

可能性がたくさんある。特

成家 仕事量の減少はある

業界のＰＲということで

程度、仕方がないと思って

しい街路樹景観を我々が守

髙梨 街路樹剪定士は、技
くないが、興味のあること

別に新しい取り組みではな
てるのか、どうしたら生き

は、日造協が樹木のＣＯ２

いる。しかし、低価格過ぎ

るというような使命感を

術だけではなく多様なツー
は、自らやってみようとい

くても、こう
がいのある業

持って、自ら進んで、腕を

ルとして機能しているとの
う気持ちになり、意欲も湧

した優れた制
界にできるの

磨く、互いに研鑽すること

話しが出ました。この制度
く。すぐに仕事に結びつか

が大切ではないか。

當内

藤巻 街路樹剪定士につい

ますか？

度を活用して
なくてもいい。土に興味が

成家 自社内しか知らない

成家 岳 氏

㈱富士植木 取締役副社長

ど、 京 都 の

先ほ

の企画から立ち上げに関

かを考えるこ

と、
比較のしようがないが、

いくことでも
とが課題だ。

あり、微生物で何かできな

社外の人と話をすることに

わってこられた藤巻会長と
いかなど、興味のあるとこ

よって、自社との違いが明

業界のアピー
藤田 確かに

ろでやっていくと、不思議

しては、どのように思われ
厳しい状況だ

と繋がっていく。

四宮 繁 氏

㈱四宮造園 代表取締役

後ろ向きだ

ルになる。
が、気持ちが

Ｏ、市民が、環境を掲げ、 生み出し、協会活動や社会

積極的にＰＲし、時代の流

う。いろいろな業界やＮＰ

園は追い風と言われるが、

世界的に見れば、食べる

は少なく、維持管理業務が

を語る」課題と展望

現場の社員が、この仕事

課題、問題点についてお聞

髙梨 雅明 氏

メインとなり、木を植え、 をやっていて良かったとい

（司会・髙梨）

㈳日本造園建設業協会 常任顧問

かせください。
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会
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事

事
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監
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という声もあった。しかし、 も、昔の出入りの植木屋の

関の資格であった方がいい

かなくてもそれに準ずる機

ては、国家資格とまではい

いわれる指定管理者にして

う。管理から一歩進んだと

の先祖帰りもありだと思

造協の会員企業の約 ％が

髙梨 指定管理者として日

要だと思っている。

貰えるようなアピールが必

づくり、社会に受け入れて

なかなかいい考えが思い浮

で、業界の夢と言われても

任せられるようになったの

當内 私は最近業界の役を

いかと思っている。

発した訳ではない。既存の

いるが、特別な新技術を開

次に何をするかも考えて

事ができた。

影響開発）
」をベースに仕

すら知らない国々も、その

優れた環境技術があること

で渇望されており、日本に

する技術は、こうした国々

まに進化した日本の緑に関

ところに入っていける。

施設など、緑はいろいろな

けでなく、オフィスや商業

すいし、病院や福祉施設だ

また、これまでの身近な

ようなものであり、施主さ

この頃はすでに、国が資格

公園は子どもたちの遊び場

ものが児童公園から街区公

時が来れば、必ずや取り入

取り組んでいる。この制度

経済学の論理で、力の強

園と名称も変わっているよ

造園技術やノウハウだけで

んからの信用で、自らの技

例 え ば、 ガ ー デ ニ ン グ

いところ、競争の激しいと

かばない。

をつくり、与える時代では
に関わる機会の多い鈴木さ
していこうと思えば、自社

ショーで、イングリッシュ

として整備され、こうした

術、経験を発揮して、現場
ん、いかがですか？
だけではできず、業界での

れたいと思うはずだ。

なく、自らがその技術を確
を最良の状態にするという
鈴木 まず、業界活動の広

も使えるものは多い。

立し、運営していく時代に
のは、同じことだ。

う。

アプローチが重要と切に思

を主体とした庭園があると

ガーデンが並ぶ中、雑木林

なく、日本で競うより、こ

ころで争うのは合理的では

てリニューアルしていくこ

うに、地域の実情に合わせ

とも大切だ。先ほどの健康

報不足という話もあり、広

れからの新興国に目を向け

と合わせ、人々が体を動か

報部会として、今後ますま

目を引く。私たち造園屋に

ることも意識の１つであ

最近でこそ、提案型と言

私個人、もっと社会の緑

とっては目新しくもない

われるが、これまでの公共

に貢献しているという実感

こうしたことから、日造

いる。

す頑張らなければと思って

にこなすことが、最も重要

協が認定する資格となっ

緑は育成管理が必要で、い

所など、ニーズは常に変化

り、１社では大変なので、 したくなる場所や憩いの場
新鮮に思える。私たちはそ

一緒に取り組んでいける仲

最近考えているのは、現在

している。

指定管理者については、 がほしいと思っているし、 が、一般の方々からすると

いう技術を持っているが、 間がいたら、海外にも出て

とされてきた。しかし、こ

とても自慢できない、地元

それを生かし切れていな

つまでも整備が続くわけで

正に伴い多くの行政が取り

大阪の街路樹を、美しくし

平成 年に地方自治法の改

見を最大限に発揮していく
入れるようになり、藤巻会

ていきたい、ということ。 い。何も新しい技術や特別

れからは専門家としての知

クの活用」
、管理が重要に
ことが不可欠で、そうしな
長の発言通り、公園緑地は

その可能性の扉を開いてお

バリアフリーではなく、「バ

ていたが、その運営者は、

齢者の福祉施設を取り上げ

藤田 先日、テレビで、高

なものを開発しなくても、 分たちで行うのではなく、 らず、むしろこれからだ。

また、そこで施工まで自

我々の業界は、まだまだ

なる時代に備えようという
いと、専門家としての存在

それを私のライフワークと

いこうと思っている。

予見があった。
整備から管理がメインの時

新たな市場を開ける造園技術
いが出てくるし、共に志を

そう思うと大きなやりが

経済力が弱まり、公園緑地

そうはいっても、日本の

はできる。

新しい市場を切り開くこと

背負わずに取り組むことが

だろうし、大きなリスクを

ば、先方も迎え入れやすい

技術供与という形であれ

逆に体を動かすことにつな

そう呼んでいるようだが、

は自分で取りにいくから、

段差や階段はあるし、食事

リアアリー」と言っていた。

このように指定管理者を

共有できる仲間が必要にな

したいと思っている。

当社が常駐している緑地

はじめとする民間による管

指定管理者ではないが、 代へと転換している。

くりのツールまでは意識し

理運営は、社会の要請であ

の で は な く、 い ろ い ろ な

誰か一人が考えたというも

が聞こえてきた。

るくなって良かったとの声

を通れるようになった、明

夜は通れなかったが、公園

ミュニケ―ションをとる機

となり、利用者の方々とコ

十分にやりがいのある業務

アプローチできる部分はあ

診断士の活用、その他色々

街路樹以外にも植栽基盤

るとともに、社員にとって、 る。

うわけにはいかない。

待できず、何もしないとい

でと同じような仕事量は期

の基盤もできると、これま

界だと思っている。

かけていくことが出きる業

ており、まだまだ夢を追い

できる。そんなことも考え

られているが、スリルのあ

り、公園は安全安心が掲げ

まさに発想の転換であ

がり大ヒットしていた。

園の専門家としての経験か

はなく、担当者の感性、造

言われたからやったので

させて、リニューアルや新

利用者の方々の声を反映

を行う格好の機会になる。

会も増え、造園のアピール

有発表会でも発表され、ど

髙梨 日造協の技術情報共

始めたいと思っている。

を美しくする取り組みから

ると思うが、まずは街路樹

に取り組み始める。さまざ

なかった国々が、環境整備

緑化事業に取り組む余裕が

が高まっていく、これまで

一方で、これから経済力

に病院の施設などで園芸療

な問題になってくる。すで

これから少子高齢化が深刻

しいが、子どもたちに大う

スリルを前面に出すのは難

のは楽しく、公の空間で、

きないかなと考えている。 険なこと、スリルがあるも

る公園も作ってみたい。危

らの提案であり、これを磨

たな公園整備につなげてい

けすると思う。

き、発揮し続けていく体制

四宮 健康と緑がマッチで

人との交流、コミュニケー

いていくことは大切だ。
造園業の将来 これからの夢

髙梨 今後は、次代を担う

法が取り入れ
んどん新たな取り組みをさ

成家 少々危険な体験か

くことも可能

ら、大けがを回避する力を

れている藤田さん、いかが

られている
ですか？

が、もっと広

であり、双方

得るのだと思うし、そうし

向の柔軟な発

い部分で緑を
藤田 発表会で紹介させて

たことを寛容に受け入れる

想をしていく

取り入れる素
い た だ い た 通 り、 一 昨 年

社会も必要ではある。

ことで、造園

藤巻 公園で遊び、服が汚

は「大雨にも流されない芝

地がある。こ
生」
、昨年は「高架下の緑

我々は入りや

れていると、子どもをしか

うした部分に

の新たな体制

化」
、今年は「ＬＩＤ（低

がつくられて
いくのではな

藤田 良司 氏

㈱九州造園 代表取締役

若い経営者の方々が、将来
を予見し新たな取組みを進
めていくことが重要になる
と思う。造園業界の将来、
これからの夢についてはど
うですか？
成家 夢というより、漠然
とした将来像として、造園

㈱庭樹園 代表取締役

たものであり、意識的に動

ションを重ねた中で出てき

また、こうした考えは、 を行った。すると、怖くて

で、鬱蒼とした樹木の剪定

受注確保＝営業ツールまで

の担保やこれによる業界の

になった。資格による技術

定士が考えられ、現在の形

なる資質として、街路樹剪

そこで、これから必要と

意義がなくなってしまう。

はなく、今で言う「ストッ

た。制度創設の根底には、 に関する業務は、その通り

しかし、社会の緑を良く

変化していた。
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ていなかった。

は想定していたが、仲間づ
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當内 匡 氏

「次代の造園の夢
造園業界の将来を背負って立つ若手
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環 境 教 育 な ど、 教 育 に も

につくったビオトープでの

点でも、造園は園庭や校庭

きな問題がある。こうした

る親もおり、教育という大

考えられる。平成 年７月

を通じた他団体との連携も

の指摘があったが、日造協

揮や会員間の協力の重要性

髙梨 日造協の組織力の発

していくことが大切だ。

策や行政に関わる人たちや

複雑になってきていて、政

ただ、いろいろなものが

だと思っている。

ズに応え柔軟に対応すべき

を除いては、発注者のニー

ろ構わず植えるような場合

しまうと、なかなか手が出

藤田 鳥や昆虫から考えて

い。

識を求められることが多

あるが、これまで以上の知

した仕事は、確かに幾つか

成家 昆虫、鳥などに関係

そして、このような取り組

織の方が取り組みやすい。

く、支部や協会といった組

うのは難しく、有志でもな

まったりする。

ん も 参 加 し て、 理 解 が 深

る 私 た ち が、 うとか、そういうことを聞

も馴染んでい

ネットなどに

所を問わない

意味でも居場

協のメリットってなんだろ

藤田 会員の方から、日造

意義もあると思う。

そういう触媒としての存在

に共感をもってやっていけ

い想いをお持ちで、お互い

にお会いすると、皆さん熱

方々に連絡を取って、実際

うお話があり、いろいろな

だと思っている。日造協支

とは持ちつ持たれつの関係

藤田 日造協と地元の組織

切だ。

に取り組んでいくことが大

めて、協会全

まず交流を深

聞き返すと、それは大変だ

日造協がなくなったら？と

鈴木 広報「日造協」やイ

た。

かれことがあるが、逆に、 ることが身に沁みてわかっ

日造協の会員でなくても、

しもイコールではないが、

れにともなうソフトも提供

に関係することができ、そ

通り、造園はあらゆる空間

鈴木 皆さんがおっしゃる

最先端と学術分野の最先端

の包括協定を結び、現場の

貢献や人材育成を行うため

園・環境分野における社会

に日造協と造園学会は、造

あっても、造園の専門家は、 りするので、植物がわかっ

問題に気づかない場合に

人たちが、こうした矛盾や

事業に携わるようになった

大きな企業でたまたま環境

環境だったり、餌になった

にしても、植物がその生息

要だ。ただ、鳥にしても虫

ず、その分野の専門家が必

はないことも分かって貰え

ちのためにいっているので

り、造園建設業者が自分た

く、地域に役立つことであ

みは、企業や支部だけでな

総支部や支部に還元されて

宜、何らかの機会を通じて、

くる。そうした情報は、適

いろいろな情報が集まって

てればと思っている。

ケーションの活発化に役立

く、何となくであっても拠

普段は意識することが少な

不足だというお話があり、 と日造協では、役割が違う

員間のコミュニケーション

と皆さん答える。それだけ、 ンターネットだけでは、会 「日造協のお蔭」と思って

部と県造協の会員は、必ず
体のコミュニ

することができる。知り合
での交流を図る体制を整え

問題について指摘できるく

事業の意図と、その矛盾や

渡ってくると、見当をつけ

ま っ て く る、 こ ん な 鳥 が

て い る と、 こ ん な 虫 が 集

の方々の方が、熱心に取り

は、ゼネコンさんや発注者

鈴木 生物多様性について

る。

る機会ができてから、こん

私も、本部の活動に触れ

れを実感するのは難しい。

いるのだろうが、会員がそ

とをやり 市民や発注者に

味は大きい。
「 やるべきこ

大きな枠での全国組織の意

あるが、造園建設業という

個々の分野での全国団体も

當内 造園に関係した

きた。これは私にとって、 限りの対応を進めていきた

たちにお会いする機会がで

なり、九州のいろいろな人

街路樹剪定士の指導員に

り所としている人は多い。

えないが、今後、できうる

発信だけでは、十分とは言

メディアでり、本部からの

確かに広報紙は一方通行の

は、各地との交流も考えて

成家 地域リーダーズで

う。

いていくことが大事だと思

ので、ともにいい関係を築

昨年は生物多様性につい

ることができ、これは私た

いる。いろいろな方々にお

り、歴史、伝統技術などの
らいの勉強はしておいた方

いと、皆さんのお話をお伺

武器を持っていてうらやま
がいい。そして、これは確

とても有意義で、こうして

て社会的にも関心が集まっ

対して、言うべきことも言

たが、造園建設業が生物多

組まれている場合もあり、 なにいろいろなことをして

会いし、本音で話し合うこ

しい。ＩＴ業界は、伝統も
ちの得意とする分野だ。

いして、意を新たにした。

かに花はきれいで丈夫だが

知り合った方々とメールを

なく、使えるのは頭だけ、 様性を担う専門領域である

える 」
、日造協は、そうい
樹木のトレーサビリティを

いるのかと驚いた。直接の

トンボやホタルを目標に

そこで競い合っていかなけ
外来種で、この地域の風土

とで、見えてくることも多

ことを学会などとの連携を

コミュニケーションも大事

く、そうした話の中で、得

求められたこともある。私

藤巻 会員の方にペーパー

部分がある。そして、その

に、おやっ？と思う事業も

生物多様性を掲げているの

皆さんご存知かと思うが、

でなくてはならないと思っ

がありますと、言えるよう

てくれる部分もある。

ことで、あとは時間が育て

とする植物の環境を整える

いと考えている。

じて取り組まないといけな

たちはこうした動きに先ん

地方から本部に行き、交流

ただくことも大歓迎だが、 自身も造園業界の発展のた

で、本部から地方に来てい

経営者間の交流をはじめ、 全体の活動にも生かしてい

めに頑張っていきたい。

當内

いとではまったく違う。

に積極的に取り組んでもい

１つとして、これまで以上

やっていくことも、交流の

あった場合には、協力して

企業が地方などで仕事が

そういう意味でも、全国

その意義を高めることにつ

日造協活動の活発な展開や

や支部との距離も縮まり、

とによって、本部と総支部

流を繰り返し行っていくこ

が、こうした意見交換、交

お話やご意見をいただいた

きたい。

成家 全国組織であること

しゃったように日造協を通

いのではないか。

髙梨 今回は大変積極的な

を持つということがあって

はそれだけいろいろな情報

じて、いろいろな仲間と知

いろいろな会員間の交流が

業界内で単純にやりたい

もいい。

り合うことができるという

進むことが望ましい。

髙梨 それらに会員が個々

人、必要な人がやるという

が集められるということで

での経験が加われば、そう

じて知っていて、現場など

仕事で必要になるし、先ん

ない。だから、やりたい人

言われて、面白がる人はい

ないし、前述の「やれ」と

藤田 強制できることでは

いのか。どうですか？

役割だと思っている。

ていくのが、協会の１つの

り、そうした情報を提供し

共通認識を持つ必要があ

う情報が欲しいなど、双方

報を本部に出そう、こうい

もっと地方からこういう情

会を使う、協会は、それに

部に問い合わせをする、協

るのを待つのではなく、本

ニケーションが深まると、 うした情報が単に回ってく

今回地域リーダーズとい

大きなメリットだと思う。

ことは、会員であることの

して、できることは積極的

うが、そういうことを整理

とできないことがあると思

日造協としてできること

有難うございました。

義な座談会となり、皆様、

ながっていくと思う。有意

藤田さんのおっ

仲間が集う場があるとな

生物多様性をはじめ、環

に取り組むのか、日造協活

もあり、会員としては、そ

ができるようになった。

られたものを、今後の協会

になったものを読みたいと

しなくても、それらが必要

知恵を出すときに、１社で

あり、整合性が図られてい

ている。

いう声は多い。今回の若手

う団体であって欲しいし、 交換し、その後、情報交換

から考えるとこんな在来種

藤田 生物多様性の話が出

造園は、いろいろな技術

やフィールドがあるのにま
たが、それが何であるかは、

できたらと思う。

ればならないと言っていた。 通じて、社会的アピールが

だまだ生かし切っていない

やるのか、日造協のような

るかというと、そうでもな

本部・支部の交流通じ、さらなる展開を

ところで、皆が知恵を出し

い。校庭の芝生化も、生物

いろな方法があると思う。
多様性を掲げながら、在来

境系は特に近年研究が進ん

だけではなく、業界全体と

そういう団体であるよう私

合って取り組むのか、いろ

１社では取り組めないよ
うなときに、支部や総支部、 種の高麗芝を使わず、ティ

して、必要な知識レベル、 前 と 顔 が わ か り、 コ ミ ュ

私は、これは在来、あれ

したことが必須となった時

そ う し て、 お 互 い の 名

でいる。これらの知識は、 動として取り組んだ方がい

は外来と杓子定規に、神経

に、積極的に生かせる武器

フトンの使用が指示されて

質にやるべきではなく、後

いたりする。

いかと思っている。

で取り返しのつかなくなる

さらには全国組織としての

藤田 会員の方々の中に

取り組みができるのではな

は、日造協から情報を貰う

が自ら取り組んでいくこと

今回、地域の若手経営者

ろ新しいものに取り組んで

藤田さんのようにいろい

し始めていることを実感

園領域の新たな種が芽を出

今回の座談会を通じて造

は一生通して食べられる」 さぎのごとき、すばらしい

の取り方教えれば、その人

の人は一日生きられる。魚

人に魚を一匹与えれば、そ

中国のことわざに「ある

今年は「うさぎ年」
。う

ければならないのだと思う。

業界はこの事を再認識しな

ればならない。まさに造園

応えられる組織であって欲
になる。逆に、これまでそ

を地域リーダーとして、ま

ので、何か問い合わせれば、 し、協会としてもしっかり

おられる方もいらっしゃる

と後押しをしてゆかなくて

向の情報のやり取りが活発

繁殖力の強い外来種をとこ

髙梨 すでに日造協への期

ず、 そ の 世 代 の コ ミ ュ ニ

協会が直接でなくても、会

識だけでやっ

方が、力も出る。
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座談会を終えて
待について語られている

ケーションが取れるような

員にこういう人がいると

しいと思っている。

が、改めて今後の日造協へ

ネットワークをつくるきっ

になると思う。

の期待について、何かあり

かけをいただき、動き始め

日造協への期待

地域の首長さんや行政の

ますか？

になると思うが、１人より

方の理解が得難いような場

四宮 日造協の魅力は何と

はならないと意を新たにし

うしてきたか

ていると、こ

合、積極的に取り組んでい

か、そういうこともできる。 た。

も２人、１社よりも 社の

らからは信用

る地域の首長に来ていただ

言っても全国組織であり、 たばかりだが、そういった

らと、昔の知

を失うことに

くと、大抵は地元の首長さ

ノウハウを考え、学ばなけ

ましょう。

鈴木誠司）

ではなく、仕事を作り出す （総務委員会広報部会長

仕事自体を与えられるの

大跳躍が出来るよう頑張り

もなりかねな

というものがある。

い。

㈳日本造園建設業協会 会長

デアを出すなどと言うこと
は全く考えていない方もい
ると思う。これも意識の持
ち方だが、協会の応援が欲
しいということだけでは、
協会は成り立たない。ギブ
アンドテイクという言葉が
あるように、お互いが協力

藤巻 司郎 氏

のみで、協会に情報やアイ

日造協の組織力を発揮した

いる人は多い。地方の組織

いのＩＴ企業の方に、造園
た。

そうした催事を１社で行

入っていける。

鈴木 誠司 氏

㈳日本造園建設業協会 総務委員会広報部会長

は実際のフィールドがあ
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