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松屋寺のソテツ

謹賀新年

佐藤 四郎

㈳日本造園建設業協会

会長

年頭にあたって

成し、また男子ゴルフでは若干 歳の石

新年を迎え、新たな希望と目標に身が引

の復帰活躍など勇気と元気を与えてくれ

川遼選手の活躍、テニスの伊達公子選手

新年明けましておめでとうございます。

き締まる思いで御座います。

年末年始は「牛飲馬食」と、沢山の飲

トを経てさらなる発展を遂げており、排

また、環境問題は昨年の洞爺湖サミッ

ました。

食で胃への労わりが必要な時期でありま

出権取引を始めとした環境対策が具体的

本年の干支は丑（牛）であります。

すが、胃を４つ持っている「牛」が羨ま

な施策として動き始めた事は、我々造園

ニュースであります。

産業界にとってはフォローウインドの

しく感じられる事と思います。

創世神話で牛は「子（ネズミ）の刻に

天が開かれ、丑（ウシ）の刻に地が拓か

私も昨年の６月に当協会会長２期目を

拝命し、
「

れた」
、つまりネズミが夜を噛み切って天

める一方、低炭素型都市を目指した都市

」に沿った施策を進
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をつくり、ウシが地を耕して土地を拓い

公園・緑地保全等の事業推進要望活動、

また昨年で３年目となった「全国造園フェ

た、とネズミと共に天地開闢（てんちか

さて、昨年は１月の中国産冷凍餃子事

スティバル」の実施、２０１０年に名古

いびゃく）の英雄であります。

件に始まり、数々の偽装や不祥事による

屋で開催される「ＣＯＰ

」
（ 生物多様

食品不安が日本をつつみ、２００７年を

性条約第 回締約国際会議）の支援特別

継続された一年でありました。また経済

委員会である「ＣＯＰ 支援特別委員会」

世界的な金融危機を招いており、ここ日

度改革に伴う当協会のスタンスを今後政

そして、最大の課題である公益法人制

の貴重なご意見と合わせ、会員にとって

本でも株価の乱高下や上場企業の倒産な

世界金融市場の規模は約７・５京円と言

最良の方向を検討したいと考えておりま

府が要請する条件を把握・整理し、皆様

われておりますが、世界のＧＤＰ総計は

り、スポーツの世界では北京五輪で水泳

一方、昨年はオリンピックイヤーであ

とを祈念しております。

本年も会員の皆様と元気に活動できるこ

ツと続けるのがコツである”を再確認し、

の涎」＝“商売は気長に辛抱強くコツコ

経済状況が思わしくない中、
「商いは牛

す。

の約 倍以上と大きな歪みが露呈してい

約６千兆円であり、金融経済が実体経済

ど深刻な経済状況となっております。
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2009 年
大分県速見郡日出町の松屋寺の境内にあるソテツは大正 12 年、国の天然記念物に指定され
ました。このソテツは、雌樹でひとつの親株から十数本の支幹が分岐しています。高さ 6.1 ｍ、
株元の周囲 6.4 ｍ、
南北幅 9.7 ｍ、
東西幅 8.5 ｍの巨樹で樹齢は推定 600 年以上と推定されます。
このソテツの由来は、戦国大名で豊後国の覇者、大友宗麟が外国貿易の際、南方より取寄せ、
愛育した由。江戸期、日出潘は豊臣秀吉の正室、おねねの血縁の木下俊治の領有となり、松
屋寺は木下公の歴代の菩提寺です。これまで嘉永４年（1851）
、大正４年（1915）の２度の火
災に遭い、一部消失したり自然災害により損傷・倒壊したりしたが、いずれも見事に樹勢を
回復し、堂々とした威容を見せています。
（大分県支部長 栗木 修一）

17

設置などを行いました。

象徴した漢字第一位の“偽”がそのまま

10

面ではサブプライム問題が引き金となり、

10

の北島康介選手が２大会連続で２冠を達

る訳です。

10
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は欠かす事の出来ない業種

現場の進捗が思わしくなく

の、首都圏ではまだまだ緑

しかし、多摩丘陵の外れ

いたところ、大学の林学で

そのまま大学生活を続けて

るものとはどうも違って、

産業として、社会の期待に

づくりが必要で、私たち造

の豊かなところで伸び伸び

こ の よ う に、 造 園 業 に

なる。その結果、最終的に

今まで公的セクターを中

造園外構を施工する私たち

中でも〝みどり”を大事に

であると思います。

はなく、
花の方の先生から、

司会（五十嵐）今回の座

建設業における造園として

遊びながら育ったので、漠

とってフォローの風が吹い
園の技術、
生物多様性など、 応えられる体制を備えてお

考えますと、未だに建築、 造園業者が苦労するように

心に緑化が進められてきた
自然に対する慈しみを持っ
そこで、本日は果敢に造

淡路景観園芸学校の話を聞

しなければならないという
ているにもかかわらず、実
た技術が、これまで以上に

然とですが自然への親しみ

こうした中で、我々はど

ればと企画しました。

を全国に発信していただけ

いただき、元気の出るお話

堅・若手の方々にお集まり

当面の課題であると思って

い現状があり、こうした枠

進めていかなければならな

なりつつあり、日々、目の

園としてやっていくかが、 で仕事がやりにくい状況に

組みをいかに取り払い、造

前の仕事に追われる中で、 でいくうちに造園という仕

る話ですが、さまざまな面

今回のテーマは、夢のあ

物などに興味を持って学ん

思うようになり、また、植

携わった仕事がしたいなと

らかの形で人の生活環境に

がありました。その後、何

人々の身近な暮らしという

んできた林学的なものと、

私は漠然と、これまで学

かった概念を知りました。

であまり考えられていな

き、景観園芸というこれま

夢を見るということがなか

も大きくなっていき、
「お

上がりの時代の中で、会社

育ちました。そして、右肩

１階が事務所という環境で

したときに、少しでも給料

ないように思います。こう

辛く感じている人が少なく

年度末は、目の前の仕事も

島公園におりました。現在

定管理者となっている夢の

ですが、昨年の７月まで指

私はまだ入社して３年目

とを学びました。

う生きてきたかといったこ

ど、自然の中で、人々がど

田における人々の暮らしな

淡路に行き、学校では、棚

業し、当初は２階が自宅、 なか難しく、特に、年末、 ました。

髙橋 父が造園を学び起

います。

くことこそ必要です。

といえますが、この公の部
際は大変厳しい環境にある

土木という枠組みの中で、 な っ て し ま う こ と が 多 く

ことが国際的にも認知され

業の活性化に向けて」とい
分は８００兆円という膨大
園に取り組まれている中

談会テーマは、
「造園建設

うことで、
新春にあたって、 ています。
求められてくるものと思い

しかし、いつまでも財政

東京ガーデンパレスで行われた座談会のもよう

なってきたと感じます。

というのが、我々の置かれ

ると、
私たち造園建設業は、 建という深刻な課題に直面

再建だけをやっている訳に

こうした動向を背景にす

座談会にあたって

な借り入れがあり、財政再

元気の出るお話をお聞きし

世紀に入って、環境の

ようとの企画です。

していることから、緑の必

世紀、緑の世紀といわれ、

要性を理解しながらも、な

ます。

時代の主役産業になってい

た状況だと思います。

多くの知識人がいろいろと

てもおかしくはないのです

ぜひ、忌憚のないお話を

語り、洞爺湖サミットなど

存分に伺えればと思いま

も開かれ、我々が地球に暮

す。

ものをつなげることができ

けて技術を磨き、感性を養

造園人が想いを語る

るのではないかと考えて、

事を知ってこの業界に入り

はいかず、人々の暮らしと

い、
〝みどり”の景観創造

うしたらいいか。将来に向

かなか事業を起こせないと
ともにあるまちづくり、国

性化に向けて

が、実際にはそうなってい

らし続けるには、環境を何
いう状況にあります。

みなど、お話いただければ

とかしなければならない、 ません。

司会 まず、最初に造園

五十嵐

と思います。北からという

司郎

業に携わることになった

私と造園との出会い

は住宅環境部という部署

いうお話があったので、そ

藤巻

ことで、佐々木さんいかが

で、 個 人 の お 客 様 や マ ン

こに入らせていただくこと

寛子

きっかけなど、自己紹介を

を見直したり、体を気遣っ

鳥飼 私は入社して８年

になり、君津を中心に、庭

そして、その後の進路な

前も頑張れよ」と、社員の

目。熊本の出身で、田舎育

関係のお仕事をさせていた

鳥飼

ですか。

ども決まっていませんでし

でできるものではなく、広

ちなので、大学を選ぶとき

奈美

兼ねて、これまでの取り組

てあげられる会社、業界に
ことで、造園業界に飛び込

していけたらというのが、 ションデベロッパーを通じ
んだというよりも、自然の

方々に声を掛けていただく
佐々木 本社は秋田市に

中で、自分の中にもそうし
あり、東北を主にいくつか

たが、卒業するときに、千

た考え方が育ち、現在は、 夢というか、実際に直面し

てお庭やバルコニー植栽の
流れとして溶け込んでいた

葉の君津に庭をつくって、

営業所を展開させて頂いて

ガーデン・アーボリータム

こうした私の小さい頃から

仕事をしています。今日は
という表現が適切なのかと

しかし、こうした環境づ

く社会が豊かにならないと

に、それまでの私の知識の

ている問題です。
おります。東北という地域

くりは、なかなか一社だけ

という取り組みを始めると

知っている方たちと一緒に

いろいろ学ばせていただき
仕事をさせていただいてい

たいと思っています。

思います。

ます。

実現しないことだとも思っ

だいています。

建設業界全体は、大変厳

柄なのか、
人の温もり、
人々

す。談合問題、工事価格ダ

ますが、
その頃と比べても、 ています。ですから、自分

ンピングによる受注競争、 てからすでに十数年になり

中でできるだけイメージの

小林 京都市内からやっ

の触れ合いを大事にして仕

金融問題における貸し渋り

自身を含め、目の前のこと

いい田舎に行きたいと思

しい状況にある事は事実で

んでいる父親の姿を見て

など建設業界においては、 仕事の量だけでなく、質に

だけではなく、広く考える

和則

事に取組んでおります。

育ったという事と、生育環

ついても変わってきたよう

てきました。私は、大正６

髙木

識しかないまたは、若く経

構の担当主任が、建築の知

も、業界の存在も具体的な

髙木 造園という言葉

しかし、林学の授業を受

から、父にお寺さんやいろ

じで周囲がすでにそのよう

んな現場に連れられたりし

に思っていたようです。自

け る 中 で、 い わ ゆ る ワ イ

もっと身近なところでやり

分自身も他の選択肢が思い

ルドな自然というよりも、 ていました。高橋さんと同

たいなと、大学３年くらい

つかず、もともと体を動か

進路を考え始めるまでは全

のときに思い、これまで関

初めて東京に行って、日比

から私の小さい頃を知って

と思っています。入社して

はこの仕事をして良かった

いる社員の方から、お前は

谷公園や砧公園などを見て

ところが、私の求めてい

回りました。

いうものを見てみようと、 すのも好きでしたし、現在

心のなかった都会の公園と

験 が 浅 い 為 に、 多 く の 業

民間の仕事でも、造園外

現場を含め、仕事を始め

境が比較的自然に恵まれて

風当たりが厳しく何となく

い、信州か四国かと思って

㈱日比谷アメニス 住宅環境部ライフサポートチーム

きっかけは、造園業を営

い た 上 に、 近 く に ナ ー セ

いたところ、愛媛に行き、 年に祖父が創業した造園会

アゴラ造園㈱ 取締役技術営業部企画事業室長

社におり、本当に小さい頃

余裕が持てるようにしたい

座談会出席者

林学を学びました。

と思っています。

久保

㈱葉隠緑化建設

誠（司会）

に思います。

㈳日本造園建設業協会副会長

暗いイメージが先行してい

㈳日本造園建設業協会副会長

ますが、現代社会における

小林

常務取締役

リーもあり、物心ついたと

㈱小林造園

常務取締役

佐々木

統括部長

きには、造園の世界がまわ

久仁嘉

インフラ整備、環境維持に
内山緑地建設㈱ 関東支店 内山ガーデン・アーボリータム推進室係長

りにありました。こうした

正之輔

髙橋

創太

むつみ造園土木㈱

者・職人に対応しきれず、 く知らずに育ちました。

髙橋 正之輔 氏
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平成２１年１月１日

協
造
日
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第４１８号

新春座談会

次代を担う中堅・若手
協

して仕事をするうちに、京

されもしましたが、職人と

んじゃないのか」と冷やか

「うどん屋になりたかった

たが、最近になって「造園

は、実感していませんでし

し た こ と は、 少 し 前 ま で

と尽くめの仕事です。こう

が増えてきました。

場以外の仕事に携わること

２、３年くらい前から、現

中心にやりましたが、この

シェアは低く、これからを

全体からみれば、まだまだ

増えています。ただ、会社

し、予想以上にお客さんが

期待したいと思います。

の仕事をして本当に良かっ

仕事を取り巻く環境につ

ことであり、そのためにも

て働けるような環境にする

こうした中で、将来の夢

いては、他の地方でも同じ

というと、社員の方が、
「私

ことや、会社を経営すると

ような状況と思いますが、 人々に喜んでもらえる仕事

があってこそできるもの

いう点から、社員の生活な

をしていかなければならな

で、現場経験が生きていま

ただ、これも現場の経験

都という土地柄、先輩にも
た」と思っています。
また、京都が造園の中で

恵まれ、本当にいろいろな
ことを教えていただきまし

しゃべるのは苦手でした

どを含め、これまで以上に
造園業は、公共事業が縮小

は造園屋だ」と誇りを持っ

が、そうも言っていられま

考えなければならないこと

いと思っています。

す。

せん。そして、営業などを
し、さらに民間市場規模も

も特別な地域であるという

するようになり、お客さん
も解り、さまざまな課題を

た。

と打ち合わせをして、提案

小さく、厳しい状況になっ

きましたが、私も生まれた

久保 佐賀県からやって

大先輩として藤巻さんいか

一通りお聞きしましたが、

司会 若い方々のお話を

抱えているところです。

がる。すると、喜んでもら

がですか。

ています。

をし、庭をつくり、出来上

えて、お金もいただけるな

ときから今の会社があり、 は、民間、個人邸の庭づく
りのシェアを高めていくこ

造園業を維持していくに

んて、造園というのは実に
子どもながらに植木屋の倅

藤巻 主役は若い人たち

素晴らしい仕事だなと、改

ましたが、会社を任される

まったく別のことをしてい

ですし、すでに頭に入って

皆さんにも参考になる内容

今日集まっていただいた

かせません。厳しい状況の

には、若い人たちの力が欠

らの時代を引っ張っていく

流れは非常に早い。これか

す。しかも、時代の変化や

ばならないのだと思いま

す。今日集まってくれた男

を聞いて頼もしく思いま

のことを考えているお話

う中で、広く世の中や社員

夢見て頑張って欲しいと思

中にあるからこそ、将来を

いただきいたい。

元気の出るお話を聞かせて

なっていますが、
引き続き、

たきっかけや立場なども異

性と女性では、造園に入っ

なので……。

が、お客さんに喜んでいた

ことになり、あわてて勉強

いる人もいるかもしれませ

とが、安定につながり、先

だけるという、やりがいの

したというのが正直なとこ

ンプログラムもつくられま

会社や苗圃は離れていたた

ある仕事だと思っていま

この仕事に入って 年、 した。

めに、それらを実際に見な

す。

だよということを感じなが

簡単なことではなく、自分

がら育ったわけではありま

市計画やまちづくりといっ

をやりたいんだと考え、都

高校のときに、自分は何

ほとんどですし、かつ敷地

獲得です。地方は、戸建が

いるのは、個人のお客様の

そこで、現在取り組んで

までやってきて、現在は、 方々に、こうした考えがさ

分人の何倍も勉強し、ここ

わからなかったので、その

造園のことなどまったく

らに理解されるようお手伝

い、 自 ら の 会 社 や 地 域 の

を、 改 め て 理 解 し て も ら

のことを考えていること

が、最近は、
〝みどり”と

のだけを示していました

というと、単体の緑そのも

しくなる中で、黙っていて

たように、量や質ともに厳

ないし、先ほど話にもあっ

司会 かつて〝みどり” たのでは、状況は改善され

す。

貰うという形になっていま

発注して、ロイヤルティを

そこが造園屋さんに仕事を

ら育ってきました。ただ、 ほ ど の 話 に も あ り ま し た

の思いだけではだめで、お

せん。

今もお寺さんを担当させ

たものに関心を持ちまし

いいただければありがたい

ではないところが、個人に

いうと、環境をはじめ、健

はいい仕事はできません。

もちろん、営業に長けた

対して営業を行っており、

しかし、日造協だけの頑

ところが一手に行うという

んが、
「地元の庭は自分た

こうしたところでも若い力

ちで全部やるんだ」という

康、福祉、景観、生物の多

あったはずの個人のお庭づ

くらいの思いがないと、良

張りでは、なかなか世の中

くりすら、人々が誰に頼ん

いまちづくりには、なかな

意見をいただき、一昨年は

ています。

でいいかわからない状況に

かならないし、地域に根ざ

のも一つのやり方だとは思

こういう時代に対応する

なっているということは問

いますが、地元の造園屋さ

ために、これまでの庭園や

題です。久保さんのところ

に期待したいところです

公園緑地といった部分だけ

した造園屋さんにはならな

が、一方で、造園の基本で

ではなく、自分たちの側か

では、具体的にどのような

いと思います。

様性など、多様な広がりを

」が
VISION21

ら、何かプレゼンテーショ

取り組みをされているので

万人、９万世帯であり、

私の地域の場合、人口約

ンしていかなければならな

は変わらない。政治経済も

んが 日造協も真剣に将来

ていただいていますが、慣

も広いので、庭がある家も

これからの造園建設業はど

と思っています。

ろです。

れないうちは、なかなか立

た。このベースには、家が

うしていったらいいのかな

ところでは、造園施工業者

ち入った話はできません

造園屋をやっているので、 多く、景気が悪いといって

どについても考える立場と

んだらいいか解らなかった

黙ってないで提案を

が、懇意にさせていただく

けられる年齢層の高いお客

関係があるのではないか、 も、庭にお金をある程度掛

専門のコンサルタントなど

とおっしゃっていた方がほ

ペースで「お庭の相談会」

久保 自分の知っている

すか。

保守的に仕事を待ってい

いと思います。

含めて変わっていかなけれ

お話ができるようになり、 人に感謝される仕事ができ

しかし、実際に始めてみ

に行こうかとも思いました

とんどで、逆にびっくりし

といったイベントを開催

日造協の「

なり、いろいろな方々のご
のだと思います。

整備をすることで、これま

が、幅広く仕事をしていた

ました。

多くは、これまでどこに頼

大学を卒業するときに、 ると、こうしたお客さんの

で一般の人が拝観されてい

造園会社に、勝手に入って

このため、去年くらいか

造園に関わらず、都市計画

なかった場所が、有料拝観

しまったという感じで、会

そして、５年前に、佐賀

持ったものとして捉えられ

さんがいらっしゃる。

ようになると、いろいろな

が問われます。

しかし、実際にはそんな

客さんの話を聞いて、そこ

めて思いました。

でどういう提案ができるか

ショッピングセンターでの「お庭の相談会」のようす。店内には、事
例などのパネル展示も行う相談スペース（写真奥）だけでなく、ミニ
ガーデンも設置。このほか、ショッピングセンターではアレンジメン
ト教室なども行っている
まとめられ、そのアクショ

客観的にみて、
この辺りは、 たらなという思いがあった
こうした方が、いらした方
にも喜ばれるなどと、提案

できるようになり、お褒め

ら、ショッピングセンター

をさせていただき、実際に

言葉をいただきました。

社に入ってからはほぼ、現
京都は観光客も年々増

の中で、月に１回くらいの

に戻り、２年くらい現場を

久保 和則 氏

造園建設業の活
造

場に出っぱなしでした。
とで、施主さんにも、訪れ

え、こうした提案をするこ

た方にも喜ばれる、いいこ

24

日
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↓冒頭のこの辺りやくどい部分をカット

だし、造園工事は、大量生
さんが喜んでくれる、完成

ものでもありますが、お客

所にも広がります。オープ

花飾りなどを行うと、ご近

ちが直接働きかけるのも困

こうした小中学校に、私た

ともできません。

産ではないので、逆に突然

一方で、保育園や幼稚園

難で、教育委員会の所管で

見た人が、うちもしてみよ

は、規模や利用状況からも

ンガーデンといった取り組

うと、広がり、今では全国

したときの喜びは大きいも

先ほど、造園会社自体が

的に広がりをみせていま

仕事が増えても対応できま

店舗型で人を呼び寄せる方

もあり、学校で決断するこ

もいえます。会社の体力に

法もあるとお話がありまし

取り組みやすく、機会を見

みもこうした素敵なお庭を

合わせて進めていきたいと

す。

のがあります。

思っています。

たが、君津での取り組みは

せんから、ちょうどいいと

そして、この大量生産で

店舗型の延長にあるのかも

たちがもっと関わることが
できたら素晴らしいと思い
ます。

は、芝生の庭で育った子ど

こうした園庭の芝生化

す。

て積極的に説明していま

きないというところに、そ

しれません。君津では、

㏊ある敷地の一部を一般開

こうした空間づくりに私

れぞれの造園会社、それぞ
れの地域ならではの造園屋

放しています。

もしれませんが、髙橋さん

いろな写真を見せながら、 事情は、ちょっと異なるか

と思ってもらえるきっかけ

中学校の庭も芝生がいいな

うになり、小学校、そして

もたちが、小学校に行くよ

いかがですか。

司会 地方と大都会での

ご説明してもなかなか伝わ

お宅にお伺いして、いろ

して、直接顧客に来店して

りにくい部分もあります

司会 造園の営業方法と

いただく店舗型もあります

にもなり、保護者の方たち
が、君津などで実際にお庭

なるだろうといった造園業

価も安いといった状況で、 にも同様の理解を得やすく

髙橋 仕事は少なく、単

が、人が集まるところで営

を見ていただくとまったく

民間についても以前から取

り組んでいますが、金融、 者 と し て の 思 惑 も あ り ま

一方、公的な空間も利用

ルーム的な場所としての位

園 と し て、 会 社 の シ ョ ー

は、アーボリータム、樹木

そもそもこの君津の庭

画室”というポジションで

のが現状ですが、
〝事業企

く、その影響を受けている

不動産関係の業容も厳し

ぶことが成長に重要だと指

多感であり、伸び伸びと遊

いただけます。

者は市民であり、これから

す。

は、市民と造園家がどう関

置づけもあります。

ン相談会の会場を設けるだ

することが多く、女性の方

くの家庭で、奥さんと商談

が裏方に回っています。多

にも仕事の内容的にも細か

が、個人のお仕事は単価的

外構にも関わっていました

鳥飼 この間まで、住宅

すか。

ついて、鳥飼さんいかがで

だと思いますが、この辺に

いなかった人たちも、こう

し、庭をつくろうと思って

お話もスムーズでしょう

りたいといわれる方々との

在すると、実際に庭をつく

本となるお庭がいくつも点

こうした観点からも、見

を運んでいます。

生化を進められたらと、足

保育園や幼稚園の園庭の芝

伸びと遊べるスペースを設

幼稚園自体、なかなか伸び

くなり、こうした保育園や

考えており、
このところは、 ドタバタ遊ぶこともできな

摘される中で、都会の子ど

けでも、かなりのインパク

が、対応に向いているよう

もあるので、日々いろいろ

市 場 と し て は、 ま ず ま ず

トで、多くのお客さんに関

もたちは、
集合住宅などで、

で、個人への営業は特別に

心を持っていただきまし

です。
ご家族が実際に相談されま

ショッピングセンターに

す。

中でいいものをつくらなけ

く、しかもそうした制約の

ちになったりするのではな

いう庭が欲しいという気持

ある程度の予算措置も図ら

生化をしようとしており、

小中学校の全校で校庭の芝

教育といった面での効果も

さらに、芝生化は、環境

います。

こうした個人庭を積極的

業者の思惑もあると話し

期待され、子どもたちの成

ＴＡ、地域の方々など、多

ましたが、今の世の中、そ

長に大変な効果がありま

様な協力が必要で、さまざ

んな思惑に乗ってくれる人

れていますが、実際に小中
いでしょうか。

まな課題を抱える現場の先

はいません。顧客満足度が

校庭が狭く、利用頻度の高

効果やニーズ、そして責任

ですから、きちんとした

進んでいないのが現状で、 を持って携われること、さ

い校庭の芝生化はなかなか

の理解を得るのは難しく、 最優先される時代です。

生方をはじめとする関係者

学校の校庭を芝生化すると

ればならないといった点

一軒のお宅が素敵な庭や

で、予算の線引きが難しい

今のところ一番注目して

うのは、集客催事や環境・ いと思っています。

す。

に手がける前は、個人邸事

社会貢献活動としてプラス

の喜びにも繋がります。た

なると、先生をはじめ、Ｐ

業が２～３％といった具合
とっても、専門家である造

いになっており、将来的に

くらいがやってくる地元の

事業で、お客さんも喜んで

大型ショッピングセンター

増えています。

いる取り組みはこの個人庭

30

また、
相談に当たっては、 くれる仕事なので、やる方
女性を担当者にして、男性

というのも、
東京都では、 ける余裕もなくなってきて

難しいというものではあり

た。その中で、 ～ 組の

いろな方法があると思いま

りも、人が集まっていると

園屋がやってきてガーデン

は ％くらいにしていきた

％くら

ころの方が、効率的である

相談会を開催しているとい

でしたが、 現在

ことから、土日には 万人

すが、１軒１軒営業するよ

40

であり、実際に開催回数も
ろから始めました。
そして、快く受け入れて
もらい、いざ店内にガーデ

鳥飼 寛子 氏

実際の営業方法は、いろ

ませんが、これまで積極的

なことを企画しなければと

しかし、小さい頃こそ、

わっていくかが、ポイント

ね。

素晴らしい取り組みです

が、経費的にも効果的で、 違い、実感を持ってご理解

業活動を行うということ

ではないでしょうか。

さんが活躍する場があるの

37

にやっていませんでした。

芝生の校庭は、授業での使用はもちろん、休み時間や放課後の利用も活発で、運動会などでも、ダンス、組体
操など、さまざまな活用が図られており、そのほか、環境学習や地域とのコミュニティの場となるなど、砂な
どの飛散も抑えられ、多様な効果が期待されている
10

30

さんに話を持ちかけるとこ

10
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地域・地元の庭は全部自分たちで
お客さんの喜び、子どもたちの

日

できるなどといった情報を

らに区などの補助金が利用

樹剪定士」の資格者制度を

造協が実施している「街路

公共事業については、日

などの維持管理ができるよ

数年の契約で計画的な剪定

難しければなおのこと、複

が、できれば毎年、それが

かけが、より重要になって

メンテナンス部分での働き

かりませんが、これからは

どれだけ仕事になるかわ

難しい状況になっています

新しい公園をつくるのは

えたらいいなと思います。

かってもらい体感してもら

染みがありませんでした。 ますが、本当は、造園に携

園”という言葉はあまり馴

私もそうでしたが、
〝造

の一つとして取り組んでい

知ってもらうことも、目標

般市民の方々に〝造園”を

交えて、説明し、具体の事
活用し、
「京都街路樹剪定

はないでしょうか。

業とともに、将来への種ま

わっている企業が、常日頃
しかし、身近なお花やガー

から努力しなければならな

が、 た だ 緑 が あ る だ け に

デニングなどといった切り

いことであり、会社の前を

くると思っています。

なっている空間も相当ある

口から植物に興味を持って

修景したりする努力などを

う求めています。
そのほか、京都市内には

と思います。そうしたすで

いる人がたくさんいるのは

士会」を設立し、観光都市
そのほか、日造協の「植
かなり昔につくられて、整

にある緑地などをもっと利

きに取り組んでいます。

く保全、創出するために、 栽基盤診断士」資格取得者
備が間に合っていない公園
が多数あるように思いま

は、意味の大きいことだと

用しやすい場所にすること

がやっていることや、その

知らなくても、造園屋さん

事実ですので、
〝造園”は

るのではないか。どうした

目を留めてくれることとな

きっかけに、多くの市民が

である京都の景観をより良

年春に

は「 京 都 植 栽 基 盤 診 断 士

思います。

小林 私の会社は、年々
民間の割合が大きくなって
路線ごとに見本剪定を考え
たり、景観が良くない場所
す。そういった公園が観光

を 中 心 に、平 成

いますが、昔、庭が荒れて
いるお宅があったので、飛

都市京都の街並みにあった

らもっと造園を、造園建設

会」を発足して、サクラの

概念については、きちんと

業を理解してもらえるかを

での改善案を提案するなど

今はまだ、こういった場

話せば理解してもらえるこ

び込みで訪問営業をしたこ

所をつくっているのが造園

公園になるように働きかけ
をしていきたいと思いま

枯損場所などについて、土

どについて提案も行ってい

さらに考えていきたいと思

地方の事情を踏まえた取

います。
で い る「 全 国 造 園 フ ェ ス

り組み・活動について佐々

司会 日造協が取り組ん

とだと思います。

日常となっていく中で知っ

ティバル」は、そうした一

いなくても、
利用者が増え、
とをもっと広く知ってもら

てもらうことはできるので

ます。

屋さんなのだと認知されて

壌調査を行い、樹勢回復な

京都では１年置き、２年

ます。

ないし、他の造園屋さんが
に１回の剪定が多いです

先方がどんな方だかわから

出入りしているかもしれな

ておいた方がいいと、先輩

うことも重要ですが、ただ
あればいいというのではな

えます。

営業はしてこなかったとい

応しているものの積極的な

からのお問い合わせには対

の紹介やホームページなど

りませんが、お客さんから

さんお断りということはあ

時代にニーズに合わせた空

間になっていることが、他

残されてしまったような空

時代が変化する中で、取り

園であり、その数も多いか

司会 もっとも身近な公

います。そういった人たち

はいますが、公園での楽し

に活用して楽しんでいる人

の方の中にも、公園をフル

もちろん、一般の利用者

備された「街区公園」は、 す。

つて「児童公園」として整

にとっては、まだまだどう

が、
こうした空間をはじめ、 み方がわからない人も大勢

の都市でも多くみられます

関わっていいのかわからな

とをご存じなのだと思いま

方についてもたくさんのこ

公園の利用の仕方、楽しみ

きました。

家族連れで楽しんでいただ

きましたが、
とても好評で、

境学習教室などを開催して

使ったクラフトづくりや環

て、 公 園 に あ る 木 の 実 を

弊社も指定管理者とし

広く伝えていくことも大事

方があるよ、ということを

場所にする、こんな楽しみ

く、もっと使ってもらえる

お寺さんのお庭によって支

間づくりをしていくこと

いものになっているのでは

る人や行政の担当者の方々

自体に価値があるというこ

機能などの面からその存在

公園や緑地は、環境浄化

といったことを、自然にわ

てこんな風に役立っている

こんなに楽しい、みどりっ

こういう機会に公園って

ます。

と、社内で話すことがあり

な仕事の一つではないか

えられてきた造園屋です

が、これからの造園にとっ

そこで、市民に直接接す

しかし、こうした個人や

が、大きなお屋敷が相続税

て大事だと思います。

駐車場が作られるようにな

る指定管理者の経験から髙

環境にあっているか、その

は、もともと緑が好きだっ

ないでしょうか。

などで、数軒に分けられて

京都という特異性や一見

す。

に言われたことがありま
市民・指定管理者に対応

い、そういった営業はやめ

す。

とがあり、会社に戻ると、 の取り組みも進みつつあり
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販売され、その１つ１つに

ると、庭をつくらなくなっ

以外でも感じたことです

髙木 指定管理者の業務

木さんいかがですか。

う動くかが求められてお

が、公園は意外と利用者に

こういう状況の中で、ど

てきます。

り、たとえ、庭をつくらな

空間を安らげる景観にでき

たり、公園や緑地の必要性

造園の仕事に携わってい

な、と思います。

くても駐車場に樹木を１、 優 し く な い の で は な い か
２本植えることはあり、ど

るかなどを逆に提案してい

がわかっている人が多く、

のような樹種にすればその

くようにしています。

髙木 奈美 氏
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公園にある木の実を使ったクラフトづくりは子どもから大人まで、家族連れで楽しめるイベントとして好評。
このほか、環境学習教室など、さまざまなイベントを通じて、より公園を楽しんでもらう取り組みは、指定管
理者だけでなく、緑の存在をアピールするためにも大切だ
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木さんいかがですか。

で、何の繋がりもなく突然

の 会 社 で あ っ た り、 造 園
フェスティバルの会場で

きたいと思っています。
司会 佐々木さんのとこ

とんど見込めないといった

は、新規の整備事業が、ほ

いい関係を築いておくこと

当然でありますが、事前に
交流していくことが、大事
献部門において、内閣総理

タ自動車を押さえて社会貢

らず、常に情報を発信し、 れており、一昨年は、トヨ

り前ではないでしょうか。 業務であるかないかに関わ

と、引いてしまうのが当た

なのではないでしょうか。

「秋田グリーンサ
あったりするわけで、
仕事、 ろでは、

状況であり、公共事業につ

が、大切だと思います。

佐 々 木 地 方 に お い て 「お仕事ください」という

いては、改修・リニューア

えてきていますし、これか

いうものを扱っている業種

ことができる〝花と緑”と

私たちは、誰でも関わる

り、人々の心が潤い、情報

べた活動が広がることによ

も入ってきます。先ほど述

人が集うところには情報

ですか。

が、その辺の活動はいかが

大臣賞を受賞されています

ム倶楽部」という活動もさ

ル、指定管理者の仕事が増

らは中心になってくると思

です。花と緑が嫌いな人は

樹剪定士などの技能が重要

営管理又は、技能士・街路

営士などが重要視される運

から、技術士・公園管理運

施工業者としての施工管理

ワークの構築』が、大事な

すること『花と緑のネット

い、触れ合える機会を構築

軸に、人々が集い、話し合

域にある花と緑の遺伝子を

いないはず。それぞれの地

す。

に地方では大切だと思いま

を主体とした取組みが、特

た信用、信頼に基づく関係

域が活性化される。こうし

が起案され、事業となり地

が集まり、新たな取り組み

に日々の生活を楽しもうと

の中に花を咲かせ、心を豊

好きな人々が集い、暮らし

う少年のように、花と緑の

て人々の心を和ませたとい

れ、花と緑をいっぱいにし

指でいろいろなものに触

佐々木 その昔不思議な

います。

視されるメンテナンスが中
のではないでしょうか。

こうした点から、従来の

心になってくると思いま

であり、人がいないからモ

ということが、一番の痛手

口が減り、人がいなくなる

ますが、地方にとっては人

少子高齢化といわれてい

くると思います。造園は、 ていくという専門クリエイ

くかが、より大事になって

を自分の中でどう捉えてい

ます。しかし、多様な情報

報を手に入れることができ

で世界が繋がり、多様な情

ターの２極化、或いは、こ

特化した専門性をつきつめ

デューサーか、ある分野に

ぎ合わせていく総合プロ

に、様々な情報と人をつな

造園という枠にとらわれず

陶器、ポーセラーツ、つる

ガーデンを中心に、押花や

う会社敷地内のオープン

グリーンサムガーデンとい

できるという倶楽部です。

な人なら誰でも自由に参加

楽部」です。花と緑が好き

クが「秋田グリーンサム倶

今後、
造園という仕事は、 いう、花と緑のネットワー

ノが動かず、停滞していく
こうした情報だけでは得ら
の２つを包括して保有する

いまは、インターネット

という、変化を求め続ける
れない、見て、聞いて、触っ

す。

ことによって成長してきた

社会の中にあっては、悪い

て、嗅いで、味わうという
す。

企業が担っていくと思いま

室、定期的なパン作りや料

細工などの展示会や体験教

聞くと、うらやましいと思

しあえる環境であったり、 がある関東圏などのお話を

リスマスパーティーを開催

を招きクリスマスならぬカ

はその道で活躍している人

感謝祭（収穫祭）
、暮れに

理教室などの活動に利用し

うこともありますが、地元

しています。こうした活動

少なくなったといいなが

五感が特に大切なのではな
いかと思います。

循環になっています。
循環型社会というのはス

情報を発信する環境を整え

にどっぷりつかって、地道

て頂いています。春と秋の

のだと思います。また、こ

ることが大事であり、こう

に気長にゆっくりやってい

らも、まだまだ大きな事業

れは造園というレベルでは

した場が、先ほど話の出た

そして、この五感を共有

なく、地方自治という問題

指定管理を行う公園や自ら

ローで変化が少なくていい

になりますが、造園もこう

部

公園に生かしていくこと

りましたし、こうした声を

業務において大変参考にな

らの意見は、指定管理者の

｣で知り合った方々か

「秋田グリーンサム倶楽

わりがあるからなのです。

自主的な企画や積極的な関

が可能であるのは、会員の

した地方自治を考えながら
進めていく必要があると思
います。
受注活動に対する取り組
みについてですが「一にも
二にも受注、受注」いわれ
ると、何だか重い雰囲気に
なってしまうような気がし
ます。
これは、お客さんも同じ

佐々木 創太 氏

（６）
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“みどり”への改善も私たちの役割
“造園”だからこその提案を生かそう

で、さらにいい公園、地域

んになったのかを考えたり

ト、オープンガーデンが盛

ニングやナショナルトラス

しますが、こうしたファッ

になっていくのだと思いま

司会 私も参加させてい

ションやブームといった捉

す。

ただいたことがあります

るガーデニングショウであ

いう面では、世界を代表す

に、日本には身近にあり過

日本人がしてきたことなの

いものを大事に守ることも

自然への感性や庭も、古

した文化として深めようと

が、
素晴らしいイベントで、 え方ではなく、生活に根ざ

るチェルシーフラワーショ

ぎて、気がつかなくなって

一般の方々が多く参加して

ウに出展し、銀賞を受賞と

おり、イギリスは産業革命

いう意識があるからではな

いう国際的な活動も大きな

でほとんどの森を失ってし

いることに驚きました。そ

効果があると思います。次

いかと思っています。

回の出展も予定されている

まうなどの苦い経験から、

ういう社会へのアピールと

ということで、鳥飼さんい

意識的に緑や古いものを大

また、答えは見つかって

と思います。

事にしているのではないか

かがですか。
鳥飼 ２年連続で行かせ

ことは、ショウ自体は５日

いませんが、日本を振り返

てもらった中で感じている

間という短さで、ディスプ

造園技術という面では、

レイに近いといえますが、 るきっかけになりました。
この短い会期中に最高なも

としていることなどから、 聞きする機会がないと思い

望活動などを行ってきたと

現地の施工技術者と一緒に

日本の造園の細かな配慮に

必要なのは

もいえますが、
「造園フェ

のであるよう何年も掛けて

出展者ももの凄い力の入れ

も改めて気がつきました。 地域交流に加えて、佐々木

ると思います。業界内外を

スティバル」
をはじめ、
もっ

仕事をしてみて、樹木の表

ようで、世界中からやって

さんは業界の若い人たちと

問わず、これから一番大事

準備し、エイジングなどに

くる人々の造園や植物に対

こういう感性こそ、私たち

の交流も図られているよう

なことは、
触れ合いであり、 ともっと広く市民に、社会

裏などを考えずに植えよう

する知識、文化の高さには

が先人から受け継いできた

ですが。

も細心の注意を払い、どの

圧倒されます。

ものであり、繊細な日本庭

というものではないです

佐々木 定期的な交流会

事件が起きたりする中にお

さまざまな凶悪・不可解な

業のアピールを通じ、その

に向けた造園の、造園建設

五感 であ
｢
｣

ますが、そういった点で、 終判断するのは人であり、 て、発注機関を中心に、要

設業に携わる者の団体とし

ですから、観光地などで

園が世界で称賛される理由

技術が発展しようとも、最

みられる庭を背景に記念撮

そして、逆にこうした感

の一つだと思います。

き、造園の活動領域を増や

が、
地方ということもあり、 いて、
人と人のつながりが、 素晴らしさを知っていただ

安心を生み、人々の心を豊

いきたいと思っています。

おいても、人と接すること

発展により、生活・仕事に

が目指していることでもあ

く、ということは、日造協

地域社会にもつながってい

だければと思います。

に、積極的に参加していた

んのお知恵を生かすととも

して進めていきたい。皆さ

ワークが仕事を助け、
また、 まっての活動を協会活動と

一企業ではできないまと

司会 貴重なお話です

なく履行される事が多くな

ります。これまでは造園建

司会 幅広い人的ネット

す。

なかなか情報交換をする機
性が日本で失われてきてい

こうして顔をつき合わせて

賞したり、使用している植

で評価されることによっ

お話しすることが大切だと

していくことに結び付けて
て、 日 本 人 が 再 認 識 す る

思っています。

会がなく、
業界の方々とも、 かにするのだと思っていま
どこで調達できるかとかと

きっかけになれば嬉しいで

ね。こうした情報もなかな

りました。しかし、いくら

す。

か、会社の枠を超えて、お

技術の
IT

メモをするなど、老若男女

イギリスでなぜ、ガーデ

います。

といった学びの場になって

ではなく、どう生かせるか

を問わず、さっと眺めるの

物を一つずつ聞きながら、 ることが残念ですが、海外

どおらず、庭をじっくり鑑

影をするような人はほとん

チェルシーの会場で、日本原産の植物の名前、生育環境、手入れの手法などを事細かに質問するマダム
に受け答えする鳥飼氏。出展庭園は、日本の庭園文化や技術を生かしながら、現地の素材を巧に活用し、
銀賞を受賞。
「かぐや姫」のテーマで、広く日本文化のアピールにも役立てられている

司会 最後に、
「環境の
ないと、専門家として適切

し、技術や知識を身につけ
紹介でもお話ししました

たいということです。自己

れから先によい環境を残し

じたことですが、やはりこ

んのお話を伺っていても感

る自分でありたいというの

うな環境づくりに貢献でき

ちよく、楽しく過ごせるよ

の人が少しでも毎日を気持

近なミクロな面でも、多く

これからの〝夢〟
世紀
が、私の〝夢”です。

世 紀 」と い わ れ る
が、私が造園に惹かれたの

いった確かなものが蓄積さ

逆 に、 自 分 の 中 に そ う
ちろん造園などを知らな

はおそらく、小さい頃、も

ましたが、我々が造園技術

非常に堅実な〝夢”を伺い

司会 一番若い人から、

に応えられません。

に、
「造園」を、
「造園建設

ために、皆さんはどんな夢
かった頃に、
〝みどり”に
を持っているといっても、

業」を主役産業としていく
をお持ちかお伺いしたい。 れてくると、いろいろな課

それがどういったものであ
るのか、きちんと他に示す

親しみ、それが楽しかった

思っています。そういうも
ことが欠かせず、我々がそ

という体験があるからだと

いったクリエイティブな発
のを大事にし、これからも
ういうことをしてきたか、

題が見えてきたり、経験を

想にも繋がっていくのでは
残していきたいという気持

生かして何ができるかと

ないでしょうか。そうして

今度は若い人からというこ

髙木 夢というと難しい
いく中で具体的な夢を描け
造園技術を持っているとい

どういう立場にいるかはわ

ですから、将来、自分が

説明やデータなどの蓄積は

けれども、内容についての

うことは盛んに言ってきた

す。
ただ、強いて何か〝夢” かりませんが、地球規模の

たらいいな、と思っていま

ちがあります。

とで、髙木さんからお願い

のですが、今はまずしっか

します。

り技術を身につけたいと
思っています。
というのも私は同期の仲
間と比べても、まだまだ現
をというのであれば、皆さ

ます。
これからは、
そういっ

不十分であったように思い

家と塀まで
１ｍない位
の町屋のお
庭。奥には
蹲もあり、
安らげる空 五重塔で有名な東寺（教王護国寺）境内にある観智院の庭
間になって「楓泉観」は、庭の骨格をそのままに、樹木の配置をがら
いる㊦
りと変え、石敷き、地被類などの整備を全体に施した

マクロな面でも、本当に身

た情報の充実もさらに進め
ていかなければならないと
思います。 鳥飼さんはい
かがですか。
鳥飼 君津を中心に活動
して８年。その間、北九州
に行ったり来たり、ワシン
トンの日本庭園のお手入れ
などもさせていただきまし
たが、
ベースは君津の山で、
ここにきて社外でお話しす

造

協
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ストックを活用 もっと使われる
失われる緑、未整備の公園に
日

前の話だと思いますが、知

ている人からすると当たり

どといった、実際にやられ

るように感じます。

昔ながらの技術が薄れてい

中で培われてきたものであ

承が上手くいかなくなり、 性は、こうした長い歴史の

くると、こうした技術の継

り、まだ失われていないと

人の繊細で想像性豊かな感

できる質の高い緑の空間づ

らぎや潤いを与えることの

起きる中で、人々の心に安

のようなさまざまな事件が

園 で、 一 目 置 か れ る 存 在

き取り仕切っていたのが造

昔は施主さんの意向を聞

ことだと思っています。

らない人は珍しがって聞い

が、私たち造園からすると

のお話をされていました

先ほど小林さんが駐車場

こともできません。
しかし、 なかったとしても、ただ車

要望に対し、適切に応える

す。お客さんのさまざまな

的な営業もできなくなりま

術を持っていないと、積極

が停められれば良いという

ちょっとしたスペースしか

こ と が で き ず、 駐 車 場 と

情から庭らしい庭をつくる

ですから、いろいろな事

せん。先ほど、髙木さんか

いわれてしまうかもしれま

なければ、逆に迷惑施設と

上などからも早急に改善し

は、ゴミなどの投棄や防犯

司会 未整備の公園など

そして、こうしたことは

ん。

夢といえるかもしれませ

在になって欲しい、それが

ちも自慢ができるような存

なく、その家族、子どもた

造園人だと胸を張るだけで

だったといわれています。

当たり前のことでも、それ

この負のサイクルを何とか

空間より、四季を感じられ

ら、あまり活用されていな

なかなか一人ではできませ

くりが大切になってくるの

をお話しすることで、納得

食い止めたい、技術・技能

る樹木があり、風情や彩を

い緑地なども、楽しく利用

思います。

してもらえることもたくさ

の向上に努め、お客様の要

添える草花などがあったり

そして、造園の知識や技

んあると思います。そうし

望に適切に応えたい、とい

てくれます。

たことを久保さんのおっ

う強い思いがあります。
ど多くの機会を通じて、広

が、京都という土地柄もあ

というお話がありました

日本人が持っていた感性

できるのではないかと思っ

も、私たち造園人であれば

いう働きかけをすること

こともできますよと、そう

るのかを考えた〝みどり” く日頃から市民と協力し、

どのような役割を担ってい

く、
どのように利用するか、 べきものであり、あわせて

そこにあるというのではな

お話がありましたが、ただ

できるようにしようという

園界全体で取り組んでいく

業、そして日造協など、造

ん。各社、各地域の造園企

ですから、職員が自分が

しゃったスーパーや、日造

く伝えることによって、よ

るのか、私もそういう感性

ています。

ではないでしょうか。

協の造園フェスティバルな

など、こんな駐車場にする

り造園の知識や技術を生か

を非常に大切だと思ってい

造園関係者だけでなく、広
すことができるのではない
かと思っています。

ることも大事なことだと思

の持てる環境を与えてくれ

る、働きやすい、生きがい

くなど、社員を育ててくれ

のような場を与えていただ

とを学ばせてもらい、今日

こうして私がいろいろなこ

も の、 さ ら に、 借 景 と し

枯山水のように象徴とした

至るまでを縮景したものや

をそのままに樹木や瀧口に

いった小規模なもの、自然

回遊式の庭園から、坪庭と

ションが豊富です。広大な

が、 日 本 庭 園 は バ リ エ ー

園とひと括りにされます

また、一般的には日本庭

いない公園や、地域のニー

前に話した整備の進んで

いています。

体の緑は減少していると聞

の方が多く、結果的に、全

て失われていく民有地の緑

整備しても、このようにし

行政が公園緑地を積極的に

特に都心部では、せっかく

れていく緑地は、京都だけ

け入れておられるようです

ようという意識があり、受

す。京都の業者さんは育て

在も多くおられるようで

京都にやってくる若者は現

小林 造園を学びたいと

を指導する役割も果たされ

園技術を学びにくる。それ

という土地柄、全国から造

な姿勢が大切なのではない

思ってもらえるよう、着実

の仕事はこういうものかと

しいものであっても、造園

る、たとえ経費等の面で厳

一つの仕事をしっかりや

います。現実的には、一つ

は、残念ながら難しいと思

ているのではないですか。 ど う に か す る と い う こ と

になっていることであり、 にわたって育んできた京都

ではなく、日本全国で問題

が、
厳しい環境の中で、
育っ

の状況の中で、造園だけを

ばい、あるいは右肩下がり

髙橋 今、社会全体が横

す。

ではないかと思っていま

理解があってこそ、こうし

います。

て、背後の山々などをより

ズに見合っていないオープ

た頃にいなくなってしまう

がこれからは必要になって

これからも自分の持てる

素晴らしく見せるための庭

ンスペースなどもあわせて

相続税などによって失わ

ものをいろいろなところで

などもあり、景石が一つ二

見直し、良好な緑、特に今

また、会社においては、 ます。

発信していければと思いま

つ並んでいるだけでも、山

た〝夢”の実現に繋がるの

す。

や海をイメージできる日本

くるのだと思います。

代は造園工事の仕事が多

小林 昭和 年から 年

業に携わる機会も多かった
と思います。こうした仕事
があると、技術を持つ先輩
が後輩に教え、若い職人の
意識や向上心に繋がり、ま
たそれを後輩に教えること

しかし、仕事の量が減っ

ができたと思います。

たり、仕事の質が変わって

でしょうか。こうした積み

工期の終了間際で、可能な

ことを前提に受け入れるの

限り経費を抑えたいという

重ねが信頼を生み、将来に

術が日本全国、さらには世

ゼネコンさんなどは、見た

は、正直、企業にとっては

界に広がっていくことを考

目が同じならいいじゃない

実際には、
建築外構など、

えると、こうした人材を育

というような話もされま

繋がっていくと思います。

てることも京都で造園に携

しかし、京都で学んだ技

わる者として非常に重要な

大きな痛手ではあります。

我が国の造園技術を長年

く、石積みや竹垣などの作

40

る機会も多くなり、これま
での経験から得たお話をさ
せていただいているだけな
のに、「ほぉ～」とか「へぇ
～」などと、感心してもら
えたりすることが多く、そ
ういう学びの場を与えてく
れた会社とフィールドに感
謝しています。
どんな話をしているかと
いうと、
「種から育てた方
が良く根付く」とか、
「狭
い面積の庭でも、微気象で
生育の過程が全く違う」な

小林 久仁嘉 氏

30

21

場での経験が少ないです

行政ととも
に指導を行
う京都市街
路樹剪定士
会の見本剪
定のようす
㊤
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が得られそうでした。しか

お話を進め、もうすぐ了解

造園建設業となり、いわゆ

いうことです。植木屋から

うと、
〝企業”にしたいと
す。

しのぎようがあるといえま

が求められ、こうした部分

コーディネーターへの転換

ら、衣食住に関わるライフ

キーワードは様々あるが、 伺いました。お話を集約さ

自給自足、自立型社会など

いわれますが、安全・安心、 す。

分な展開が期待できます。

使いこなしているので、十

が、この辺も若い人たちは

す。しかし、まったく同じ

し、このところの不動産業

め、環境教育、食育、花育

近年は、指定管理者をはじ

とともに建設業として主に

というには心もとない気が

など、サービス業的なニー

します。
また、
〝造園”に求めら

によって、地域とのつなが

そしてこれらを担うこと

うに思います。

に造園の生きる道があるよ

築と歴史的文化の保存が必

加えた新しい造園文化の構

返り学び現代のスパイスを

今までの歴史的背景を振り

めて、専門性、それを高め

のにしていこう、足元を固

技術というものを自らのも

せていただきますと、造園

が、社会的に我々が責任を

いったお話もありました

園建設業を企業にしたいと

社員の待遇向上を考え、造

また、
造園業の地位向上、

持った立場にいることを示

ていこうとの方向性が見え

てきました。

要であると思います。

司会 皆さんの〝夢”を

り、地域の活性化にも貢献

司会 いろいろとお話を

かというと、決してそうで

る近代化はしてきたといえ

そして、土木、建築など

はなく、積んだ石と似せて
界の厳しい現状の中で、な

そして、これは造園業界

張ったものでは、エイジン

に限ったお話ではありませ

ますが、まだまだ〝企業” 従事してきたわけですが、

し、土壌への影響も違い、

くなってしまいました。

長期的にみた耐久性などに
んが、経済的にも精神的に

できるのではないでしょう

ズも増えており、これらを

すためにも、企業的体制の

れるニーズも間違いなく変

構築は大事なことだと思い

も安心できる状態が一番重

ですから、こうした点に

建設業法でたくさんの建

一通りお聞きしましたが、

設業があり、さらにその他
技 能 な ど ）の 継 承 や 発 展

また、造園文化（技術・ 藤巻さんいかがですか。

か。

ます。

遇で育ってほしい。我々の

さ ら に、 造 園 建 設 業 が

ニーズに応えていくことに

多くの産業の中で、何が造

サービス業というお話もあ

踏まえると、建設業では十

園業は違うのかを明確にし

りましたが、サービス業的

分でなくなっているのが

藤巻 皆さんが真摯に造

ないと、多くの産業、企業

化しています。そして、経

園のことを考えてくれてい

と競う以前に埋没してしま

要だと思っています。

ついて、すぐに言われたと

ることを、非常にうれしく

おりにするのではなく、造

思うとともに、表現の仕方

母体（地球）は悲鳴をあげ

同時に行われていると思い

よって、社会の認知、信頼

ます。

済状況は、九州でも相当に

造園という業種を通して地

感覚を持つことはすぐにで

厳しく、どの業界も不況に 〝造園業”であり、こうし

球環境の改善に関われるよ

います。

ですから、社員にそうし

産業、造園企業として、環

う精進していけたらと思い

は違っても、目指すものは

た状態でいて欲しいです

境や景観、健康・福祉、レ

というのもドイツの観

園技術者としての考えをい

しかし、造園建設業は、 識や技術の備えも必要です

クリエーション、観光、コ

きることであり、大切だと

ています。
一地球人として、 は、未来進化と原点回帰が

が、そうした対応を図るに

そうした客観的な観点か

を得ることができ、誇れる

十分なニーズもあると思っ

年代を超えて同じなのでは

思います。そして何よりも

た新たな分野に対応する知

幸い大きくないので、経済

念論哲学者であるゲオル

まず、造園技術、造園建設

あえいでいます。

不況の波も小さく済んでい

ます。

らの技術による差別化が

し、そうあるためには社会

り、いかなる状況にあって

ミュニケーションの基盤な

あって、主観的な感性の話

い続ける必要があると思い

こういうこともあり、直
も、その場しのぎで取り繕
るのではないでしょうか。 ています。

ないかという思いがしまし

がいい状況である必要があ

接不動産屋さんに、造園が
うのではなく、何が本当に

グ・ヘーゲルの弁証法の中

ます。

担う部分である外観は、景
ですから、厳しいながらも

食の安全や格差社会、サ

大事なことかを、 きちん

ど、地域の〝みどり”を担

観が重視される時代にあっ
さらに、こうした時代の

て、 お 客 さ ん の 目 に 最 初
と造園人として伝え、こな

う〝企業”に成長すること

造園は、建築、土木と並ん

が相次いでいます。私たち

衣食住を脅かす深刻な問題

上にのぼっていき、進歩発

く。横（立面）から見ると

上るように進歩発展してい

います。物事は螺旋階段を

『事物の螺旋的発展の
ブプライム問題などなど、 で、

たいという思いがありま

友人と語らいながら過ごし

たりとした快適な場所で、

を過ぎたら、公園などゆっ

ターを目指す。これは、環

地域のライフコーディネー

ら、そういう感覚を持って

を得手としている訳ですか

我々は自然物を扱うこと

るのではないでしょうか。

コーディネーターにもなれ

に な れ ば、 地 域 の ラ イ フ

まで、理解いただけるよう

思います。こういうところ

ができるようになるのだと

孫、未来に向けて、質の高

思った話は、
自分の子ども、

そして、とても大事だと

題だと思っています。

り組まなければならない課

も協会でも総力を挙げて取

ず、造園の周知は、会社で

いてもらわなければなら

とた時、その存在に気がつ

ス業的な取り組みをしよう

ことです。私たちがサービ

方々に幅広く知ってもらう

業 を 一 般 の 方 々、 公 共 の

組んでいくことがこれから

家業的経営精神をもって取

として、企業というよりは

す。ただ、私の個人的意見

はサービス業だと思いま

しゃるように、造園建設業

佐々木 久保さんのおっ

い環境にある気がします。

総合的に関わっていきやす

いう生命あるものを扱う業

戻ってくる。しかし、必ず

要とされている衣食住に、 るりと一周して元の場所に

者として、安全、安心が必

一段高い位置にのぼってい

真上（平面）から見るとぐ

る暮らしをしてもらいたい

私も仕事と関係なく、

た。
ができるのではないかと思

で建設業としての事業を担

す。そして、孫や将来に豊

境の時代の方向性にも合致

は必要であると感じていま

こうした点でも、エクス

取り組みが求められると

り切れず、協会を挙げての

ると。
未来進化と原点回帰。 は、個人や一社だけではや

抱えようとしている課題の

くって交流、新しい造園が

く、業界を超えて仲間をつ

もう造園界だけでなく広

う、ということで、これは

次に幅広い人脈をつくろ

できないと思います。

を持って取り組まないと、

になるんだという強い思い

は、我々が時代の主役産業

環境を保全、創出するに
よく、歴史に学べなどと

いった日造協への要望も受

解決にも役立つというお話

け取りました。

協会運営を行う一人とし

も必要になるのでしょう

うございました。

今日は長時間、ありがと

たいと思います。

持って、頑張っていただき

ぜひともそういう気概を

て、こうした期待に応えな

がありました。

を強くするとともにこれか

今後の活躍に期待していま

どんどん参加して欲しい。 ＩＴなど、最新技術の活用

らも若い皆さんが、
臆せず、 に触れ合うことのほかに、

それを進めるには、実際

ければならないという思い

また、今日のお話の中で

と思っています。

す。その家業をいかに永ら

テリアコーディネーターか

法則』という思想を述べて
います。

うとともに、
〝みどり”と

展しているように見えるが

かな環境、安全で安心でき

しており、大事なことだと

い環境を守り、つくってい

え、発展させていけるかと
いうところが、他とは違っ
た経営戦略となるのではな
いかと思っています。
〝夢”としては、抽象的
ですが、子どもたちが大き
く な っ た と き に、 一 緒 に
笑って過ごせる場所、環境
を残していきたい。少なく
とも自分の記憶にある幼少
時代に育った環境と同じ境

きたいとの決意でした。

思います

70

も違いがあると思います。

グも変わってくるでしょう

藤巻 司郎 氏

みどり・生命を扱う者として総合的展開はかる

久保 〝夢”を一言で言

思っています。

に触れるところでもあり、 し て い く こ と が 大 事 だ と

しっかりしたものをつくっ
た方が良いと、分離発注の

グリーンサムで行われる活動の一部。子どもたちが大きくなったときに一緒に笑って過ごせる場所、環境を残
し、安全・安心が必要とされる時代に、
〝みどり”という生命のあるものを扱う造園業は、地域に根差し、総
合的に関わるライフコーディネーターとしての活躍も期待されている

五十嵐 誠 氏
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